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　選んでる、選んでる。食卓に並
んだお皿の中から選んでる。茄子、
小松菜、ご飯、お豆腐、人参、サ
ツマイモ…。
　真っ先に茄子を選んで食べてい
る。茄子がなくなったら、次は何
食べようか考えてる。人参に手を
伸ばして満足そう。
　選んでる、選んでる。何を食べ
ようか選んでる。
　「お茶飲む？」お茶を近づけた私
の手を振り払ってまた人参に手を
伸ばす。
　「お母さん、ぼくはお茶じゃなく
て、人参が食べたいんだ」って声
がするみたい。
　選んだり、自分の意思を主張し
たりする息子の姿を見て、息子の
中に”心 ”が見えた。
　これがいい、こうしたい！と決
めていく”心 ”。私には私の”心 ”。
息子には息子の”心 ”。
　さみしいような、うれしいよう
な、たくましいような、責任を感
じるような…。いろんな気持ちが
湧き上がってきた。そんな今日の
朝食時間。　　　　　　　　　

息子の心
私の心
萩尾かつら／佐賀市

お母さんの心いっぱいの記事がズラリ。100人いたら100通りの子育てがある。
一つだけ共通しているのは、お母さんの笑顔。お母さん、ペンを持とう！

夢に向かってがんばっている自分に乾
杯！ 夢を描きお母さん大学に入学し

てくれた方の中から1名様にいつでもど
こでも飲めるアルコール0.00%のノンア
ルコール・ビールテイスト飲料「キリン
フリー」（写真）（350ml 缶 24本入 1ケー
ス）をプレゼント！ 車の運転前や妊娠中な
どアルコールが飲めないときや、行楽などの
さまざまなシーンでお楽しみいただけます。
●キリンビール（株）横浜支社提供

　３歳の長男は、甘いものを食べると痒くて眠れないほどのアトピー持ち。
ビタミン・ミネラルが不足しないよう、「まごはやさしい」食事を摂ること
を気をつけていますが、完璧な支度をするのはかなりのストレス。せめて
毎朝の食卓には味噌汁を欠かさないように。おやつに自家製の甘酒を食べ
るようになってからお通じが良くなり、アトピーもひどくなくなりました。
甘酒はヨーグルトや豆乳で割って飲んでも美味しく、お菓子づくりにはお
砂糖代わりに使います。発酵食や麹ブームですが、実家が味噌醤油の醸造
元ということもあり、日本食離れが進む家庭に味噌や甘酒を手づくりする
楽しさを伝え、子どもたちが健康になるお手伝いができたらいいなと考え
ています。「kouji mother」として活 動するのが夢です。奥深い発酵の知
識を身につけるべく、発酵マイスターの資格を取得することが今の目標！ 

kouji mother として子どもたちの
健康づくりに役立ちたい
　　  （石松智賀子／大分県玖珠郡市）

お母さんとして
の道のり
塚本静香／久留米市

　三男1歳半は食べるのが大好き。
おやつを食べている次兄に近寄り、
兄の手を引っ張る、引っ張る。「ちょ
うだいって言わなきゃだめなの」
と言いながら逃げようとする兄。
　ハハが「ちょうだいって言おう
か！」と声をかけると、「ちょうだ
い」って、三男が小さなおててを
重ねているではありませんか！
　ハハも次兄もはじめての「ちょ
うだい」に感激し、「ど～ぞ」とお
まんじゅうを小さく割って、何度
も分けてあげる。ふと自分の分が
なくなっていることに気づいて、
唖然とする兄。味をしめた三男は
「ちょうだい」を繰り返すが、実は
まだおててには残っている。
　「いいの、ちょうだいができた日
だから」と自分に言い聞かせてい
る次兄。その横で「そうだね…」
とさりげなく自分の分をちょっと
分けてあげる長兄。目を輝かせて
長兄の前でも「ちょうだい」をア
ピールする末っ子三男。
　ご機嫌な末っ子の特権はまだま
だ有効中。弟の成長を喜んでくれ
るお兄ちゃんたち、ありがとう！ 

末っ子の
特権 !?
松本茉莉／横浜市

雨の日

宮下彩／筑紫野市

　大雨の日、子どもたちと車で出
勤した。雨を見て息子が「たべれ
るあめがふってきたよ！」と言う。
そのうち雨がひどくなると興奮し
て「わたあめだ～！」とはしゃぐ。
　ああ、ほんとだね。車輪から水
煙が立って、わたあめがたくさん
できているね。
　もっともっとひどくなって、後
ろのフォグランプまで灯けるぐら
いの大降りになった。息子は周り
の車を見てうれしそうに、「アイス
クリームだね」と満足そうに言う。
　ああ、車全体を水煙が覆ってこ
んもりしているからか。すごいな
あ。そんな風に世界が見えている
んだ。雨の日までこんなに楽しい
一日にできる、キラキラした瞳。
大事なことを教えてくれる瞳。
　雨の日の出勤は大変！と思って
いたけど、お母さんは雨の日の楽
しみ方を教えてもらったよ。
　お母さんも小さな頃、そんな風
に世界をキラキラした目で眺めて
いたのかなあ。すっかり忘れてし
まっていたけど、また4歳の先生
が教えてくれた。

　保育園に着
いたら「いっ
てらっしゃ
い！」 と 見
送ってくれた
息子。楽しい
一日を過ごし
てね！

私はオトコ

内田恵利／横浜市

　「なつきちゃんてオトコかな？  
オンナかな？」「オトコでしょ！」っ
て、おいおい。いつも遊んでるの
になに言っちゃってんの、女の子
に決まってるでしょー！と思うが、
真面目に話し合っている小2女子
2人に笑ってしまった。
　だって、わっかんないんだよ。
髪短いし、走るの早いし、ウンテ
イも1段とばしが得意だし。何し
ろ運動神経がよい、とのこと。
　何日かして「お母さん、なつき
ちゃん、女だった！」というご報告。
　ご苦労様。まあ、そうだろうね～。
　「でもね、ちーちゃんはオトコな
んだよ。だって、自分のことオレっ
て言うんだもん」と、これまた単
純なご判定。
　そういう娘は、自分はオトコだ。
と友だちに言ってるんだって。ク
ラスで一番長い髪が自慢なのに、
「かっこいい」に憧れてる。
　まだまだオトコとオンナの境界
線があるようでないようで。オト
コとオンナを行ったり来たり。プー
ルの着替えも同じ教室でOKだも
んな。かわいいもんだなぁ。

　お母さんになってから16年にな
る。息子たちに励まされながら歩
いてきた。思い起こせば、長く遠
い道のり。
　はじめての子育てはなんと新鮮
だったことだろう。雨の日も、近
所の公園や川に一緒に行っては、
草を摘んだり魚を見たり…。
　息子たちといる時の本当に幸せ
な時間。悲しい時も抱きしめて、
一緒に泣いた日々を昨日のことの
ように思い出す。
　いつも、いつも一緒にいること
が当たり前で、離れていくなんて
考えもしなかった。思春期に入っ
てきた息子に、これからどう寄り
添うことができるのだろう。
　反抗しながらも、母としての私
を見つめながら支えてくれる3人
の息子たち。
　愛おしくて幸せで、もう少しだ
け甘えてね。そして少しだけ頼ら
せてね。
　死ぬまで、私はお母さん。いく
つもの山を越えて、これからもが
んばるよ。まだまだ道のりは果て
しない。

受賞おめでとう！

　今月のMJ大賞は、小野川夏子さん
の「雲が食べたい？」。フライパンで
雲を焼いて食べる…。子どもってスゴ
イ。そのまんま絵本になりそう。辛い
雲も登場させたいですね。
　そして母ゴコロ賞は、阿間見光子さ
んの「最強サポーター」。お母さんは
子どもの栄養士でありメンタルトレー
ナー。スゴイのは、パパも有能なトレー
ナー。これなら世界を目指せますね。
将来が楽しみですね。

　副賞は、フード・アクション・
ニッポンアワード2010入賞とい
う栄誉に輝いた、地球納豆倶楽
部の「音更納豆」。100%国産で有
機栽培した北海道の在来種を使
用。生産者を限定してつくる選り
すぐりの納豆です。

提供●地球納豆倶楽部
http://www.natto-club.com/

お申込み／お母さん大学　〒 221-0055 神奈川県横浜市神奈川区大野町 1-8-406   TEL045-444-4030

① ② ③

●日本の竹から生まれた天然素材100％　●洗濯機や浴槽の排水溝、河川や海を汚さない
●合成界面活性剤・合成化学物質ゼロ　●手肌にやさしく、皮膚過敏症の方も安心安全

◆お母さん大学生＆購読者は20％割引◆◆お母さん大学生＆購読者は20％割引◆
 http://www.okaasan.net/

お母さん大学推奨商品

美味しく食べて
デトックス！

（竹ベビー）

TAKE  BABY
竹炭灰マイルドミネラル洗浄液
ランドリー＆バスウォーター

原材料は、竹炭、竹炭灰抽出液、水だけ。赤ちゃ
んから未就学児童の衣類の洗濯と入浴（全身
洗い）に最適です。洗濯は、20分のつけ置き
後、すすぎ洗い。お風呂では、やわらかい布
で体をやさしく洗ってあげてください。

● 300mℓポンプ式    　1238 円（税別）
● 1000ｍℓ徳用パック　2857 円（税別）

TAKE     BABY（竹ベビー）
入浴用石けん

80g ／ 478 円（税別）

竹炭坊クッキー
 1 袋 60g ／ 333 円（税別）
3袋／特価 953 円（税別）

洗濯1回あたり
   12～18円

TAKE  MOTHER（竹マザー） TAKE  BABY（竹ベビー）
TAKE　MOTHER（竹マザー）
①ランドリー＆バスウォーター
● 300mℓキャップ式      943 円
● 600mℓキャップ式    1600 円
● 1800ｍℓ徳用パック   3600 円
②ランドリー＆キッチンソープ
● 300mℓキャップ式      943 円
● 600mℓポンプ式  　  1600 円
● 600mℓキャップ式    1480 円
● 1800ｍℓ徳用パック 3500 円
③ランドリー＆キッチンソープ（オレンジミント）
● 300mℓキャップ式     1143 円
● 600mℓポンプ式　　1900 円
● 600mℓキャップ式     1800 円
● 1800ｍℓ徳用パック　4000 円
※全て税別価格


