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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

　「なんでこんなにイライラして怒っているの？ こんなにかわいい子ども
たちなのに…」。自問自答して、子育て本を読み続けた。どうしたら怒ら
ないですむのか…。そして私なりに、これだ！という解決策にたどり着い
た。これはスゴイ！ 日本中いや世界中のお母さんに知らせなければ！
　子どもたちがケンカしたり、嫌な思いをしたりしている時に、子ども
の話をカウンセラーのように聞けるようになり、私のイライラを怒らず
に（怒りながらの時もあり）子どもにわかるように伝えることができる。
　さらに、お互い譲れない問題も、解決できるようになってきた。大人
も子どもも納得する解決策ってスゴイ！ 
　子育ての基本は会話術なんだぁ。私の夢は、より多くの人にこのスキ
ルを伝えることです 。

子育てのイライラを解消する
スキルを伝えたい
　　  　　（中尾理恵／河内長野市）

　まだ卒乳していない次女（1歳4
か月）を授乳しながら寝かしつけ、
年長の長女は隣でゴニョゴニョお
しゃべりしつつも、目を閉じて眠
りにつく。というのが、わが家の
毎晩の様子。
　たが最近の長女は、必死に眠気
とたたかいながら妹が寝付くのを
待っている。次女をオッパイから
離し、布団に寝かせるのに成功す
ると、そぉ～っと寄ってくる。
　「ママ、赤ちゃん抱っこして♡」
さっきまでの妹と同じ体勢になる
よう、大きくなった体を折り曲げ
て私の腕に収まろうとする。「ユラ
ユラして」「お尻トントンして」と
甘え、薄目で私の表情を確認しな
がら眠りにつくのがお気に入り。
　妹が大好きで、たくさんお世話
もしてくれるけど、やっぱり我慢
していることも多いのだろう。
　110cm、19kgに成長した長女を
赤ちゃん抱っこするのもなかなか
の労力だけど、こうやって寄って
くるのも、きっとあと少し。ちゃ
んと眠りにつくまで、しっかり抱
かせてもらうね。

赤ちゃん
抱っこ

山田裕子／鳥栖市

手

佐藤るみ／横浜市

　ゆるやかな坂道を「探検」しな
がらのぼっていくヨチヨチ歩きの
男の子。少し先には、きっとお母
さんだろう。朝から暑い日射しの
中を、ゆっくりゆっくりのぼって
いく。背中には大きな大きなリュッ
ク。男の子の背中にも、かわいら
しいリュックが背負われてる。
　ほら、遊んでいないで、はやく
お母さんに追いつかないと！通り
の向かい側から、心配している私。
　男の子が何か呼びかける。振り
返ったお母さんは抱っこひも。ま
だ小さな赤ちゃんを胸に抱いてい
る。つばの広い帽子をかぶったお
母さんの表情まではわからない。
　そのとき、すっと。男の子に向
かってさしのべられた手。お母さ
んの白くて細い手。あぁ、とあた
たかいものがこみあげてくる。
　男の子も手を伸ばす。小さな手
を、お母さんがさしのべた、その
手の方向へ、一生懸命に伸ばして
いる。
　私は、もう振り返らずに、どん
どんと、反対側の坂道をのぼって
いく。

チビ2号
わかるよ
佐伯和代／上益城郡

　チビ2号（家族はチビビと呼ん
でいます）、妊娠７か月に入り、胎
動も盛んです。
　チビ（お兄ちゃん）に、「チビビ
動いてるよ」と言うと、私がさわっ
ていたところをジャストミート。
　やはり、チビとチビ2号との間
には、何かの交信があるのかも？ 
不思議です。
　私が「チビビぽこってしたね～」
と言うと、チビも真似して言いま
す。発音は未熟で、うまく言える
音と苦手な音はありますが、少し
ずつ発語が増えています。
　私も3歳まであまりしゃべらな
かったそうですが、話し出したら
止まらないくらい一人で話してい
たそうです。
　2歳で二語文と発達の目安は習
いましたが、あくまでも個人差。
独り言も含め、一日中チビにしゃ
べっていますから、真似る言葉は
いいも悪いもたくさんあります。
　どこまでできれば大丈夫とこだ
わりすぎず、毎日の関わりの中で
私自身がなんとなくでも、感じ取っ
ていければいいのかなと思います。

受賞おめでとう！

　今月のＭＪ大賞は、奥永菜穂子さん
の「二択で提案」です。なるほど、二
択であれば、どちらかを選ぶしかない
わけで、パパを上手く活用するいい方
法ですね。母ゴコロ賞は、前田憲枝さ
んの「大きく揺れる小さな心」。ママ
をずっと独り占めできたのに、もうひ
とりのライバルの出現を不安に思う気
持ちと、お兄ちゃんになる喜び。お母
さんも子どもも、こうして成長してい
くんですね。 

　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

はじめての
ラジオ体操
厚海有美／横浜市

　今日から子ども会のラジオ体操
に参加する娘。会場は家から7～
8分の、ちょっと大きな公園。「ひ
とりで いくっ♪」と張り切る本人。
　ん～、どうしよう…。学校以外
の場所にはまだ一人で行かせたこ
とがない。途中１か所だけ、信号
のない横断歩道を渡るのが心配。
　でも朝は忙しいし、一人で行っ
てくれたら助かるよな。えーい、
思い切って行かせてしまえー！  
　娘の姿が見えなくなるまで玄関
前で見送って。朝食の支度をしな
がらソワソワドキドキ。
　6時50分頃、「ただいまー！」と、
元気よく帰ってきました。お土産
のお菓子と風船を抱え、それはも
う満足そうな笑顔で。
　そういえば彼女、ラジオ体操は
はじめてでした。幼稚園ではディ
ズニー体操だし、小学校の運動会
はまだだから、ラジオ体操は教わっ
ていない。それでも見よう見まね
でとっても楽しくできたんだそう。
　よかったよかった。また一つ成
長したね。娘も、そして思いきっ
て一人で送り出した私も。

ママって大変

村本聖子／韓国

　つい先日、ちょこっと留守にし
た時のこと。長女に、ごはんの準
備と後片づけ、それに洗濯物を取
り込むお願いをし、あらかじめカ
レーをつくって出かけた。
　帰ってみると、いつもより部屋
がきれいに掃除され、洗濯物もきっ
ちりたたまれ、どことなく違う空
気だった。
　聞けば、「お腹すいた～、お腹す
いた～」と弟たちは言い、遊んだ
ものは散らかり、やることがいっ
ぱい。ごちゃごちゃしていて気分
が悪かったので、思いきって、友
だちと2人でごはんを炊き、ウイ
ンナーと卵焼きを焼いて、徹底的
に掃除もしたという。
　そして「ママって大変だよね～。
今まで自分のことだけをやって、
あまり手伝わなかったけど、これ
からはいろいろ手伝うよ！」と。
　この大変さ、わかってもらえた
だけで十分。でも手伝ってくれた
ら、うれしいかも。
　きっかけはちょっとしたところ
から。頼りにしてますよ！ お姉
ちゃん！ 


