
2015 年（平成 27年）10月号　＜ 6＞         

お母さんの心いっぱいの記事がズラリ。
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！

ポジティブ
変換力

藤尾さおり／神戸市

　夕食時、「ポジティブな人をネガ
ティブに。ネガティブな人をポジ
ティブにする方法を思いついた！」
と、中1次男が突然言い出した。
　ポジティブ変換力は、人生にお
いてめちゃめちゃ大事な力だと、
私は思っている。先日、サークル
案内のために地域の幼稚園や保育
所を回ったところ、好意的に話を
聴いてくださったところもあるが、
不審がられることもあり、営業も
大変だなと、少しへこんでいた。
　すると次男は、「知らない人でも
好意的に話を聴いてくれた人もい
たんやろ。それってすごいことや
と思うで。信頼してくれない人よ
り、人数が少なくても、たとえば
身近な人、家族とか友だちとか、
自分を信頼してくれる人を大事に
考えたらええんちゃうか」だって。
　ほんまそうやね。母ちゃん一気
にポジティブになりました。
　一昨日は寝ていたところに、長
男が不意に投げたDSが鼻に直撃。
寝込みの襲撃で流血するし痛いし
で長男にキレ、ギャーギャー騒い
でしまった。そこへ登場した次男。

「目じゃなくてよかったな」と一言。
　あ、ほんまや…。痛みや怒りが
一気に半減。自分の感情が爆発し
た時は、わかっていても急にはポ
ジティブ変換できないこともある
ことを体験。そして誰かに変換し
てもらい、こんなに楽になること
も体験。ありがたや、ありがたや。
　この大切なことをしっかり身に
つけている次男を頼もしく思えた。
でも時々、私が浮かれていると、
ネガティブ変換で陥れやがる。そ
こに振り回されてしまう私も私な
んだけど…。
　悔しいけれどうれしくもある、
次男から学ぶ今日この頃。

いや！の
言葉の中に
中村あす香／鹿児島市

本人が気づく

西村美香／鳥栖市

　息子が寝る前に、読みたい本を
5、6冊寝室に持ってきました。そ
して勢いよく、「あっ、いいこと思
いついたよ！  読みたい本持ってき
たときに、前読んだ本片付ければ
いいよね！」とベッド横の本を片
付けました。
　えっ、今気づいたん？　もーイ
ヤんなるくらい私言ってたんだけ
ど…、響いてなかったんだ。
　毎回わかったと言いながら、伝
わってないかな～とは薄々感じて
いましたが。
　本が好きな息子。毎日たくさん
の本を読みます。読むのはいいけ
ど、読んだ本がベッド横に山盛り
で、読んだら片付けるように、い
つもいつも注意するけど、なかな
かうまくいきませんでした。
　今回のことで、自分で気づくこ
とって大事なことかもと思いまし
た。人から同じことを何回言われ
ても、自分がそう思わないと、人
間なかなか動かないんだなあと。
　口うるさく言うより、本人に気
づかせる。本人が困ったと感じる。
そんなやり方のほうが、息子には
伝わるのかもと思いました。
　本人に気づかせ、快、不快を感
じさせる…
片付けのこ
とだけでな
く、少し意
識してやっ
てみようと
思います。

卒業宣言

村本聖子／韓国

　こんなにもあっけなく言われる
とは。ちょっと寂しくもあり、驚
きでもあり、うれしくもあり…と、
複雑な気持ち。
　「オレ、ママ卒業したから～」。
　わぉ。6年生。長男。はっきりと。

「今までいっぱいママとは過ごした
から、これからはパパにいくよ！」
と堂々宣言。
　はい。かしこまりました。今ま
でいろいろとありがとう。これか
らは遠くで見守っていくよ。
　いつかくるとは思っていたけれ
ど、意外に早かったなぁ。また一つ、
子育ての山越えた、8月の終わり。

　いやいや期まっただ中の次女。ト
イレに行かない、服を着ない、歯磨
きしない。お出かけするよ、と言っ
ても聞こえないふりで遊んでいる。
お出かけ前のバタバタや寝かしつけ
の時間になると、次女にばかりか
まっていられず、「もう知らないよ
～」と突き放してしまう。
　やさしく二度三度言っても逃げて
ばかりの次女。気の短い私は、イラ
イラしてきて、つい、じゃあ好きに
すれば？と言ってしまう。途端泣き
ついてくるのがわかっているので、
知らんぷりして背中を見せる。だけ
ど昨日は号泣し「ママ怒らないで！ 
怒らないでよ～！」と訴えてきた。
　はっとして振り向くと、涙でぐ
しゃぐしゃに濡れた顔で小さな拳を
握りしめ必死で訴えている。涙に
濡れた眼差しは真っ直ぐに私をとら
え、足を踏み鳴らし全身で怒りとも
悲しみともつかない感情を表し、声
を限りに叫んでいる。その姿は痛々
しく、近寄るとぎゅっと抱きついて
くる小さな体が愛しくて悲しい。
　情けない。こんな小さな子どもに
なんでこんなに悲しい思いをさせて
いるのか…。自我の芽生えは良いこ
ととわかっているが、忙しい時に
限って反抗してくる子どもたちに、
なんでわかってくれないの!?とイ
ライラ。だけど子どもにだって考え
も、気持ちもある。
　それなのに私の都合を押し付け、
つい上から目線でああしろ、こうし
ろと言ってしまう。そんな私に子ど
もたちは一生懸命に訴えていた。い
や！の一言の中にいろいろな思いが
詰まっている。
　親子は以心伝心で、何もかもわか
り合えるわけでもない。小さいこの
子たちに、大人の都合なんてわかる
わけがない。なのにどうして私の都
合ばかりを押し付けてしまったの
か。ごめんね、気づかなくて本当に。

母さん骨抜き

佐藤悦子／北名古屋市

　息子とごはんを食べていると、
「おかあさんのつくってくれたごは
ん、おいしいねぇ！」ともぐもぐ
パクパク。
　またしばらくすると、「おかあさ
んのごはん、やっぱりおいしい！」
とニッコリ。
　そんなこと満面の笑みで言われ
ると、お母さん骨抜きにされちゃ
うわぁ～。
　がんばって、もっともっと美味
しいごはんつくるね！

　月に一度のお弁当の日。不器用
なりにがんばって、トーマスのキャ
ラ弁をつくりました。長男に登園
前にお弁当を見せると、「トーマ
ス！」と喜んでくれました。
　そして登園中、歩いていると突
然、「お母さん、お弁当つくってく
れてありがとう」と言ってくれま
した。とてもとてもうれしかった
です。
　怒ることの多い私だけれど、長
男を愛する気持ちは伝わっている
のかなぁと感動しました。そして、
感謝の気持ちをしっかり伝えられ
るよう成長したんだなぁと、うれ
しくなりました。
　親バカ日記ですみません。

朝から感動

米山眞理／松浦市

お母さん記者（MJ記者）は
皆フツーのお母さん。子ど
もとの他愛もない出来事や
毎日の気づきを発信してい
ます。老若男女大歓迎。年
間購読料 3000 円が必要。
お母さん大学へご連絡を！
E-mail：info@30ans.com
TEL045-444-4030

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

◆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

●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

動動
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　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。

受賞おめでとう！

提供●地球納豆倶楽部
http://www.natto-club.com/

　今月のMJ大賞は、「大きくなったら」の
赤瀬裕子さん。わが子のはじめての日を感じ
られるって、素敵なことです。わが子のはじ
めての日は、これからもずっと赤瀬さんを笑
顔にしてくれますよ。もうひとりは、「朝か
らの感動」の米山眞理さん。わが子からの
ありがとうの言葉、最高ですね。日常にあ
るささいなことが、私たち母の宝物です。親
バカ、大いに結構。その気持ちを大切に、子
育てをめいっぱい楽しんでください。


