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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！

成長

長野恵/久留米市

ハロウィン弁当

西尾由香/福岡市

娘 4か月

岩根直子/久留米市

　3歳児長男との毎日のたたかい
で、気づけば4か月にもなってい
る娘。
　が、何も書き残していない…と
ちょっと焦る私。
　娘を見ていると、なぜか眠くな
る。きっと私らを癒しに来てくれ
たのね。
　少し前まで、夜中は静かにぐず
ぐずっと泣いていたのが、ここ数
日は、「みんな起きろ！」とばかり
に激しく泣く。
　泣き方自体は生まれた時から大
きな声で激しくて、そこは変わっ
ていないけど、夜中はもう少し控
え目だったのよね～。
　お風呂が好き！  夕方抱っこして
いないと泣いちゃうって時でも、
浴室の脱衣場だと、寝かせてもぐ
ずぐず言わずに、私と息子がひと
通り洗い終えるのを一人静かに
待っていてくれる。そして、娘の
番ってことで服を脱がそうとする
と喜ぶ喜ぶ！  その笑顔がたまらな
くかわいい。かといって、入浴中
にっこにこか…というわけでもな
いのだけれど（笑）。
　指が好き！  親指1本からこぶし
までしゃぶる。
　おっぱいを飲みながら、ネコみ
たいに側頭部をぐるぐるとかく。
　よく蚊に刺される。
　おしっこが出たら泣いて教える。
うんちの時は激しく泣いて教える。
　お父さんが好き！  相手をしても
らうと超ごきげん。
　休憩されるとすぐぐずぐずと相
手を催促。
　まんまる
でプクプク
し て い て、
とにかくか
わいい。た
まらない存
在の娘。

一日の終わり

澤田久里子/茅ヶ崎市

　息子が寝たあとに訪れる静寂。
このあと部屋を片付け、食器を洗
い、まだまだ面倒くさいことは残っ
ている。ただ、今この一瞬、息子
が散らかしたこの残骸が愛おしく
て、ぷふっと笑っちゃう。
　今日も一日お疲れ。明日も楽し
もう。

逃げても
逃げても…
仲道貴美子/鳥栖市

　夫の休みは全くないシルバー
ウィーク。やっと終わって参観日
もあって…また土曜。なんだかキ
リキリお母さん。余裕ない怒り方。
「あー、私、疲れてる…！」。
　実家に帰っても、兄弟ゲンカし
てぐずぐず泣きながらも、どーん
とお母さんのところへやってくる。
膝にぎゅう～！　背中にどーん！ 
ぐずぐずにイライラして、逃げる
私！  追いかける2人！
　あーー、どんなに逃げても全力
でお母さんの元へやって来るこの
パワフルな生命体。もう負けだ…。
観念して向き合って、3人並んで
ふざけた物語をつくって話しなが
ら…、やっと両脇で寝た2人。
　お母さんは疲れているけど、明
日もあふれるパワーと向き合うぞ。
また子どもみたいに、たっぷり寝
るか～。

　先日、娘が胃腸炎になりました。
とっても丈夫な子で、今まで熱を
出したのは一度だけ。いつも元気
で食欲旺盛。そんな子が嘔吐を繰
り返し、ごはんも食べずに寝込む
様子に、私も驚きました。
　いつもぽんぽこりんなお腹がぺ
ちゃんこのしわしわに。気分が悪
くなると、私に抱きついて嘔吐。
私はただただ抱きしめながら、安
心させてあげたい一心で、「ママが
いるから大丈夫。守ってあげる！」
と繰り返していました。
　結局、小児科で浣腸と点滴を2
本打ってもらい、2日で良くなり
ました。が、次の日、私と夫が揃っ
て胃腸炎に。頼れる母になるつも
りが、結局、母のお世話になって
しまいました。
　弱っている時に母の顔を見る
と、とてもうれしく、安心しまし
た。これがお母さんのあたたかさ
だなぁと改めて実感！
　私もそん
な母に近づ
く た め に、
まずは体力
つけて、夫
と娘を支え
られるよう
にがんばろ
うっと！

体調不良

三木春菜/河内長野市

お母さん記者（MJ記者）が、
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
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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、井上成美さんの「こん
ちゃーす」に決定。短い記事ですが、リズム
があって、写真もなかなか。親子でちゃんと
挨拶できる素敵な親子。できそうでなかなか
できないこと。もう一人は、岡野加奈子さん
の「小さいお母さん」。小さいのにちゃんと
お母さんの心が育っていますね。子どもは先
生ですが、しっかりお母さんを見て育ってい
ますね。この先イライラするお母さんも登場
するかもしれませんが、それも楽しみです。

こんちゃーす

井上成美/米子市

　今日、散歩中、通り過ぎる人に
娘が「こんちゃーす」と言っていた。
　宅配便のピンポーンに「あーーー
いッ！」とお返事していた。
　元気でよろしい。あいさつがで
きるようになったね。それに応え
てくれる近所の人や宅配便のお兄
さん。
　満足気なムスメ。ハハもうれし
いよ。

　最近の娘には驚かされる。パパ
がむせて咳をしていると、｢だい
じょうぶ？  おみずもってこーか？｣
と言いながら、小さな手で背中を
ポンポンと叩く。
　私が風邪でダウンしていると、
｢ママ、はやくよくなりますよーに。
あーちゃんついてるからだいじょ
うぶだよ｣ とタオルを乗せながら
頭を撫でてくれる。
　じぃじが帽子を忘れていた時は、
｢あー！じぃじのわすれもも！あ
したじぃじにあげなくちゃ！｣ と
翌日じぃじが玄関を開ける音が聞
こえると、帽子を手に取り ｢じぃ
じー！わすれももよ！｣ と渡しに
行く。
　隣のおばあちゃんが怪我してい
た時は、｢まーちゃん。いたいいた
いしたと？ だいじょうぶ？  あー
ちゃんもってくよ！ まかして！｣
と言って荷物を運ぼうとする。
　普段はヤンチャでお調子者な娘
だけれど、小さいことにもよく気
づく心根がやさしい子だなぁと親
ながら感心する。
　「おねえちゃんになってきたね」
と娘に言ってみたが、｢あーちゃ
んおねえちゃんじゃない！ ずっと
ずっとずーーっとおねえちゃんに
ならない！｣
と宣言され
てしまった。
　娘がおね
えちゃんに
な る 日 は、
まだまだ先
のようだ…。

　長女のお弁当…今日はハロウィ
ン弁当に。
　入園してから週2回のお弁当づ
くりは本当に楽しくて、ノートに
絵を描いたりメモしたりして前日
からワクワク。小さな小さなお弁
当だけど、旬の食材、季節を感じ
られるもの、食べやすさ、娘が好
きなもの、栄養バランス、味付け、
視覚から入る彩りなど、いろんな
ことを考えてつくる。
　子どもの頃に、母がつくってく
れたお弁当。パッと開けた途端に
「わぁ～っ」と笑顔になる、なんと
もいえないあの瞬間、あの感覚…。
今でも私自身、忘れられない。
　朝はバタバタするけれど、娘の
リクエストも聞きながら、小さな
お弁当の中
にたくさん
の愛情を込
めて、これ
からもお弁
当づくりを
楽しみたい
なぁ。

た
　すすすす


