Autumn

★事前申し込みをお願いします

2020

日時：毎週水・金曜日 10:00-13:00
会場：ぷれいおん・とかち／帯広の森（月２回）
対象：未就学児の親子（会員制）
会費：月1,200 円 （体験料 100 円／回）
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流されない育児のためのワンテーマ情報誌

ぷれいおん・とかち会員アンケートより

初の赤ちゃんのお世話ではすれ違い
だったが（涙）
、次の赤ちゃんの時に
はずいぶん気がついてくれた。最も
ありがたいのは、うんちおむつ交換
と、トイレトレーニング中の頻繁な
トイレに付き合ってくれたこと。ま
た、どんな育児環境にしたいかとい
う私の望むところを理解してくれた
こと。

肩もみ

掃 除やゴミ出しが苦 手
なので、それをやってく
れるのは嬉しい。

嬉しかったコト

Q 夫 にしてもらって

あなたの周りにもいませんか？
ついついやりすぎちゃう
こんなステキなお父さん♪

どれどれ
くまさんね

すごい大作が
できるぞ

待ってろよ

……

子どもと遊んでくれる。

夕ご飯の途中に娘が寝落ちし、主人も休み
だったので本当に久しぶりの一人風呂。でも
すぐに娘の大泣きが聞こえ「ここでお風呂出
るのかー」と思った私だったが、パパがすぐ
に大泣きを沈静してくれて、私はお風呂の中
でガッツポーズ ! 本当に嬉しかったです。

子育てのことや日々の
悩みを聞いてくれる。

きまし
た！

妻たち
に聞

「ようし、パパにまかせろ！」

妊娠中からの 年間、私のキャパが
超えそうになると「完璧じゃなくて
良いんだよ 」と 声をかけてくれる。
頼る人が居ない中、その一言にはとて
も 救われてきた。たまにお皿を洗っ
てくれ、たまに美 味しいご飯を作っ
てくれ、たまに子どもと遊んでくれ
る。たまにだから、
とてもありがたい。
たまにだから、私も頑張らない。

私の資格取得に
協力してくれた。

自分が仕事の時も、
食事の心配をしなく
てよい。適当に作って
くれる。
８
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デザイン：モモタロウ
ご意見、ご感想お送りください♪

妊 娠 中 はほ ぼ 毎 回 検 診に 付 き
添ってくれたことが嬉しかった。
今はたまに子ども ２人を連れ出
してくれ、一人の時間を作ってく
れることが嬉しいです。

忙しくてあまり家に居ないけれど、お酒を
買ってきたり話す場を作ってくれたりする。
パパ
くまさん
かいてー

‼

‼

創刊号「３歳までの子育てに必要なこと」
（ 2017.10.21
発行）
「外遊びが与えてくれる贈り物」
（ 2018.4.15
発行）
vol.2
「スマホなしでの子育て」
（
発行）
vol.3
2018.11.17
「早期教育の新常識」
（ 2019.4.26
発行）
vol.4
「あそびの本質」
（ 2019.10.20
発行）
vol.5

パパの子育て
夫. にしてもらって嬉しかったこと
オススメ 書 籍
Q

パパも一緒に、遊びに来ませんか？

〒080-2470 北海道帯広市西20条南5丁目18-2

図書館司書が選ぶ

僕の家庭では夫婦で話し合い、妻が育休を
終えたタイミングで「子育て主夫」になりました。
妻は仕事から帰ってくると、子どもの相手を
本当によくしてくれています。また、僕が週１〜
２日バイトに出ている時は、妻が希望休を出し
てくれて、日中子どもを見てくれています。これ
には色々なメリットがあります。お互いが子育て
をしているので、子どもの成長を実体験として
共有できること。長時間一緒にいるのはママじゃ
なきゃ嫌、パパじゃなきゃ嫌ということがないこ
となどです。
このように、夫婦で協力しながら一緒に子育
てをしています。

母 の場
の
妹
三姉

合

子どもたちが小さい頃、お父さんは土日
も仕事でほとんど家にいなかったこともあり、
我が家の育児は私中心でした。
今思い返すと夫が私の育児方針を優先し
てくれていたこともあり、子育てについては自
分の考えを伝えるばかりで、夫の考えを聞い
ていなかったかもしれません。子どもが小さ
い時から夫婦でお互いの気持ちを伝え合わ
ないと、だんだん考えの違いが大きくなってし
まうと感じています。
お父さんが子育てから離れすぎてしまわな
いように、夫婦でコミュニケーションをとるこ
とが大切だとしみじみ感じています。

オススメ書籍

ふたりは同時に親になる
産後の「ずれ」の処方箋

狩野さやか 著（猿江商會）

「悩みのほとんどは夫のこと」そんな産後ママの
リアルと「ママの不機嫌が分からない」パパた
ちのリアル。どうして「ずれ」が生まれるのかチ
クリと痛い分析の先に見えるものはあたたかい。

ヨチヨチ父－とまどう日々

ヨシタケシンスケ 著（赤ちゃんとママ社）

「子育てって楽しいことばかりじゃない。
」著者
自身が感じた戸惑いや世のパパたちの心の声
を綴ったイラストエッセイ。くすっと笑い「大変
だけれど、面白いよね」と思えたら最強です。
プレパパとプレママにもおすすめです。

わにわにのおふろ

手で水鉄砲
お風呂の壁やお父さんの顔にあてたり、水の
飛距離を争ったり…手だけで楽しめる、定番
のお風呂あそび !
その壱

両手で握手

ぎゅっ…ピュー！

その弐

お 風呂遊び
お風呂はパ
パの出番で
す。
お風呂時間
が楽しくな
ること
間違いなし
！
タオルぶくぶく
タオル一本で、のぼせるほど楽しめてしまう。

小風さち 文 ／ 山口マオ 絵（福音館書店）

なかなかに強面のわにわにですが、その行動は
愛嬌たっぷり。蛇口ひとつひねる動作ひとつとっ
ても擬音語が加わってユーモラス。男性の声
が不思議としっくりくる絵本です。

３の指を作り 反対の手で握り ぎゅっ…ピュー！

タオルを広げて

空気をためる

沈めて…

ぶくぶくぶく

の子 育て

コロナによる自粛期間中、夫はいつもよりも
家にいることが多く、子ども二人をお風呂に
入れてくれたり、寝かしつけをしたりしてくれま
した。私は、いつもよりゆっくりお風呂に入る
ことができ、非常に楽でした。
子どもと触れ合う時間が多く持てたことは、
子どもにとっても楽しい時間となりました。
私一人だと家事もあるので、テレビをずっと
観せるなど、なかなか遊んであげられないけれ
ど、夫が体を張って遊んでくれて助かりました。
仕事が忙しく早く帰れることが少なくなった
今、貴重な時間だったと改めて思います。

主夫 の
場合

父親向けに子育ての楽しさを伝える活動をしている嶋野丈治さん。

１．少しでもパートナーと一緒にいる時
間を作ろう
ママにとって、乳幼児期は特に大変な時
期。５分でも早く帰ろうという意識で、
時間を作り出そう。
２．パートナーに自分の気持ちを言葉で
伝えよう
社会とのつながりが感じられず、孤独感
を感じている母親は多い。
「今日はどう
だった？」
「お疲れさま、ありがとう」の
言葉を伝えることは、安心感につながり
ます。
３．パートナーの話を真剣に聴こう
あいづちやオウム返しも大切なテクニッ
ク。
女性は言いたいことを言うだけでスッ
キリする一面があるそうです。

▼ 子 育 て 中 の パ パ た ち へ、 エ ー ル を お 願 い

します。

育児に直接関わる時間が無いお父さん
も、育児を頑張っているパートナーを支
えることで、間接的に子育てに参加する
ことができます。
一番大切なことは「子育てに正解はな
い」ということです。家庭の状況や、夫
婦・子どもの性格によっても異なります。
夫婦でしっかり話し合い、皆さんそれぞ
れの子育てスタイルを見つけて欲しいと
思います。

父親の育児参加は「自分自身の人生を
豊かにするため」
。子育ては、新しい趣味
や出会い、新しい自分の発見など様々な
チャンスにあふれています。
タイムリミッ
トのある子育て、逃さず楽しんでみませ
んか？

の母 の場合
０歳・２歳児

父親の子育てについてお話を伺いました。
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▼ どうして育児休暇を取得したのですか？

長男の誕生時、当時の仕事は朝早く夜
遅い、休みはほぼ無いという状況で、育
児に関わるのは不可能でした。慣れない
育児で日増しにストレスが大きくなる妻
と喧嘩ばかりして過ごしていました。ター
ニングポイントは第二子の誕生でした。
お互いの両親に頼れなかったため、妻の
出産入院中に思い切って育児休暇を取得。
長男（当時 才）との生活は、自分の時
間は無く、予定通りに事は進まず、育児
の大変さを実感すると同時に、子どもと
一緒にいられる時間はとても幸せでした。
仕事復帰後、また元通りの仕事だけの
日々。自分も子育てに関わりたい、この
まま妻に任せっきりではいけないという
思いが募り、悩みに悩んだ末に転職し、
今は子育てを楽しんでいます。

▼育児参加が難しいというパパもいます。

社会の現状は育児休暇を取ることは簡
単 で は な い し、 転 職 は リ ス ク を 伴 い ま
す。
「育児参加しましょう」というプレッ
シャーの中、社会と家庭との板挟みで傷
ついているかもしれません。父親にやり
たいという気持ちがあっても、職場の環
境が許さないという場合もあるでしょう。

▼パパにできることはなんでしょう？

そこで、お父さんに向けて私からの提
案です。

嶋野 丈治 しまの じょうじ
芽室町出身。ぷれいおん・とかち
運営委員、
PU
（パパサークル）代表。
全道各地で、子育て講演会を行う。

パパ

