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青森県上北郡
み～んな大好きさ
ん

『かおを見て話してよ　お母さん！』

私が小学低学年の頃、忙しい母に対して不満を感じ思ったことを言葉にしてみました。家庭を持ち、子育てする中、このことには気
をつけて寂しい気持ちを残さないようにと時間をかけ育てました。新聞を読みながらの母に語りかけた時、返事にならない返事が
返ってきた時、忙しいとは思いながらも寂しく、ほんの数分をさくことができないのかと思ったものです。他の場面で愛されている
ことを感じ育ったので、大切な父であり母であることは間違いないのですが、この年齢になっても心に深く残っているので、大切な
ことだと思います。

宮城県黒川郡 eko
１５年ぶりに大の字で眠れる！！
でもなんだかちょっと寂しいな。
今まであったかかったなぁ。

宮城県黒川郡 Kちゃん

私のお母さん

お母さん
でっかい声でガミガミおこらないで
おこっているとカミナリよりもこわいよ

お母さん
毎日げん関をあけるといいにおい
夜ご飯のメニューはにおいでわかるよ

おこりんぼうだけどお料理上手な
本当はやさしいお母さん

おこる時はぜっ対に笑ってね
私は笑っているお母さんが

大好きなんだからね

宮城県黒川郡 菅原　美月

お母さんとねる時手をつなぐとなんか、安心してすぐねむれるよね。
大きくなってもいっしょにねたり、あまえてもいいよね。お母さん❤
お母さんのにおいをかぐと、安心してすぐねむれるよね。
大きくなってもず～っとにおいをかいでいいよね。お母さん。
大きくなってもす～っといっしょにいていいよね。お母さん❤
学校から帰って来たらすぐお母さんのことをだきしめていいよね。
きんちょうしたりしても、お母さんやお父さんを見たらなんだかほっとする。
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宮城県仙台市 いのしし

チビの自閉症と向き合ってきて早９年。
相変わらずな子なので、ほぼ毎日何かはある
　　　　　　　　　　　　　↓
「あ～いい加減にしてくれ」とボヤく自分(私)
　　　　　　　　　　　　　↓
本人は自分の世界へどっぷり浸かる。常に自分の世界を軸に地球が動いているとでも思っているのだろうか？
　　　　　　　　　　　　　↓
それとも自分の事でいっぱいいっぱいかな？
　　　　　　　　　　　　　↓
「どうにかなるさ」的な気持ちの私が居る
　　　　　　　　　　　　　↓
悩んだのは最初の数年間。何度もカベにぶち当たり、かなり鍛えられてきたよと自負してる
　　　　　　　　　　　　　↓
かく言う私も自閉症者だ。それがどうした文句あるか。これからどんな事があってもタフネスに解決していけば結果オーライ。
どうって事ないや。

山形県上山市 快ちゃんまま

　我が家は３世代８人家族。おじいちゃん、おばあちゃん、お父さんお母さん、みんなに支えられ、子育てする事が出来た。長男は
今春小学校に入学し、今まで児童センターに居たのに、なんだかすご～く、頼もしくなり今までの「まま」が「おかあさん」にな
り、料理を手伝ってくれる様になったり、急に手がかからなくなった。ちょこっとうれしい様な、さみしい様な・・・これが親離
れ？！そんなある雨の日急にカミナリが大きな音を立てて「ゴロゴロゴロ」兄弟して「こわいよ～」と集まって来た。長男がひどく
こわがるのでワケを聞くと、「ほら、この間カミナリお家の近くの信号に落ちたでしょ。家に落ちるかも知れないよ！」私にしっか
りつかまって、いっしょにふとんに入ろうと必死。なんだか、かわいくって・・・・「もうしばらくは、おかあさんを頼ってね
～！」

山形県上山市 山田ママ

　主人の父が入院し、介護の為パートを辞めたところ、その日に主人が胃かいようで入院しました。息子(中学１年と年長)達を実家
に預けたり、ほとんど遊んでやれなかったり、私の方も心労でぐったりでした。食事を終えて、私がソファに寝てしまった時、お兄
ちゃんは洗い物をして、年長の弟は布団を敷いてくれました。「お母さん疲れているから。」と、いつもは一緒に寝ないと眠れない
弟の方は、一人で寝ていました。お兄ちゃんはガスや戸締り、電気を確認しているところでした。思いやる気持ちに、私の子育ても
まちがっていなかったんだとホッとしたのと同時に、うれしさと幸せを感じた瞬間でした。

山形県鶴岡市 いしくみ

　自分が親になって思い浮かべるのは、やはり親、特に母親のことです。共働きでフルタイム勤めていても、毎日家族4人分のお弁
当を作り(給食が中学３年までない地域だった)、家事はもちろん、自家菜園の野菜作り、編み物、縫い物いろんなことしていたっ
け。私が一人暮らしを始めてからは、時々送られてくる小包がなんともうれしくて、あけると段ボールのフタ４枚に手紙が書いて
あって、思わず吹き出してしまった。我が子が生まれたらこれは真似しようなんて思ったっけ。
　私が親として子ども達にしてあげたいと思うことの土台は、親にしてもらったことが力だと思う。食べることを大事にする、物や
時間を無駄にしない、人間ってなかなか面白いってことなど、たくさんのことを我が子にも伝えてこれたかなぁ・・・
思ったようにはいかないことも多分にあるけれど、子ども達のおかげで親業ができる幸せを感じます。



山形県鶴岡市 りのっち

　子育てする上で心にとめていることは、夫婦仲良くするということです。小さなケンカはもちろんしますが、いつまでもダラダラ
持ちこさない、すぐ仲直りするようにしています。お父さんとお母さんが笑顔でいれば、子ども達にも伝わって笑顔になり、間違っ
た方向には行かないんじゃないかなぁと思います。
　とは言うものの、子ども達のことは怒ってばかり、つい言いすぎて布団に入って一息ついて、子どもの寝顔を見てから反省の毎日
です。私は、言いすぎたなと思った時は、子どもにもきちんと謝るようにしています。いつの間にかそのことは子どもにも伝わっ
て、子どもも私とケンカした後、落ち着いてから「さっきはごめんね」と子どもの方から謝ってくれる時があります。そんな時は、
うれしくてぎゅーっと抱っこ。親も子どもも素直になることが一番ですね。

山形県鶴岡市

　三人目の子どもが産まれた頃、子どものしつけについて家族で言い争いになった事がありました。孫がかわいくしかわいくて仕方
ない、おじいちゃんおばあちゃんは、つい甘やかしてしまいます。それが嫌だった私はイライラ・・・そのイライラを子ども達にぶ
つけ、子ども達はおじいちゃんおばあちゃんに逃げる・・・そのイヤなトライアングルがいつの間にか出来ていました。子どももい
つも怒っている私より、いつもやさしくて、なんでも言う事を聞いてくれる祖父母の方が良かったのでしょう。幸い、保育園の先生
方や、ママ友などに話を聞いてもらいながら、なんとか子育てをしていました。そんな時、子ども達とパパから私の誕生日に手紙の
プレゼントをもらいました。ずっと秘密でかいていた手紙。そこには私の似顔絵が書いてありニコニコ笑っていました。
「いつも笑顔でいてね。大好きなママへ。」と。なんだかスッと気持ちがラクになりました。

茨城県神栖市 みゆかな

『怒っても　しかっても許してしまう　その笑顔』

高校生の男の子と小学生の女の子。毎日小言の日々。でもどんなに私が起こってもお調子の２人はすぐ笑顔で話しかけてきます。そ
の顔を見ると怒っていた気持ちはどこかへ行っていつも通りになる我が家。反省はないのでしょうか？毎日同じようなことでやり
あってます。
私と子どもたち、あと旦那とも。

東京都三鷹市

日々の子育てを振り返ると、人には言えない大・小の失敗の繰り返しです。感情的に怒らない、否定的な言い方はしない、子どもか
ら「ねえねえ」と声をかけられたら家事の手を休めて話を聞く、テレビは1日30分、早寝早起き、寝る前には読み聞かせ･･･どれも大
事なことと承知しているものの、なにも実行できない日が続くと、それはもうため息の連続です。
　そんな私ですが、小学2年生の長男が生まれてからずっと続けていることがあります。それは、晩ごはんの記録です。二人の子ど
もが生まれたその日から、授乳の回数、離乳食、新しく食べられるようになった食材、成長にしたがって甘いものが増え、野菜料理
が減って、ファストフードが登場したり、子どもの具合が悪い日は空欄のこともあります。
　たとえ仕事で疲れて帰ってもせっせとごはんを作る、それを親子で囲む、そしてノートに記録する。ふと読み返すと、ヒナドリの
ように大きく開けた口に小さな手でスプーンを運び込む彼らの映像がくっきりと蘇ってきます。ごはんの記録は、私たち家族の成長
の記録です。

新潟県新潟市 うに 「大丈夫。」　涙を止める　母のまほう



静岡県富士宮市

　「母さんは生きていてくれるだけでいいからね」八度目の手術から醒めた時、枕元で長女が言いました。
　四十年来のリウマチのため私の体中の関節は破壊され、度重なる手術で心までも折れそうになっていた時です。
　共働きをしながら育てたふたりの娘はすでに社会人。いつの間にか親と子の立場が逆転していました。
　治療を続けていても私の両手は徐々に変形してしまい、夫とのふたり生活の今では日常生活もやっと六割くらい。家事は定年退職
した夫が全て引き受けてくれています。
　この病気がもし神様から与えられた罰だとしたら、家族の誰でもなく私でよかったと、近頃私はひとりごちしています。
　先日帰省した次女がアルバムを見ながら「母さんはいつも笑ってる」と言いました。
　笑顔で精一杯生きる・・・難しいけれどやってみようと思います。

静岡県富士宮市 富士山

①　歳とると　なぜか心が　広くなる
②　まなざしを　じっと受け取る　先生か
③　子の声は　心ときめく　力あり
④　幼児（おさなご）は　人を見る目を　持っている
⑤　ママのもと　かけよる稚児（ちご）に　なつかしき
⑥　目つりあげ　声もはりあげ　へんなママ
⑦　ばあばすき　孫の言葉に　つい笑顔

石川県金沢市 りーちゃんばあば

「ばあばは　りーちゃんの　みかただよ」
隣県に住む娘、孫二人が泊まりに来ていた夜の出来事だった。夜中、上の孫が熱性痙攣を起こし救急車で病院へ。診断は「急性脳
症」であった。何が起きても不思議ではないとの事、後遺症も覚悟していた。あれから三年が過ぎ、今は元気に幼稚園に通園してい
る。娘は周りの友達との関わりなどについて今も心配は尽きないようである。病院・支援センター・幼稚園の先生方のご支援により
親子ともに成長させて頂いたと感謝している。私は孫と電話で話す度に「ばあばは　りーちゃんの　みかただよ」と言っている。こ
の言葉が孫に魔法の言葉となる事を信じて。これからもずっと娘・孫を見守り続けていけたらと思っている。ちなみに私に対抗し主
人は「りーちゃんは　じいじの　たからもの」と言い続けている。

石川県金沢市 ヒロママ
仕事で疲れはてて帰ってきた夜、子ども達の「おかえり」の笑顔で何度すくわれたことでしょう。母親らしいことをあまりできなく
てごめんね。一緒に居られる時間を大切に、これからもみんな笑顔でいられますように。

石川県七尾市
ミッフィーが大好
きな子

初めての子育て、なかなか自分の思い通りにならなくてイライラして、子どもにあたっていました。そんな時夫から「子どもを甘や
かしすぎだ」と言われました。私は母親失格だ。もう子育てに自信がない。自分で自分を責め落ちこみました。心が折れそうになり
ました。友人に相談すると「子育てって教科書みたいに上手くいかないよ！子どもって１人１人個性があるし、成長も個人差がある
から、それと他の子とは比べない方がいいよ」と言われました。少し気持ちが楽になりました。
またある人には、子育てに自信を持って、楽しくしましょう！と言われました。
これからは、心に余裕を持って子育てをしていきたいと思います。子育てをしっかりして子どもから学ぶ事もあるし、これから先い
ろいろ大変だと思うけど子育てがんばっていこうと思います。



石川県七尾市
ドリームキッズの
母

　つい先日、夫婦げんかをしました。私達夫婦にとって、子どもが生まれてから初めての実に９年ぶりという、久しぶりのけんかで
す。ほんの一瞬の出来事の様なけんかだったけれど、子ども達の目の前で・・・してしまいました。しまったぁと思い、すぐ平常心
にもどり「大じょうぶよ、大した事ないのよ」みたいな態度をとる自分がいました。心はけんかをした事ですごくショックを受けて
いましたが、母って何か強いなと思いました。子ども達は何事もなかったかのように、けろっとしていましたが、どう思っただろう
か？今でも気になっています。私たちは子どもの顔を見るだけでも癒され、会話も生まれ、仲直りも出来ました。お互いに家族とい
う絆を壊したくないという気持ちがあったからだと思います。子どもがいて、子ども中心の生活だけれど、とても幸せだなぁと思い
ます。そしてやっぱりけんかしたくないなぁと大反省の日々でした。主人とは今後も仲良くしていきたいです。

石川県七尾市 ラック

　私達夫婦の子どもは息子一人です。晩婚と不妊で、やっと子宝に恵まれた時には４０歳でした。両親は待ちに待った孫の誕生に大
喜びで甘やかしてしまう面も多々あり厳しくしているつもりの私達夫婦もきっと、甘い面もあるのだと思いつつ毎日を過ごし息子は
６歳になりました。人見知りで泣き虫ですが、とても優しいです。家族の中でも特に”お母さん大好き”で私が少しでも具合の悪い
様子だと冷えピタをおでこに貼ってくれて、お水、タオルを用意して、ご飯の支度までしてくれます。小さい頃から一緒に台所に
立っていたので、とても上手なんです。滅多に風邪などひかない主人は「俺の時もそうしてくれるかなぁ」と不安げな顔です。でも
息子は家族みんなが大好きで私達も息子が大好き！！特別な事は望みません。人見知りでも泣き虫でも健康でスクスク育ってほしい
です。でも１年１年確実に成長している事は、やはり嬉しいものですね。

福井県 ふじ

　長男５才、長女４才に自転車を買ってあげた。長男は少しの間のっただけで補助輪がとれ、自転車にのる事が楽しくて仕方ない様
子。長女も補助輪はついたまんまだが頑張っている様子。そこへパパがやってきて「よし、サイクリングに行くぞ」と言ってくれ
た。今まであまり子どもとと遊んでくれなかったパパが休みの日には子ども２人をつれてサイクリングに行ってくれるようになっ
た。その間に、わたしは家事をしたりゆっくりする時間が増えて、気持ちが楽になった。パパも今まで子ども達とどう遊んでいいの
か悩んだのが今は子ども達から「パパ早く行くよ」とサイクリングに誘われるのが嬉しいようだ。自転車を買ってよかったとみんな
喜んでいるに違いない。

福井県大野市

父はガンになりました。ガンになるまでは「お酒をがまんするくらいなら、お酒を好きなだけ飲んで早く死んだ方がいい！！」と
言っていたのに、ガンになってからはお酒は全く飲んでいません。母と東洋医学を取り入れてみたり、ガンに良いと聞いた事には
色々とチャレンジもしています。そんな父の姿を見ていると”まだまだ生きたいんだ”というのが言葉には出さないけれどビシビシ
と伝わってきます。私は父になにをしてあげればいいんだろう・・・すごく考えさせられました・・・私に出来る事、子どもをしっ
かりと育て、家族と仲良くする事・・・事故に気をつける事・・・健康でいる事・・・実家に帰る時はヘラヘラしてお母さんを笑わ
す事・・・かな？！ヘラヘラしてると皆が笑ってくれるから、私のヘラヘラした性格も悪いもんじゃ・・・ないかな？！父が１日で
も長く生きられますように・・・父の事が大好きな娘より。

福井県鯖江市
　いつもなんでもしてくれてありがとう。ママ大好き。ママいつもお仕事がんばってね。これからもよろしく。わたしが大人になっ
たら今度はわたしがママになんでもするよ。わたしが大人になったらママをきれいにしたいです。いままでなんでもしてくれてあり
がとう。わたしが大人になってもママは家族だよ。



福井県鯖江市 ミンファ

　３人目を妊娠中の時。残業が連日続き、子どもの顔を見るのは朝のわずかな時間。こんな生活で、子どもにかわいそうなことをし
ているという想いがつのっていた。ある日、帰宅するとテーブルに黄色い紙。子どもの虫歯の通知だった。やっぱり、しっかり世話
してあげられていないからだ・・・。落ちこんで、暗い気持ちになった。９カ月検診。「赤ちゃんが小さいね。残業減らせない？」
あぁ、仕事と家庭の両立なんて、無理だと思った。
　「できるって信じれば、できないことはないよ」、娘からの手紙。私の迷いを吹きとばしてくれた。娘から背中を押してもらうな
んて思いもよらなかった。私が選んだ道を進んでいいんだ。やるからには、しっかりしないといけない。落ち込むことも多いけど、
できることを精一杯やろうという気持ちにさせてくれた娘に感謝。

福井県鯖江市 Ｍさん
　私には、一人息子がいますが、２度流産を経験しました。家族みんなが傷つき辛い思いをしましたが、息子が健康でいつも笑顔で
過ごしているのを見てると、それだけで幸せなんだなぁと改めて思います。自分たちの息子に産まれてくれてありがとうと感謝の気
持ちを忘れずに毎日を過ごしてます。

福井県鯖江市 たかりん

我が家では、主人が仕事に出かける時、子どもが学校へ出かける時には、笑顔で、「行ってきます」「気をつけて行ってきてね」と
見送っています。
子どもたちが大きくなった今、私が仕事に出かける時、買いものに出かける時には、「お母さん気をつけていってきてね」と娘が笑
顔で見送ってくれるようになりました。
仕事い行っても買いものに行っても、笑顔の娘が一緒いついてきてくれているようで温かい気持ちになります。

福井県敦賀市 totoro310 「チャレンジは　子供の成長　見守ろう」

福井県丹生郡

　去年、私の父親が倒れ左半身麻痺となった。倒れてから１週間程は、昏睡状態の日が続き、２週目ぐらいから孫たちとも面会がで
きるようになった。私の息子(６)と娘(４)は救急車で運ばれていく時から様子をみていたので、初めは怖がって病院に行けなかっ
た。無理矢理連れていくのではなく、自分たちから行きたいと思ってくれた時に病院に連れて行った。
　初めて病室に入った時はあんなに強ばっていた息子と娘。変わっていないじぃの顔を見て安心したのか、数分で車イスをおもちゃ
に遊んでいた。
　約半年のリハビリを受け、杖をつきながらでも歩けるまでに回復した父親。自宅療養にかわった今、孫２人がじぃの監視役。杖な
しで歩こうとすれば、サッと杖をとりに行き、「危ないやろ！」と注意する４歳の娘。何をするわけでもないけど、いつもじぃの隣
に座っている６歳の息子。小さいながら家族の助けになってくれている自慢の子ども達です。

福井県丹生郡 K.G

　我が家の長男と次男は７歳の年齢差がある。夫は長男に対して、一緒に遊んだりお風呂に入ったりしてくれた。でも次男に対して
は、ほとんど遊ばず、お風呂も５年間で１０日も入っていない。
　なぜ、何もしなくなってしまったのか問い詰めたところ「疲れるから」とのこと。それは私も同じ。それは７年も経過すれば、体
力は落ちるわ。気力でやっていくしかありませんよ。
　仕事もしながら子どもを育てていくには、「子どもの成長を楽しむ」エネルギーが必要だ。エネルギーを補給できるところ、それ
は保育所や学校の参観、家庭でも生活の場であろう。



福井県丹生郡

　私の実父が病に倒れ、その一報が入った時、３人の子の親である自分が、素の一子どもに戻り、頭が真っ白なままで家を飛び出し
て実家に向かった。後になって聞く話、その時我が子も私の動揺を見て同じく動揺していたらしい・・・。それからも父のことでバ
タバタする自分。子どもが後まわしになることも度々。そんな時、ある人の一言で視点が変わった。「今一番大事な事を優先しなさ
い」私が優先すべきは子ども達。親への感謝もあり、すごく葛藤したけれど、だからといって、親を放っておくことにはならないか
ら・・・との言葉にはりつめてたものがスッと楽になった。
　それから、私に気を使っていてくれた子どものことにも気付けた。こんなに小さい子ども達だけど、私なんかよりずっと上手だな
ということと感謝がわいてきた。そんなことに気付くと、より一層、愛しいなぁと感じることができた体験だった。

福井県丹生郡越前町ちゅんママ

４才の息子は口も達者になり、少しずつ我も強くなってきて、親の言う事を聞かなくなってきました。叱れば叱るほど反抗し、口で
表現できなくなると私に対して叩いたり蹴ったり。こちらも反抗的な態度や自分の大声にさらに興奮してヒートアップ。ある日、説
教と言い訳のくり返しの末、大声でどなりつけた時に固まってしまった息子を見て「ママ少し言いすぎたね。ごめんね。」と謝る
と、一歩も譲らず反抗していた息子が一変し「ごめんなさい、ごめんなさい。」と号泣し抱きついてきました。私は気づきました。
子どもは悪い事をした時はちゃんと反省している。ただひきさがれなくなっただけだと。私は「力は力しか生まない」と実感しまし
た。それ以来、決して叱りっぱなしにせず、叱った後はいつもの笑顔に戻るまで、必ず抱きしめて会話することにしています。叱る
時こそ親が冷静になろうと心がけています。

福井県福井市 めぐみ

　家族４人で実家に遊びに行き帰る時、義母が冗談で３歳の娘に、「０歳の妹を置いていってもいいよぉ、おばあちゃんがみてあげ
るから」と言った。その時、３歳の娘は、目にいっぱいの涙をうかべ「いっしょに帰る。おいていっちゃだめ」と泣きだした。冗談
が通じず本気で妹をおいていかれると思ったようだ。そんな本気でなく我が子を見て、私はなぜだかうれしく思い、この子もお姉
ちゃんになったんだなぁと実感した。産まれる前までは、「まだ赤ちゃん出てこないでほしい」と言ったり、赤ちゃんがえりもした
ため、私自身ちゃんと妹をかわいがってくれるのか不安だったが、そんな姿を見て、少し安心した。
　これからも子どもには、家族は大切な存在なんだという気持ちを忘れずに育っていってほしいと思う。

福井県福井市 ダーウィン姫

　１歳児で保育園に入園した時は、不安でいっぱいだった。分からないことがあるとメソメソを涙ぐむことが多かった。失敗するこ
とを恐れていて、何か壁にぶち当たると、言葉にどもりが見られることもあった。
　４歳児クラスの秋頃から、友達の話題がたくさん出るようになり、表情も和らぎ、ようやく安心して送り出せるようになった。ま
じめな性格の息子が「おもしろいこと言ってあげるね」と友達の真似をしてふざけて楽しむことができるようになった時、一皮むけ
たなと感じた。また、「失敗は成功のもと」「はじめからうまくはできないよね」と言って新しいことに挑戦する息子の言葉を聞い
た時、たくましく成長したなと本当に嬉しく、これから先、もっと高い壁にぶち当たったとしてもきっと乗り越えていってくれるだ
ろうと思った。

福井県福井市

　春まだ浅い３月下旬。私は焦りと焦燥感の間にいた。４歳を目前にした娘に、何度同じことを言っても伝わらない日々が続いてい
たからだ。何十回何百回と言い聞かせても、その時は「ごめんなさい！次からは気をつける！」と泣きじゃくるのに、その”次”は
あっという間に来てしまう。一体、私の何がいけないのか。どうしたらこの子に伝わるのか。答えのない日々に完全に行き詰ってい
た。
　そんなある日、地区の一斉清掃のため近所を掃除していると、娘が嬉しそうに言った。「お母さん見てー！春が咲いてるよー。」
その指さす先には、小さな白い花を咲かせている雑草。その瞬間、私の中の何かがフッと緩んだような気がした。この子は、こんな
に素敵な表現ができる子に育っている。私はただ一点だけを見て、ムキになり過ぎていたんじゃないか。娘の一言が、少し気長に付
き合うという余裕を私にくれた瞬間だった。



福井県福井市 あいまさ

　子どもの笑顔をみたい。笑いでいっぱいの家庭にしたい。そんな理想をもちながら、ふと気が付くと私自身が笑顔になっていない
事がある。親の笑顔が子どもの笑顔をつくる、そんな当たり前の事を忘れてしまった事がある。
　仕事が忙しく、家事に追われて、感情のまま子どもを叱っていた。「早く片付けなさい」「いいかげんにしなさい」毎日のように
ただ叱り続ける私を子どもはどう感じたのか。ある日、他のお母さんに満面の笑みで話をしている我が子の姿を見た。言葉にできな
い程ショックだった。強いいらだちを感じた。それと同時に自分が笑顔をなくしていたことに気付いた。
　子どもの笑顔はつくるものではない。親が笑顔でいられれば、自然とうまれるものである。私は肩の力が抜け、いつも親子で笑っ
ていられるようになった。もちろん叱るべき時には叱る。それでも家族全員の笑顔がうまれるようになった。

福井県福井市
私は、ついつい子どもたちに口うるさく言ってしまいます。特に自分に余裕のない時は・・・。もっとゆったりとおおらかな気持ち
で、子どもの力を信じて見守ることのできる親になりたい。

福井県福井市 あいちゃんママ
泣き虫でおこりん坊で生意気まっ盛りのあなただけど、「ママー」と笑顔でかけ寄ってくる姿はお母さんの元気の源です。産まれて
きてくれてありがとう。

福井県福井市 たくママ 『かわいいも　期間限定　なおいっそ』

福井県福井市 RKK 『何気ない　会話が実は　宝物』

福井県福井市 こっちゃん
　うちの娘さんは、よく笑い、よく泣き、よく怒り、よくしゃべり、よく食べる。
　こんなに全部が一緒になってる娘を見るとすごいと思う。トゲトゲした心がいつかキレイな丸い心になってほしいなって思うし、
また、大きくなってもその気持ちを忘れないでほしいな。がんばってね。

福井県福井市 スガヤ 『笑顔の輪　その真ん中に　君がいる』

福井県福井市 K.M 最近思う事。娘が弟を叱る口調が私に似てきた事。女の子は母親に似るって本当らしい。

福井県福井市 エミママ

　ある朝、カマキリが家の中に！？ママは大声を出し、子どもたちは大さわぎ！
「この前、逃がしたカマキリと違う？とても元気になっているんじゃない？」
お兄ちゃんの声に、パパはそっとベランダのゴーヤへ逃がしました。
　それを見ていた末っ子の沙耶ちゃんは、風にゆられるゴーヤに止まっているカマキリを見て、「カマキリがダンスをしている
よ！」と教えてくれました。

福井県福井市 はちみっつ 『みてて　みてて　こっちをむいて　ちゃんとみて』

福井県福井市 ちーみーかー
『パパの日を　もっとふやして　くださいな
　あそびたい　パパとのじかん　ふやしてね
　ちかかって　がんばっているから　ほめてよね』



福井県福井市 オスカ
紗彩の脚長差が発覚してから早９年。始めは戸惑い、ネットで調べまくりの毎日。県外のドクターにメールして、いくつかの病院を
受診した。この事を通じて、手術経験者や、その親御さんとも知り合いになれた。いよいよ来年その手術が控えている。彩七は新１
年生！！色んな意味で紗彩を励ましてくれるだろう。周りの方々に支えられ家族全員でこの試練を乗り越えたいと思う。

福井県福井市 反省ママ
保育園の毎朝のうがいの時、コップの代わりに汁椀をもってきてしまった私。間違えた私に腹を立てるかなと思いきや、２才の次男
は「お汁のお茶碗だったね。」とニンマリ顔。親の都合でイライラして怒ってしまっていた私に対し、今回の私の失敗も笑って許し
てくれた次男にごめんねと反省したのでした。

福井県福井市 チュン　チュン
”四姉妹ですか？！凄いですねぇ”と人から言われる事も多く産んで良かったなぁと心から思えます。そのうち、私も含めて”五姉
妹ですか？！”と言われる日がこないかと・・・うふふ❤

福井県福井市 まおりこ
毎朝毎晩、同じ事ばかりで怒らせる息子。ふと自分の子どもの頃を思いかえしてみると同じかも・・・。親の心子知らず。親になり
その心がよくわかります。

福井県福井市 はやし
『安息は　白目で爆睡　してるとき』
『好物は　止めても食べる　ギャル曽根か』

福井県福井市 煌生ママ

『大好きなこうちゃん
こうちゃんは、ママの宝です。
とっても優しい、こうちゃん
ママはいつも、その優しさに癒されてます。
これからも、その優しさを忘れずに元気に育ってね。
これからも、ずっとずっと大好きだよ。』

福井県福井市 ちーまま
３姉妹、真ん中の一言。
『まま、なんであんないじわるな赤ちゃん産んだの？』

福井県福井市 悠ちゃんママ
第２子を妊娠して現在６ヵ月。長男の入学準備の為ランドセルを見に行ったある日、長男が店員さんの「人気商品は売り切れてしま
います」の『売り切れ』を聞いて心配になったようで「赤ちゃんの分も買っておいて！」とまだ見ぬ弟か妹への優しい想いが感じら
れたとても嬉しい出来事でした。

福井県福井市 りなみおまま
ある夜のこと、TVをみていたら『金太郎飴』が映った。３才の娘「これなぁに？」５才の娘「おすもうさんの顔だよ。」ママ「違う
よ、桃太郎だよ。」パパ「・・・・金太郎やろ。」４人家族の連携？で正解にたどりつくことができたんだなぁ・・・としみじみ
思ったママでした。(単にママがバカなだけ？！)

福井県福井市 いろママ 『きょうだいで　同じ寝姿　遺伝子だ(笑)』



福井県福井市 はなちゃん

ケンカした時の
「おかあさん、キライ！
もういっしょにねてあげんでの！」
怒りを忘れて、思わず笑っちゃいます。

福井県福井市 ひろみいんぐ
ウイルス・・・本当は恐ろしくて怖いものだが、時にウイルスは家族をまとめてくれることもある。親は互いを労り、子は不安そう
な顔を見せながらも、一生懸命介抱してくれる姿は最高の抗ウイルス薬！！

福井県福井市
子どもと三人でお風呂に入っている時、息子が一言「今日はいつもより熱いから、１０秒潜れるかなぁ～？」この一言でイライラし
ていた気持ちがなくなり思わず笑ってしまいました。思いがけない行動をする息子に？？？？

福井県福井市 くいしんぼーん 『夕飯前　おかしはダメよと言いつつも自分のおなかも子どもみたい』

福井県福井市 母ちゃん
寝てる時の顔を見てるとつい怒った時のことを反省してしまう自分。いつも笑顔でいないといけないのに・・・。子どもは自分の鏡
みたいな物ですもんね。子育てを頑張るというよりも楽しみながら子育てしないと！

福井県福井市 dee 『試食品　買う気ないけど　もうひとつ❤』

福井県福井市 バチヤン 孫からパワーをもらっています。

福井県福井市 ワンパコ
　子どもの成長は遅いようで早い。ついこの前まで泣いてばかりの赤ちゃんだったのが、今では上手におしゃべり出来るようにな
り、いつも手伝ってあげていた洋服の着がえも１人で出来るようになっている。
　手がかからなくなってきたのが、うれしいやら、さみしいやら・・・。

福井県福井市 がんばるパパ
　ごめんな、パパとママがはなれてしまって、お前がママと一緒にいることができなくなってしまってごめんな。でも、パパがじい
ちゃんやばあちゃん達がお前を全力で守っていくからな。お前がやさしくて強くて思いやりのある大人になれるように、みんなでが
んばるからな。ごめんな。

福井県福井市 ネムネム 『足重い・・・顔に手乗せるなー　寝苦しい！！』

福井県福井市 NEKUSALU 『うちの子は　皆が認める　女優さん』

福井県福井市 ニコちゃん
「いいなぁ、お母さんは大人で。秀くんも早く大人になりたい！」と最近よく口にする息子。私も子どもの頃よく思ったものです。
しかし、いざ大人になると子どもの頃に戻りたいと思う。不思議なものですね。今のキラキラした心を忘れず、まっすぐに育ってく
れる事を願ってます。一緒に頑張ってこうね！！



福井県福井市 ラッキー
　お兄ちゃん達とは、だいぶん年が離れて生まれてきた那夏ちゃん。お父さんお母さんは口だけうるさく、体力的にはついていけ
ず、若いお父さんお母さんのようには遊んであげれない。こんな父母でも、那夏は「大好き！」と言ってくれる。「ともかちゃんあ
りがとう❤これからもよろしくね★」

福井県福井市 よしむー
私の新しい命が宿った時、息子達に話したところ、第一声が「やったー！！」でした。すでに兄弟３人もいるのに、ケンカもする
し、いろいろ我慢しなきゃならないことも多いのに、とても喜んでくれて、小さいなりにも兄弟がいることの良さをわかっているの
だなぁと思いました。

福井県福井市 カーネルさん
『妹の　風呂のあげさげ　めんどくさい』
『お兄ちゃん　私いるのに　ふまないで！！』
『兄(あに)姉(あね)の　ケンカにいつも　まきこまれ』　　　３人のつぶやき

福井県福井市 セーラームーン
４．５歳になれば良い事、悪い事の区別もわかる様になり、大人の都合のちょっとしたズレも見逃さず指摘してきます。私のお母さ
んがっがりと思われない様、子どもの手本となれる様、鼓動していかないといけないなぁーと思います。

福井県福井市
マックイーン＆キ
ティ

『暑いけど　四人くっつき寝る　しあわせ』
『子どもより　パパが夢中な　レゴブロック』
『何食べたい？　答えはいつも　カレーです』

福井県福井市 あき

『お母さん　お仕事たいへん　手伝うよ』

教育テレビ「日本語であそぼ」の「ごもじもじ」毎日見ていた娘が、おととし作った俳句(もどき)。温かい気持ちが伝わってきてホ
ロリとしました。仕事に追われ、ゆっくり遊んでやることもあまりなく、ガミガミ口うるさく叱ってばかりの自分を反省・・・。親
が子どもから学ぶことってたくさんありますね。

福井県福井市 ３児の母
　我が家は４世代同居。台所もお風呂も１箇所ずつ。夕方以降は毎日、まるで新喜劇のようにドタバタしています。しかし、より若
い世代にしわよせがいく我が家の構造は、日本国家そのもの。年寄りが若者の英気を吸収してしまううちは、もう成長や発展は見込
めないでしょうね。

福井県福井市 みーちゃんママ 『兄弟仲良く　手をつなぐ　帰り道』

福井県福井市 りょうママ すぐ泣く息子、すぐ他人に頼る息子、世の中そんなに甘くない



福井県福井市 ３人のパパ

「喜び」
　右腕に長女がしがみつき、左肩に次女が頭をのせ、おなかの上に長男がうつぶせになっている時。いつもの寝る時のスタイル。
「希望」
　近い将来、今の生活への疑問がなくなってくれたら。それがいいことなのかはわからないけれど。
「悩み」
　あ、今ママのこと考えてるなってわかってしまう自分。
「不満」
　自分が１人しかいないこと。自分の手が２本しかないこと。

福井県福井市 ここな 『苦手野菜　お手伝いすると　食べるんだ』

福井県福井市 しげパパ
私の子どもは、だんご(男子)３兄弟。１２歳、８歳、５歳の３兄弟です。私は非常に厳しいほうで、礼儀、食事の仕方については特
に厳しく教育しています。そんな中でも彼らのおかげで毎日笑いが絶えない明るい家族でいられます。そんな彼らが、大人になった
時、家族みんな笑いながらビールを飲む事が私の夢です。

福井県福井市 三男子の母
我が家には息子が３人。周囲の人は大抵「大変そ～」とか「うわぁ～」という反応。でも幸い私には娘がいないから、息子は大変と
いうのがわからない。兄２人が泣く三男を笑わせるため必死にヘン顔している姿。熱帯夜に３人重なり合うようにねむる姿などな
ど。３人息子がくれる幸せな時が沢山あるんです。

福井県福井市 智ちゃんママ
智加さんへ
　保育園、毎日頑張ってるね。プールの水に顔をつけるのをあんなに嫌がっていたのに見事に克服した姿を見て感動したよ。いつも
お風呂で洗面器に顔をつけて練習してたね。いろんな夢があるみたいだけど、そのひたむきさで叶えていって下さい。

福井県福井市 みえママ
　ふとした瞬間、思いました。
叱る声、親に似てきた私。私に似てきた娘。子は親の鏡ってよくパパに言われます。

福井県福井市 トリケラトプス
一歩すすんで二歩さがる。日々、成長を感じさせられるかと思いきや、また逆戻りのこともあり・・・。大きな心で、ゆっくりと見
守ってあげたいと思うのは理想だけで、つい口うるさくなってしまうこともしばしば。子どもと一緒に親としても成長させられてい
るのかも知れません。共にゆっくり大人になるのかな。

福井県福井市 ちびくま
　ぼくのパパは、うしろすがたがかっこいいです。おしごとにいくときのうしろすがたは、おさむらいみたいです。パパはせがたか
くて、うでがながくて、かおはじいじににています。
　ぼくはパパのことが、ママぐらいだいすきです。(ママ代筆)

福井県福井市
今の子育ては、本当に親子共々大変な時がたくさんある。私の目標は、子どもたちがそれぞれ自立し、自分の力だけで生きていける
ようにすること。私が死んだ時に、「お母さんはすごかった」と言われれば満足。



福井県福井市
ふーちゃん・ゆう
ちゃん

『ママ友は　息子たちからの　贈り物』
『口癖を　真似る我が子に　苦笑い』
『ほんとにそう　育児は育自　日々実感』

福井県福井市 アンジェ 『アンジェ　そんなとこ登ったら　危ないよ！』

福井県福井市 とあゆあママ

『おこっても
けんかをしても
ゆるしちゃう❤
ねがおをみたら
ゆるしちゃう❤』

福井県福井市 アイアイ 『毎日の親子の会話たのしみだ』

福井県福井市 にこにこパパママ
『赤ちゃんの　頭なでなで　私にも』
『秋風が　そよぐ朝日に　手をつなぎ』
『真夜中に　ママのぬくもり　さみしさか』

福井県福井市 三匹の子豚の父

『とうちゃん　どうしてかえりが　おそいのか』　(８才長女)
『とうちゃんも　みんなとごはん　たべたいよ』　(３７才父)
『ねかしつけ　だんながきたくで　ふりだしだ』　(３６才嫁)
『そりゃないぜ　せめておやすみ　いわせろよ』　(３７才夫)

福井県福井市 ガリガリくん

自分たちの子ども時代と比べると、環境の変化が大きく、特にインターネットや付き合い方が激変している様に感じます。それが良
いのか悪いのかは分かりませんが、自分たちの感覚での子育てに不安があります。
いじめ問題やモンスターペアレント、未成年の重大犯罪などを報道等で見聞きする度に、躾け方、叱り方、接し方、親としての振る
舞いに不安や疑問を感じます。

福井県福井市 ドキンちゃん

３歳上の子がよく言葉を話すようになり、親子の会話がとても楽しい反面、なまいきだな(笑)と思うことも話すので、腹が立つこと
もあります。でも一生懸命思いを伝えようと「え～と、え～と」と考えている姿を見ると頑張ってと心の中で応援しています。下の
子は双子なのですが、１人は歩くようになり２人いると成長の違いがたくさん見れてとても楽しいです。これからもゆっくり成長し
ていってほしいな。

福井県福井市 りんママ 『いたずらも　忘れてしまう　その笑顔』

福井県福井市 まりなハハ
　最近、すべり台がこわくなちゃったまりなさん。ちょっと前までは、大好きだったのに、どうしてかなぁ。今日は、公園でがん
ばって一緒にすべったね。すべってみたら、ほら、やっぱり楽しかったでしょう？これで避難訓練のもすべれるようになるといい
ね。できたら、かっこいいポーズして教えてね。



福井県福井市 よしさん

『弟に　守ってあげると　語りかけ』

２歳の長男が生後２カ月の弟に「ぼくが守ってあげるね」と語りかけていました。そんな言葉を教えた覚えはなかったので、とても
驚き同時にとても嬉しい気持ちになりました。

福井県福井市 歩 『”だっこ、だっこ”で疲れ倍増！　”にっこ、にっこ”で幸せ倍増！』

福井県福井市 『右手パパ　左手ママで１．２のジャンプ　パパ抱っこ　駆け寄る息子　ママが見えたら　方向転換』

福井県福井市 ＮＥＯＰＡＰＡ 『ママこわい　泣きながらパパの　腕の中』

福井県福井市

　「ねえねえ」「みてみて」と、一日に何度も呼びかけられるその言葉。時間や気持ちに余裕がない時は、受け流したり適当に見て
いるフリをしてしまいます。
　小さなふたつのその眼には、そんな嘘はすぐに見破られるようで、その度に、誤魔化さずに向き合う姿勢を学ばされてる気がしま
す。

福井県福井市 Ｂ．Ｂ 子育てに正解があれば、こんなに悩まない。けど、それじゃ、みんな同じ子になっちゃうか。

福井県福井市 ２児mama 『笑顔と寝顔でいやされる』

福井県福井市 ゆうママ 『いつもにこにこ笑顔のゆうちゃん。これからもその笑顔で家族を癒してね。』

福井県福井市 ヨシダ 『おかえりと　さけびながらよってくる　かわいい我が子の　おでむかえ』

福井県福井市 さくちんママ 『親子して　いつも夜更かし　また寝坊』

福井県福井市 ゆうさん
　夜中にフッと目を覚ましてみると、子どもが３人、大・中・小と同じ顔して同じ寝姿で並んで寝てる。その先を見ると、特大の子
ども？が同じ顔同じ寝姿で寝てる。我が家はいつのまにか子どもが４人になったんだなぁ・・・としみじみ思う瞬間です。

福井県福井市 ミント
かわいさ余って憎さ百倍・・・とはこのこと。本当にやんちゃな我が子は、時にイライラしてしまうこともあります。でも、お父さ
んが不在の時には自分の事をお父さんと呼んで私を守ってくれる心強い味方。その優しさに何度助けられたことか。少しのやんちゃ
くらい目をつむる広い心を持つね。小さなお父さん。

福井県福井市 みく 『みくは、お兄ちゃんがいたから、パパとママのところに生まれてきたんだよ。』



福井県福井市 えっちゃん
「ただいま」の一言で今日もまた、ひと安心。「ねえみーちゃん、えつこばばあと呼ばないで」「しんちゃんは、まんまとハイハイ
がお好き」
病気がちの私にとって、孫の成長が生きがいです。いつまでも元気な二人でいてください。えつこばばあもがんばります。

福井県福井市 もりちゃん

保育園から帰宅した夕方のこと、今日は仕事で疲れていて「ママご飯作りたくなーい」とついつい子どもに本音を。すると子どもが
「作ってあげる！」とやる気満々で台所へ。と思ったらすぐに引き返してきて「できなーい」というので「知ってるー」と答えてし
まいました。(笑)
作れないことは最初からわかってたけどその気持ちが嬉しいよ★
「大きくなったらママにご飯作ってね」と言うと「いーよ！」とすぐに返事が返ってきました。
疲れていたけどちょっと元気がでたので夕飯づくりの準備にとりかかるのでした。

福井県福井市
てっちゃんらうめ
ん

『昔より　強くなった　ママが好き』

福井県福井市 ななママ
　物置の整理をしようとすると、ちょっと前のいろいろな物が出てきて、「こんな頃があったなぁ」「あんな事もあったなぁ」と泣
けてきます。ママが片付けられないのは、だからなのよ。

福井県福井市 ばーば
「ばーば、なんで髪白いんや～」突然の質問に困り、「う～ん、お年寄りでなったんかな～」としか言えなくて、この様に「ね～ね
～何で～」と始まって「ふ～ん」の返事で終わる日の多い二人の曾孫と言葉のやりとりの出来る自分は、本当にこの子たちといっ
しょに居られる事の喜びを身全体で思える毎日を、ありがとうね。

福井県福井市 なかがわ

「泣かなくていいよ。ね？すぐ痛いの治るから」
　あまりの腹痛(息子からもらった胃腸炎ですが)に、泣きマネをしてたところ、そうなぐさめてくさました。私がいつも息子に言っ
ている言葉です。さらに頭もなでてくれました。スッと心が楽になりました。子どもにとっても親にとっても、辛い時の声かけは大
事なんですね。そして、よく見てるなぁと感心しました。

福井県福井市 のんびりママより
いつだったか、私が体調をくずして寝込んでいた時、子どもが傍に寄ってきて「痛いの？痛い？大丈夫だよ。いいことあるから
ね。」と言ってきたので、その時の姿がとても可愛らしくて、心が和みました。

福井県福井市 ゆき
ケンカして、おもちゃを取り合って、泣かされても、やっぱいお兄ちゃんが大好き！お父さんより、お母さんより、「にーちゃん」
が最初に言えました。これからも仲良し兄弟でいてね。

福井県福井市 美香 『いくつになっても　変わらない　あなたは　私の子どもだよ』

福井県福井市 矢崎　大介 『玄関あけると　癒しの足音　癒しの笑顔　毎日ありがとう』



福井県福井市 うぽママ

『７年前に生まれた　スーパーマン
時には　お兄ちゃん
時には　ゲームオタク
時には　お手伝いさん
時には　怒られちゃう事もあるけど
いつも　ありがとう！！
素敵な　男の子に育ってるよ
お母さんの　子どもでいてくれて嬉しいよ！』

福井県福井市 YU

「ねぇ！お母さん、手を繋ごう！」突然言われた一言。どうしたのかな？何があったのかな？すると・・・「手を繋ぐと、温かい気
持ちになるでしょ？」仕事で疲れて笑顔の少なかった私・・・手をにぎり返すと満面の笑み。子どもの何気ない言葉にジーンとき
た。
生まれてきてくれてありがとう！！そう思える今、幸せだなぁと思える。そんな息子が私の原動力です。

福井県福井市 ヨッシー 『「川」の字で　寝ても朝には　「上」の字に』

福井県福井市

　日々２人の孫の成長に驚いています。
おばあちゃんというポジションはとても楽しいです。いざという時はママがいますから・・・自分の時と重ね合わせ感心する毎日で
す。
　結婚をして妻になり、同時に嫁になり、母になり仕事・家事・育児と色んなことに慣れないせいかよく子どもにあたっていた様に
思います。
　まあ感情で育てたというか、２人目は教訓もあり、いろんな講演を保育園で聞かせて頂いて、それがとても勉強になり実践させて
頂きました。ほめる・待つ・抱きしめる・笑顔。
　学ぶはまねると言いますが、当然孫にとって一番はママでありパパですが、ちょっといつも距離をおき、少しでもよいお手本でい
たいと思う今日この頃です。

福井県福井市 みかりん
おしゃべりいっぱいの我が子を見ていると心があたたかくなります。
笑顔を見ていると、今日も一日元気に過ごせたんだと安心します。

福井県福井市 ありす
一人目の子育て。ただがむしゃらで自分がいかに小さい人間かを思い知らされる。二人目の子育て。余裕なつもりが、実は子どもの
泣き声に慣れただけ。親よりも子どもの方が成長している。ごめんね。お母さんが立派な親になるまでもう少し待っててネ！

福井県福井市 ４人の母さん 『同じメニュー、家で作ると何か違う・・・保育園のは美味しいと、口をそろえてみんな言う。』

福井県福井市 ウルトラマン 入園当時・・・「保育園イヤだ～！！」と泣いてたね。でも今では笑顔で「ママ、バイバイ」その笑顔に励まされます。

福井県福井市 ちいちゃん
おとうとは、ときどきじゃまだとおもうけど、おねつで、いっしょにあそべないとさみしい。ねんしょうさんがおわって、ねんちゅ
うさんがおわって、ねんちょうさんがおわって、しゅうだんとうこうでいっしょにしょうがっこうにいこうね。くろいランドセル
きっとにあうとおもうよ。



福井県福井市 クッキングパパ
　ママと２才の妹の「お店のご飯とママのご飯どっちがおいしい？」「ママ！！」という会話を聞いて、４才の息子が「パパのもお
いしいよ！！」とニッコリ。気をつかったのかな・・・と思いつつ、その言葉に「きゅん❤」となり、料理好きのパパの闘志に火が
つきました。ママに負けないゾ！！と頑張るパパです。

福井県福井市

　孫たちが大人になった時、日本は一体どんな国になっているのだろうかと不安な昨今ですが、二人の愛らしい様子に心いやされる
日々です。
　このささやかな幸せが、これから先も続きますように。
『姉の持つ　七夕竹の　大きかり』

福井県福井市 まはろん 『何よりも　幸せくれる　子の笑顔』

福井県福井市 しはるママ
　パパもママもたくさん楽しいことも悲しいことも経験してきたと思ったけど、あなたが生まれて初めてのことがたくさんで、毎日
不安も戸惑いもたくさんあるけど、何より幸せでいっぱいだよ。
　生まれてきてくれてありがとう。

福井県福井市 かーたん
『兄弟の　寝相に出てる　仲の良さ』
『母となり　絵本を楽しむ　堂々と』

福井県福井市

　私には、元気な子どもが３人います。
　長女は、真面目で頑張り屋。長男(第２子)は、おちゃめでよく食べる。そして次女(末っ子)は、甘え上手でずる賢い。どの子も、
全然違ったタイプで、同じ様にほめてもしかっても、その子それぞれに反応があります。
　毎日毎日変化する子ども達。私も一緒に変化し続けたいです。

福井県福井市 いーたん
『アンパンマンからドラえもん。
まるいものが大好き。
次は何かな？』

福井県福井市 ゆみ
１才９カ月の娘は食べることが大好き。
食後のお腹はでっぷり出てきて重たそう。２人目妊娠中の私がお腹を触りながら「ここに赤ちゃんがいるんだよ」と教えると、必ず
自分のでっぷりのお腹を大切そうになでています。２人目は母娘同時に出産でしょうか？？



福井県福井市 ２児の母

妹が出来てから、長女の甘えやわがままが多くなったように思います。自分で頑張ろうと決めた約束事さえ忘れてしまいます。
そんな娘を注意しているそばから、携帯電話をどこかに忘れてきて、娘から「ママは忘れん坊」と言われてしまう私。
やっぱり血は争えないなぁとしみじみ・・・。
けれど、そんなのんきな事ばかりも言っていられないので、そこから次の一歩を踏み出すきっかけになればと考え、最近始めた事が
あります。
寝る前に、お互いの今日の良い所、頑張った所を３つ挙げて一日を振り返ります。見つからないと困るので、どんな小さな事でも良
いというルールです。
すると案外出てくるもので、普段誉めているつもりでも、まだまだ十分でなかったと知り反省しました。娘のために始めたつもりで
したが、ひいては私にとっても育児を振り返る上で良い機会になっています。

福井県福井市

長男を出産したときは、夫婦２人の自由で気楽な生活から一変、初めての育児にとまどうばかりで「赤ちゃんかわいいでしょ？」と
聞かれても心から”はい”と言えないつらい日々でした。またあのつらい日々が始まるのかと思うと２人目なんてとんでもな
い・・・そう思っていました。周りは子どもが３人も４人もいる人が多くひとりではかわいそうかも、と悩むこともありましたが、
踏みきれないまま５年が過ぎ、きっとこのままひとりっ子で育てていくんだろうと思った矢先、お腹に赤ちゃんがいることがわかり
ました。長男にお兄ちゃんになることを伝えると「赤ちゃんいっぱいだっこしてあげるよ！！」とうれしそうに言ってくれたとき、
この子に兄弟をつくってあげられてよかったと胸がいっぱいになりました。２人目の育児は、弟をかわいがってくれる長男に助けら
れながら楽しめている毎日に、あれこれ悩んでいた頃が懐かしく思えます。子は授かり物だと２人を見ていると思います。

福井県福井市 まこたろう

　２番目の子どもである長女は３０週目で生まれ、２カ月病院に入院していました。大きく産んであげられなかったことを申し訳な
く思い、保育器の中で眠る赤ちゃんを見ては、無事に育つのかと心配でした。
　その頃、２歳の長男がよく歌っていた曲が「手のひらを太陽に」でした。その歌詞からは命の尊さのようなものが感じられ、「ぼ
くらはみんないきている～」「ぼくのちしお～」と少し難しい歌詞を無邪気に歌う長男に、とても励まされました。
　２カ月経って無事に退院。少しずつ成長していることを実感する日々です。長男の赤ちゃん返りに悩まされたり、赤ちゃんの笑顔
に癒されたり。子どもが成長するにつれ、親の願いもふえてくるものだとは思います。でも植物や虫達に囲まれながら、太陽の光を
浴びてゆったりと散歩したときに感じた「生きていることの幸せや感謝の気持ち」を忘れなようにしたいと思っています。

兵庫県西宮市

　夫と相談しあい、息子（２歳）の教育方針は、基本的んのびのびと育てよう・・・好奇心の芽を摘まない様、本人のやりたい様に
させよう・・・という事にしています。
　そして駄目な事は駄目・・・やってはいけない事や、叱らなければならない事は、頭ごなしにしかるのではなく、言い聞かせて出
来るだけしからないでおこうと考えています。
　しかし・・・毎日を過ごしていると、そうも甘い事を言っておれず、ついつい怒鳴ってしまう事もあり反省もしてしまう事もあり
ました。
　つい先日、息子がくまのぬいぐるみに対し、「これは、てって（手）が切れるから、触ったら駄目よ」と言い聞かせながらおまま
ごとをしてびっくりしました。
　子どもは知らぬ所で、親の背中を見て育っているのだなぁ・・・とつくづく感じた日でした。
　それと同時に、怒鳴るしつけはもうやめよう・・・感情的にならず一息ついて深呼吸して、気長に言い聞かせる様にしたいと思い
ました。



兵庫県西宮市 ひろちゃん

長男に運動会のお弁当は何がいいかと尋ねたら、「白菜の蒸しポン酢和え」という答えが返ってきた。てっきり唐揚げとかピーマン
の肉詰めとか言われると思っていたのに。また別の日、次男を自転車の前座席に乗せて走っていたら、目の前の高架をJRの特急列車
が通り過ぎた。「こんどお母さんとお父さんとお兄ちゃんと３人で乗れるよ。」と息子。４人でしょと私が言うと自分は運転手だか
ら乗せたげると答えた。つい数日前まで４人で乗ろうって言っていたのに、いつ運転手になるって決めたのかな。こどもって毎日見
て話して一緒に過ごしているけれど、私とは違う一人の人間で知らない事がたくさんある。全部はムリだけど、もっといっぱい話そ
う。

兵庫県西宮市 くんすけ

こどものことば
　２歳の息子はやんちゃで、『イヤ』だけ、はっきり言います。でも『イヤ』意外のことばは、まだ言い間違えていることもよくあ
り、それを聞くと心が和みます。
　例えば『アイス』なら言えるけれど、『アイスクリーム』と言おうとすると、『アクリシーム』となったり、『どんぐりころこ
ろ』のことを『ドンごろっしょ』と言ったり・・・少し長めの単語になると、グダグダになる感じがかわいくて仕方ありません。ま
だ、私が通訳できない言葉もいくつかあります。
　早く大きくなって手が離れてほしい、と思う一方で、このかわいさが続いていてほしいとも思っているのが、今の私の本音です。

兵庫県西宮市 ちいどん

　二歳八カ月になる息子がまだ生まれたばかりのころ。小さな小さな足にまっ白な小さなくつ下をはかせたことを今でも覚えてい
る。泣くか寝ているか、全くの正体不明の存在で初めての育児は毎日あたふたの連続だった。それでも、小さな存在はとてもかわい
く、早く大きくなってねと毎日願っていた。
　そんな息子が昨日、一人で初めてくつ下をはくことができた。前からはき方を教えていたがなかな上手くはけなかった。それが気
がつくと両足に不格好なくつ下が。「母ちゃん、はけたよぉ」と満足げな息子を見て、小さな足のまっ白なくつ下を思い出した。
　まだまだ小さな存在だと思っていた息子がこんなにも大きく成長していた。とても嬉しかったがとても寂しくなった。今、その時
その時の息子をしっかりと見つめていかないとあっという間に大人になってしまう。

兵庫県姫路市

　私には、厳しく育てた父母だけど、孫にはデレデレだね。優しすぎるのが、年老いた証拠かな？私を不安にさせないでね。
でも、ごめんなさい。厳しく育ててもらったのに、こんな風になっちゃって！！
　子育てで、悩んだ時に、母に相談した事があったでしょ！！覚えてますか？お母さん。
その時、あなたは、
「自分が育ててもらった事を思い出しなさい。良かったと思ったら、あなたもそうすればいいでしょう。」と言いましたね。何年も
経った今でも忘れません。
　困った時の親頼み。現在も何かあれば、親に相談しています。聞いてもらえるだけですっきりしています。甘えています。
いつまでも元気で長生きして下さい。
子どもは、いくつになっても子どもです。あなたの子どもには変わりないのです。あなたの子どもで良かった。



兵庫県姫路市 コットンする～

　お正月、実家に家族５人で里帰りした時、娘（小１）、息子（年中）にすごろくを作ってあげました。各ポイントでは「じいちゃ
んの肩をたたく、ばあちゃんのお料理を手伝う」など家族とふれ合える課題を入れました。２人はせっせと指示どおりに動き、とて
も楽しそうです。ところが、その動きがピタッととまりました。見れば息子が何やらもじもじしています。どうした？と尋ねたら、
「”お母さんに抱っこしてもらう”になった」と娘。いつも理不尽な事で苛立ち、すぐに抱っこをせがんでいた息子には、とても簡
単な課題だと思ったのに、息子はなかなか来ないのです。私は息子が自分の気持ちをコントロールできず、私に救いを求め、その最
終手段としても特別な行為、それが「抱っこ」なのだと改めて感じました。すごろくの方はというと、このままでは終わらないので
「高い！高い！」で許してあげました。

岡山県岡山市 ありんこ

　大切な主人へ
ありがとう。あなたの”味方でいるから大丈夫”の一言であの時の私は救われました。これからも幸せに暮らそうね。仲良くしよう
ね。

　同居をしていた頃、両親との折り合いが悪く日々ケンカしては泣いていました。
「誰も私の気持ちを分かってくれない。私には誰一人優しくしてくれない」と主人に話した時、「おれは何があっても味方でおる
よ。淋しいこと言わんでや。」と言ってくれました。
心から救われました。

岡山県久米郡 三児の母

　三児の母として毎日をがむしゃらに送っています。小２の長女が運動会が終わったころから反抗的な態度や泣きだすとなかなか止
まない。そんな事が繰り返される中で、私は母としてどう向き合ったら良いのか分からなくなってきた。娘に対して気を遣うように
なり、娘もまた私の顔色を見ているようにも感じる。
　私は、母として失格かもしれない。そんな思いで涙は溢れ・・・。でも、そんな時娘が一通の手紙をくれた。「お母さん、毎日お
仕事して頑張ってくれてありがとう。私も学校頑張るからね。」と。
　私は子育てをしている中で、子ども達に成長させてもらっているのだと感じた。今は大変かもしれない。だけどいつか笑って振り
返る日が来るだろう。だから、私は今日も前を向いて子ども達と共にゆっくり前進していこうと心に誓った。暖かい眼差しで、今し
かない子ども達の成長を心に焼きつけようと思う。

岡山県倉敷市

　「子は親の後ろ姿を見て育つ」。これは私の子育て反省記の一行。そして「親子のコミュニケーションはしっかりもって」を付け
加えて。
　三人の子を授かり「生まれてきてくれてありがとう」の感謝と共に「三つ児の魂百までも」は、子育ての信念とした。
　我が子の成長につれ、私の仕事量は増えていく。子育て、家事、共働きの日々。それでも「私の後ろ姿は見てくれていよう」の思
いを頼りに。結果、大きなしわ寄せは親子の会話減少として表れた。漏れなく反抗記の訪れ。今思えば、子育て冬の時代。その中で
私は人間として親として多くの学びを得られた。
　時は経ち、それぞれに家庭をもつ今。彼らの親としての姿に自分が重なる。ひやりとするやら嬉しいやら。「三歳までのスキン
シップが重要。たとえ成長過程で寄り道しても必ず親元に戻る」。これは私の体験であり、子育て奮闘中の我が子に伝授している。
そう、「親子のコミュニケーションを大切に」を添えて。

岡山県倉敷市
子どもにおばさん
と呼ばれている母

　長男が３才の時、北海道へ家族旅行のため空港へ行きました。飛行機に入り待っていたら、不具合が見つかり空港で待機。２時間
くらい待たされ結局飛べないということで欠航。家族での北海道旅行行けませんでした。長男は当分の間、飛行機を見ると「北海
道！北海道！」と叫んでおりました。もちろん数ヵ月後に北海道へ行きました。大喜びでした。それがきっかけになったのか飛行機
に乗ることが大好きになり、学生時代もしっかり色々なところへととびまわっておりました。現在も、仕事でも海外へ行きたいと、
そういう職種を選びましたし、大いにとびまわってい色々なことをしっかり吸収し成長してほしいと願っております。



岡山県倉敷市
７人の孫のかわい
いおばあちゃん

　「日本人はよく働きますネー」と我が家に１０月末から１カ月来ているオーストラリアの人（６３才男性６０才女性夫婦）
「どうしてですか？」
「道路工事中旗をふっている人も、お掃除している人も、もちろん自分がボランティアで行っている県立天城高等学校の先生方も、
一生懸命働いている。しかも先生方は夜遅くまで、信じられません！」と他国の人にそう言われると「そうですね。そうですか」
　オーストラリアは週３７時間働き、４週間の休みもありますと・・・うらやましい！！
　私の孫や近所の子ども達も「ハロー、サンキュー、バイバイ！」とお互いわからない他国語でしたが、食事をいっしょにしたり、
折り紙を教えてみたり、楽しいふれあいのひととき、よい経験であったと思いました。
　子ども達には家庭も地域もみんな大切住みよい日本であってほしいものです。

岡山県倉敷市 しーちゃん

　私は、４才と２才の孫がいます。保育園から帰って来て、息子が迎えに来るまで２時間程預かっています。夕食を食べさせたり絵
本を読んだりして遊びます。今は「ぞうのたまごのたまごやき」が気に入って、にわとりのたまごのたまごやき、からすのたまごの
たまごやきなど、気持ちを変えながら話をしています。夫もそんな時は、「そしたらそしたら」等話に加わり、いつの間にか、話し
をしています。実は夫は、無口で、子どもの世話をするような性格ではありませんでした。孫の力はすごいなと感心しています。
様々のことが、孫中心に回っています。でも、こんな時間もしばらくで、すぐに大きくなって、じじババはおいていかれる日も近く
なるでしょう。「そしたらそしたら」、それからが本当の老後になるでしょう。又無口の夫とおしゃべりな私になるのか、夫の変化
で違った夫の性格が出て、楽しい老後になっているのか、楽しみ！

岡山県倉敷市 A・H

　先日「おじいちゃんとおばあちゃんを迎えて」という孫の生活発表会に出席しました。
　かわいい園児達の姿は、とてもほほえましく温かい雰囲気に包まれました。
　そして最後に５才児年長組さんによる”和太鼓”の演奏です。
　ねじりはちまき・はっぴ姿・素足ときりりとした姿で登場しました。
　先生のエレクトーン「ガッチャマン」の演奏に合わせて、一糸乱れぬ勇壮なバチさばきには、皆、感動しました。
　太鼓の音は、バンバン胸に響いてきました。
　末っ子で甘えん坊の孫が、皆と一緒に一生懸命太鼓をたたいている姿は、胸がいっぱいになりうれしかったです。
　先生方の熱心なご指導があったからだと、頭がさがりました。幼児教育の大切さをしみじみ感じました。
　このような子ども達の笑顔がいっぱいの穏やかな日々が続くことを願っています。

山口県阿武郡
「こらぁ、片づけなさーい」大声でいう私に「お母さん、カゼ治ったね」と娘。
夏風邪をひいて丸々２日間寝込んでいた私。何もできない私に子どもたちもそれぞれに気を遣い様子を伺っていたのだ・・・。
いつもと同じ大声で吠える母に安心したようだ。



山口県阿武郡

　親友が３９歳の若さでこの世を去った。
小学２年と４年の子どもを残して。
彼女の気持ちは計り知れない。
けれど、最後のお別れのときに笑顔を見せていた２人の子どもは、きっと彼女の愛情を十分に受け、これからの人生をしっかりと歩
んでいけるのだろうと感じられた。
　私にも３人の子どもがいる。
彼女には今も（そしてこれから先もずっと）大切なことを教えてもらっている。
今、私に出来ることを一生懸命やろう。今与えられている幸せに感謝しよう。辛い事、苦しい事から逃げずに受け止める強さを持と
う。
命は限りあるもの。当たり前のことだけど今まで気にせず生きてきた。
　３人の子どもに命のバトンを渡すことは出来た。そのバトンをしっかりと次に渡せるように、この子たちを育てたい。子どもと一
緒に笑い、泣き、考えて、一日一日を大切に生きたい。

山口県萩市

お母さんへ
　いつもかみをくくってくれたり、学校のことをしてくれたりしてありがとうございます。
　お母さんにいままでくろうさせてると思うのでこれからは、お母さんのめいわくにならないようにがんばります。大好き❤美月よ
り
お父さんへ
　お父さんへいつもわらわせてくれてありがとう。わたしがつりをはじめたときめいわくをかけたと思います。だから一人で出来る
ようにがんばります。えへ　美月より

山口県萩市

父ちゃんとママへ
　大好きです。
　いつも、仕事でつかれているけど家の事をしてくれるママはそんけいします。ママみたいになりたいな！
　夜中に起きて昼ぐらいまで仕事している父ちゃんはかっこいいよ！
　いつも、ありがとう❤❤
　これからもヨロシク

山口県萩市

おかあさんへ
　いつもおいしいりょうりを作ってくれてありがとう。
　仕事がんばってね❤
　これからも元気でいてね。
　大好きだよ！

山口県萩市

お母さんへ
　いままでいろいろとありがとうございました。母はたくさんおこっていますが、自分のためだと思って聞いています。いろいろ迷
惑かけてすみませんでした。これからは色々気をつけたいと思います。これからも迷惑かけるかもしれませんがよろしくお願いしま
す。



山口県萩市

お母さんへ
　いつもありがとう。
　大好き
お父さんへ
　いつもありがとう。
　大好き

山口県萩市

お母さんへ
　お仕事　がんばって！
　あたたかい　ごはん
　とても　おいしいよ！
　これからも
　おいしいごはん　つくってね❤

山口県萩市
お母さん　お父さんへ
　いつもお仕事がんばってくれてありがとう。
　料理はおいしいよ。

山口県萩市

お母さんへ
　いままで育ててくれてありがとう。
　私をしかってくれてありがとう。
　大好き❤
　いろんなものやどこかつれていってくれてありがとう。いつもお仕事をしてくれてありがとう。
お父さんへ
　いままで育ててくれてありがとう。
　お仕事たいへんだけどお仕事をしてくれてありがとう。
　大好き❤
　どこかつれていｔってくれてありがとう。
　私をしかってくれてありがとう。

山口県萩市

母さんへ
　いままで育ててくれてありがとう！
　いつもおこるけど、おこりかたが、やさしいです。いつもどうこう会やそろばんなどをつれていってくれてありがとう。山口やい
ろいろつれていってくれてありがとう。おかしをかってくれてありがとう。元気でね。大好きです。

山口県萩市

おかあさんへ
　だいすきです。
　おこりすぎです。
　おかあさんは、わらいすぎです。
　いつもありがとう。



山口県萩市

おとうさんへ、おかあさんへ
　いつもありがとう。
　おかあさんが　つくる料理は　とてもおいしいです。
　おとうさんへ、いつも　一緒にねてくれてありがとう。
　大好きです。

山口県萩市

お母さんとお父さん
　いろいろありがとう
　いつものりょうりは、とてもおいしいです。
　おとうさんはいつもやきゅうでいそがしいけど、がんばってください。

山口県萩市 　おこりすぎです。もうちょっとやさしくしてください。

山口県萩市

小５の娘を筆頭に、小３と年長の息子の３人の母です。日々、何かと忙しくバタバタとすごしています。忙しいせいか、ちょっとし
た事で、ついイライラし子ども達をどなってしまいます。気持ちが落ち着いて、子ども達がシュンとしている姿をみると、後悔して
しまいます。そんな時、無邪気に笑いかけてくる子ども達にいやされ、そして申し訳なく思うのです。
子どもがいたら、いろいろと我慢する事が増えてきます。だから、イライラもつのるのかもしれません。でも、子ども達がふと見せ
てくれる笑顔や表情にすごくいやされます。だから、どんなにつらいと思っても、子ども達がそばにいてくれるだけで、気力がわい
てきます。子ども達がそばにいてくれて、私は幸せです。この幸せが、ずっと続く事を願っています。

山口県萩市 きっちゃん 「長いようであっと言う間の一緒に暮らせる１８年」

山口県萩市

　我が家の長女（７）はすごく自己中・・・
なんでこんなにマイペースで自己中心的な子なんだろうと思っていた。ある時、「学校でがんばってるからね。家で自分が出せてい
るのはいいことよ」と言われて気がついた。家族の前で自分を出さなかったらこの子はどこで自分を出すのか・・・家で自分の気持
ちを表現し、甘えからの自己中心的な行動だと思うと少し安心し、うれしくなった。
　子どもの頃、母が「世界中の皆が敵になってもお母さんは絶対最後まで味方だから」と言って育ててくれた。今、自分が母になり
自分にとっての支えの言葉だったと感じる。私も自己中な長女と甘え上手な二女（５）にこの言葉を伝え、安心して毎日を過ごして
ほしいと思う。
　心から大切で大好きな娘達、立派にならなくていいから、元気で毎日を楽しく過ごしてほしい。「世界中の皆が敵になってもかぁ
ちゃんは絶対にあなた達の味方だよ❤」

山口県萩市

私は子育て十六年生。悩みはつきない。思春期に入った息子は第一子。一方通行の私の思い。おさまり所がなくてイライラ。
頭では思春期だからとわかっているつもりだが、気持ちが抑えられずケンカになってしまう。自分も昔、親を困らせたな。今まで教
えてきたことや躾なんて陰も見えず、自分の育児を振り返り落ち込んでしまう・・・。こんななずじゃないのに。こんな時、息子の
同級生の母親の友達とグチ大会！！夫にもグチ大会の開催！！
相手のグチにはそんなの大丈夫よ！とか今の年頃だからなどと言い、自分の子どものことも相手に同じ様に言われ少し胸をなでおろ
す。吐き出す事は大切！！
子育てって思うようにいかないものだ。だからこそ、友達とつながったり、自分の見聞を広めたりしながら、自分の価値観を柔軟に
変えていく新しい発見がある。



福岡県北九州市 おさゆきママ
　家事に育児にイライラし、ついつい衝動買いに走ってしまうそんな時、気付けばいつも手にしているのは子どもの服や小物。
　ストレス解消中でも、頭の中はいつも子どもの事ばかり。子どもの笑顔を望んでいる自分に気付かされる。
　その笑顔が私の一番のストレス解消法なのかな。

福岡県北九州市 リトルうぃきぃー

「ただいま」と玄関の扉があく。ハッと目が覚める。もうこんな時間か。と思いながら「もう少し、あと５分だけ」とマクラを握り
しめ顔をうずめる。と、「ママ、大丈夫？」と子どもがランドセルを下ろしながら近づいて来る。「気分が悪い？もう少し寝とき」
と言って机に向かって宿題を始める。再び扉が開き「ただいま」「お帰り」と遠くで娘と息子の声がする。「ママ、また昼寝？」と
娘が一言。
このやりとりが毎日のようにウチでは繰り返されている。幸せなんでしょうね。

長崎県長崎市 ゆう 『子どもはね　知らないふりして　ためしてる』

大分県玖珠郡 チョコバー

姪の話です(娘が幼稚園のころ)
「先生！パパのおうえんしている馬が一等賞になったらパパが洋服買ってくれるって」「そう、良かったネ」・・・・でもそれって
競馬の事じゃないのかなぁ？と思った先生はお母さん(姪)に「ご主人は競馬をされますか？」とそれとなく聞いたら「時々、暇な時
に行くみたいです。でもどうしてですか」と姪が尋ねると「それでわかりました。娘さんがこう言っていましたので。」と言って二
人で大笑いしたそうです。
子どもってなんでも先生に話してしまうのだからもう恥ずかしい。
でもいつもいつでも話を聞いて下さる先生でいて下さい。

大分県由布市 ゆかママ

～６歳の息子～
『勘違い　赤ちゃんいるの？　ただの肉』

～３歳の息子～
『しっこない　信じた私　泣きをみる』

６歳になった息子と御飯を食べていると、いつもより沢山食べる息子に嬉しくて「今日は凄いな～。」と誉めたところ、「なんで、
こんなに沢山食べようか、わかっちょんの？」と言われて「なんで？」と聞くと「お母さんが太っちょやけ僕がいっぱい食べよんの
んで！」と言われた。
私をこれ以上太らせまいと気遣う姿に成長を感じたものの申し訳ない気持ちもあり複雑でしたが、息子の得意気な顔につい吹き出し
てしまいました。
なぜか幸せな気持ちになった瞬間です。

大分県由布市 なば

そもそも子育てなんて誰もが初めてのはずであって、一人の人間を育てるという事は”不安がないという事の方がありえない”とい
う事を前提に子ども達に接すればいいのではないか？そうしたら心にも余裕が生まれるのでなないかと僕は思う。子どもに対する願
望は僕もそうだが、やはり大きい。自分が出来なかった事、それ以上の事を成し遂げてほしい。その気持ちはわかるが、自分もそれ
ぞれの親に大なり小なりの期待を持たれていたという事を忘れちゃいけない。重すぎる期待は子どもを委縮させるのではないか？僕
が自分の子どもに求めるのは『人の痛み(気持ち)を理解しろ』という事。いうまでもなく、やられた人間の痛みがわからないから
『いじめ』という問題が起こるのだ。親たちが『痛み』を教えるのは義務だ。
「米兵を殺してナンボ」という時代、それは小さい時からそういう教育を受けていたという事を肝に銘じていてほしい。



大分県由布市 K-on-Joy-I.

子どもから親へ
「おかあさんニコニコしてるからだいすき」６才
「おかあさん。いつもなんでぼくにやさしくしてくれるん？」「すきだから。」８才との話
「おかあさん。ずーっと一生あそぼうな」８才
「おかあさん。ぼくと２人だけでおでかけしよう。」８才

親がいない子との会話
「○○君のおかあさん。お母さんになって」「いいよ。うちに来てるときだけやったらいいよ。△△君のお父さんとは結婚できない
よ（＾－＾）」「いいよ。毎日くるけん」中学生になるまで毎日来ました。中学生になっても、けがしたらバンソーコやテープをも
らいに来ます。
その時いた父親がいない子との会話
「オレもお父さんになって！！」「え？私女やけど」「いいよ。毎日来たいけん。」その他の子「オレもなって下さい。」「私も
なって」「私も私も！」「あんた達は親が２人もおるやろヽ(^。^)」


