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はじめにはじめにはじめにはじめに    

「少しでも楽しく子育てできるといいなぁ」 

「お子さんの笑顔がひとつでも増えたらいいなぁ」 

そんな想いを込めて、「ままのて手帳 子育てはオーダーメイド」 

という冊子を作ったのは、今から８年前のことでした。 

作ったのは、子育て真っ最中の母親達。 

その、ちょっとだけ先輩の母親達が作った「ままのて手帳」を 

今の時代に合うように改定したものが、この「新・ままのて手帳」です。 

前回よりも、先に子育てを経験した親達が 

自分のこどもが大変だったあの頃、 

「こんな冊子があったらよかったのに」 

と、自分達が欲しかった冊子を目指しました。 

こどもは一人一人皆違っています。 

お子さんのためのオーダーメイドの子育てをする 

お手伝いができるように、 

こども達とのかかわり方の工夫を紹介しています。 

また気軽に相談できるところもご案内しています。 

「新・ままのて手帳」が、 

子育ての小さなサポーターになれたら、 

これ以上の喜びはありません。 

チームチームチームチームだいじょうだいじょうだいじょうだいじょう部部部部    部員一同部員一同部員一同部員一同
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なんでもゆっくりななんでもゆっくりななんでもゆっくりななんでもゆっくりな    そらちゃんそらちゃんそらちゃんそらちゃん（（（（3333））））    

赤赤赤赤ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの泣泣泣泣きききき声声声声がががが苦手苦手苦手苦手なななな    しょうくんしょうくんしょうくんしょうくん（（（（3333））））    

おしゃべりがおしゃべりがおしゃべりがおしゃべりが苦手苦手苦手苦手なななな    けんとくんけんとくんけんとくんけんとくん（（（（2222））））    

真夜中真夜中真夜中真夜中でもでもでもでも起起起起きていたいきていたいきていたいきていたい    しゅんくんしゅんくんしゅんくんしゅんくん（（（（3333））））    

好好好好きききき嫌嫌嫌嫌いがいがいがいが激激激激しいしいしいしい    りんちゃんりんちゃんりんちゃんりんちゃん（（（（3333））））    

なかなかオムツがとれないなかなかオムツがとれないなかなかオムツがとれないなかなかオムツがとれない    みなとくんみなとくんみなとくんみなとくん（（（（3333））））    

じっとしていられないじっとしていられないじっとしていられないじっとしていられない    あおいちゃんあおいちゃんあおいちゃんあおいちゃん（（（（4444））））    

気軽気軽気軽気軽にににに相談相談相談相談してみてしてみてしてみてしてみて！！！！    



成長成長成長成長
せいちょう

の ペ ー ス が ゆ っ く りの ペ ー ス が ゆ っ く りの ペ ー ス が ゆ っ く りの ペ ー ス が ゆ っ く り    

なにをするにも、ゆっくり。「いそいで」って言っ

ても、ゆっくり。時間が間に合わないよ！ 

そらそらそらそらちゃんはちゃんはちゃんはちゃんは、、、、とってものんびりとってものんびりとってものんびりとってものんびり屋屋屋屋さんさんさんさんのののの３３３３歳歳歳歳。。。。    

同同同同じじじじ月齢月齢月齢月齢のののの子子子子とととと比比比比べるとべるとべるとべると、、、、身体身体身体身体もももも一回一回一回一回りりりり小小小小さいしさいしさいしさいし、、、、    

手先手先手先手先がががが不器用不器用不器用不器用なのでなのでなのでなので、、、、何何何何をするにもとってもをするにもとってもをするにもとってもをするにもとっても時間時間時間時間

がかかるからがかかるからがかかるからがかかるから、、、、ママはママはママはママはいつもいつもいつもいつもイライライライライライライライラ。。。。    

「「「「早早早早くくくく」「」「」「」「いそいでいそいでいそいでいそいで」「」「」「」「もうもうもうもう、、、、時間時間時間時間がないよがないよがないよがないよ！」！」！」！」    

こんなにしたくがこんなにしたくがこんなにしたくがこんなにしたくが遅遅遅遅かったらかったらかったらかったら、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園にににに行行行行ったらったらったらったら    

どうなっちゃうのかどうなっちゃうのかどうなっちゃうのかどうなっちゃうのかなななな、、、、すごくすごくすごくすごく心配心配心配心配！！！！    

なんでもゆっくりななんでもゆっくりななんでもゆっくりななんでもゆっくりな    

そらそらそらそらちゃんちゃんちゃんちゃん（（（（3333））））    

そらちゃんがそらちゃんがそらちゃんがそらちゃんが、、、、ゆっくりゆっくりゆっくりゆっくりなのにもなのにもなのにもなのにも原因原因原因原因があるのかもがあるのかもがあるのかもがあるのかも    

そらちゃんのそらちゃんのそらちゃんのそらちゃんの目線目線目線目線でででで見見見見てみるとてみるとてみるとてみると？？？？    

なんでなんでなんでなんで急急急急がなくちゃがなくちゃがなくちゃがなくちゃ    

いけないのかわからないいけないのかわからないいけないのかわからないいけないのかわからない    

洋服着洋服着洋服着洋服着るときるときるときるとき、、、、後後後後ろとろとろとろと    

前前前前がわからないがわからないがわからないがわからないよよよよ    

他他他他にににに楽楽楽楽しいことをしいことをしいことをしいことを    

みつけちゃったみつけちゃったみつけちゃったみつけちゃった！！！！    
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うちはうちはうちはうちは、、、、    

こうしてみたこうしてみたこうしてみたこうしてみたよよよよ！！！！    

何何何何につまづいているのかにつまづいているのかにつまづいているのかにつまづいているのか    

よくよくよくよく見見見見てみたてみたてみたてみた    

みさきさん（16）の場合 

のんびり女子の先輩のみさきさん（16）。

どんなに急がせても、のんびりしてたの

は急ぐ意味がわからなかったからと、み

さきさん本人が、昔を振り返って教えて

くれました。 

気が散りやすいみさきさんを着替えに

集中させるために、部屋の中の鏡に布を

かけたり、テレビを消すことで、今やる

べきことに集中する環境を作ったり、 

みさきさんが着替えを一人でできるよ

うに、服に印をつけたり。 

そして、できたら、とにかくほめたそう

です。そんなみさきさんも、今では、 

みだしなみ 

バッチリな 

女子高生です。 

正解正解正解正解はははは    

一一一一つじゃないけどつじゃないけどつじゃないけどつじゃないけど    

どんなどんなどんなどんな小小小小さなことでもさなことでもさなことでもさなことでも、、、、    

とにかくほめたとにかくほめたとにかくほめたとにかくほめた    

洋服洋服洋服洋服をををを着着着着やすくするためにやすくするためにやすくするためにやすくするために、、、、後後後後ろにマークをつけろにマークをつけろにマークをつけろにマークをつけ

たりたりたりたり、、、、大大大大きなきなきなきなボタンボタンボタンボタンにににに付付付付けけけけ直直直直ししししたりたりたりたり、、、、マジックテマジックテマジックテマジックテ

ープなどープなどープなどープなどでででで工夫工夫工夫工夫してみたしてみたしてみたしてみた    

集中集中集中集中させたいさせたいさせたいさせたい時時時時はははは、、、、部屋部屋部屋部屋のののの中中中中のののの    

気気気気がががが散散散散るものるものるものるものをををを見見見見えなくしえなくしえなくしえなくしてみたてみたてみたてみた    

次次次次のののの楽楽楽楽しみをしみをしみをしみを見見見見せてせてせてせて、、、、    

誘導誘導誘導誘導！！！！    

公園公園公園公園にににに行行行行くからくからくからくから、、、、おおおお着替着替着替着替

えするよとえするよとえするよとえするよと、、、、理由理由理由理由をををを説明説明説明説明

したりしたりしたりしたり、、、、おおおお着替着替着替着替えしたらえしたらえしたらえしたら、、、、

シールをシールをシールをシールを貼貼貼貼ってもいいってもいいってもいいってもいい

よよよよ！！！！とととと、、、、おおおお子子子子さんさんさんさんのののの好好好好きききき

ななななシールでおシールでおシールでおシールでお楽楽楽楽しみしみしみしみ作作作作

戦戦戦戦！！！！    

どうしてもどうしてもどうしてもどうしても遅遅遅遅いのはいのはいのはいのは    

仕方仕方仕方仕方ないとないとないとないと、、、、    

焦焦焦焦らずらずらずらず子子子子どものどものどものどもの成長成長成長成長をををを    

待待待待ったったったった    

スナップボタンをスナップボタンをスナップボタンをスナップボタンを

マジックテープにマジックテープにマジックテープにマジックテープに 大大大大きくきくきくきく    

ひっかけやすくひっかけやすくひっかけやすくひっかけやすく    

自分自分自分自分のマークのマークのマークのマーク    ボタンをボタンをボタンをボタンを    

大大大大きくきくきくきく    
鏡鏡鏡鏡にカバーをにカバーをにカバーをにカバーを掛掛掛掛けたけたけたけた    

テレビをテレビをテレビをテレビを消消消消すすすす
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刺激刺激刺激刺激
しげき

にににに 弱弱弱弱
よわ

く て デ リ ケ ー トく て デ リ ケ ー トく て デ リ ケ ー トく て デ リ ケ ー ト
とっても感じやすくて、敏感。嫌なことはどうして

も嫌みたいで、全力で拒否する。反対に、妙に鈍感

なところもある。不思議な感じ方をするみたい。 

しょうくんしょうくんしょうくんしょうくん（（（（3333））））はははは、、、、半年前半年前半年前半年前にににに弟弟弟弟がががが生生生生まれてまれてまれてまれて、、、、おおおお兄兄兄兄

ちゃんになりましたちゃんになりましたちゃんになりましたちゃんになりました。。。。    

実実実実はははは、、、、しょうくんしょうくんしょうくんしょうくんはははは大大大大きなきなきなきな音音音音がががが苦手苦手苦手苦手！！！！    

中中中中でもでもでもでも赤赤赤赤ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの泣泣泣泣きききき声声声声がががが世世世世のののの中中中中でででで一番一番一番一番のののの苦手苦手苦手苦手。。。。    

弟弟弟弟くんがくんがくんがくんが泣泣泣泣くとくとくとくと、、、、しょうくんしょうくんしょうくんしょうくんもわんわんもわんわんもわんわんもわんわん泣泣泣泣きききき出出出出しししし

てしまいますてしまいますてしまいますてしまいます。。。。    

二人二人二人二人にににに泣泣泣泣かれちゃうかれちゃうかれちゃうかれちゃうとととと、、、、おおおお母母母母さんさんさんさんだってだってだってだって泣泣泣泣きたくきたくきたくきたく

なってしなってしなってしなってしまうよねまうよねまうよねまうよね。。。。    

しょうくんしょうくんしょうくんしょうくんはははは、、、、どうしてどうしてどうしてどうして泣泣泣泣いちゃうのいちゃうのいちゃうのいちゃうの？？？？    

赤赤赤赤ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの泣泣泣泣きききき声声声声がががが苦手苦手苦手苦手でででで、、、、    

一緒一緒一緒一緒にににに大声大声大声大声でででで泣泣泣泣いてしまういてしまういてしまういてしまう、、、、    

しょうくんしょうくんしょうくんしょうくん（（（（3333））））    

固固固固いいいい、、、、冷冷冷冷たいたいたいたい、、、、熱熱熱熱いのいのいのいの    

イヤイヤイヤイヤ、、、、混混混混ぜたものもぜたものもぜたものもぜたものも

食食食食べられないべられないべられないべられない！！！！

まぶしいのまぶしいのまぶしいのまぶしいのがががが苦手苦手苦手苦手！！！！    

手手手手のひらがのひらがのひらがのひらが敏感敏感敏感敏感だからだからだからだから、、、、    

手手手手をつなをつなをつなをつなぐのがイヤなんだぐのがイヤなんだぐのがイヤなんだぐのがイヤなんだ    

雷雷雷雷みたいなびっくりするみたいなびっくりするみたいなびっくりするみたいなびっくりする

音音音音がダメがダメがダメがダメなのなのなのなの！！！！    
口口口口のののの中中中中がががが敏感敏感敏感敏感だからだからだからだから、、、、    

歯磨歯磨歯磨歯磨きがきがきがきが出来出来出来出来ないないないないよーよーよーよー    

タートルネックタートルネックタートルネックタートルネック、、、、帽子帽子帽子帽子、、、、

洋服洋服洋服洋服のタグのタグのタグのタグ、、、、長袖長袖長袖長袖がダメがダメがダメがダメ    

ニオイにニオイにニオイにニオイに敏感敏感敏感敏感

くさくてくさくてくさくてくさくて、、、、つらいつらいつらいつらいよよよよ    

絶対絶対絶対絶対ににににダメダメダメダメなななな音音音音がががが

あるあるあるある！！！！    

こんなこんなこんなこんな 刺激刺激刺激刺激 にににに 弱弱弱弱 いいいい 子子子子 もいますもいますもいますもいます    

しょうくんはしょうくんはしょうくんはしょうくんは、、、、生生生生まれつきまれつきまれつきまれつきデデデデリケートなタイプなのかもリケートなタイプなのかもリケートなタイプなのかもリケートなタイプなのかも    
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うちはうちはうちはうちは、、、、    

こうしてみたこうしてみたこうしてみたこうしてみたよよよよ！！！！    

イヤーマフはイヤーマフはイヤーマフはイヤーマフは、、、、    

おまもりグッズおまもりグッズおまもりグッズおまもりグッズなのでなのでなのでなので、、、、    

自分自分自分自分からリュックにいからリュックにいからリュックにいからリュックにい

れていたれていたれていたれていた。。。。    

イヤーマフのおイヤーマフのおイヤーマフのおイヤーマフのお陰陰陰陰でででで    

行行行行けるけるけるける所所所所がががが増増増増えたえたえたえた    

はるとくんはるとくんはるとくんはるとくん（（（（13131313））））のののの場合場合場合場合    

音、皮膚の感触、においなど、 

苦手な刺激がたくさんあった、 

はるとくん（13） 

小さい頃は、外出すると、刺激が多

すぎて泣いてばかりでした。 

本当につらそうな はるとくんを見

たお母さんは、無理に訓練するので

はなく、はるとくんが少しでも楽に

なるように、工夫をすることにしま

した。 

苦手なものがある所にはいかない。 

つらくなった時には、避難できる場

所に移動させるようにしました。 

身体の成長とともに 

だいじょうぶな 

ことが増えて 

きました。 

正解正解正解正解はははは    

一一一一つじゃないけどつじゃないけどつじゃないけどつじゃないけど    

今今今今、、、、行行行行かなくてもいいかなくてもいいかなくてもいいかなくてもいい、、、、やらなくてもいいとやらなくてもいいとやらなくてもいいとやらなくてもいいと    

割割割割りりりり切切切切ってってってって、、、、毎日毎日毎日毎日がおだやかがおだやかがおだやかがおだやかにににに過過過過ごせることにごせることにごせることにごせることに    

力力力力をををを注注注注いでみたいでみたいでみたいでみた    

部屋部屋部屋部屋のののの隅隅隅隅っこにっこにっこにっこに避難場所避難場所避難場所避難場所をををを

作作作作ってってってって落落落落ちちちち着着着着くようにクッくようにクッくようにクッくようにクッ

ションをションをションをションを置置置置いてみたいてみたいてみたいてみた    

どんなどんなどんなどんな音音音音がががが嫌嫌嫌嫌なのかなのかなのかなのか記録記録記録記録してみたしてみたしてみたしてみた    

（（（（泣泣泣泣きききき声声声声、、、、夕方夕方夕方夕方流流流流れるメロディれるメロディれるメロディれるメロディ、、、、    

トイレのハンドドライヤートイレのハンドドライヤートイレのハンドドライヤートイレのハンドドライヤーなどなどなどなどなどなどなどなど））））

自分自分自分自分でででで耳耳耳耳をををを押押押押さえるさえるさえるさえる事事事事をををを    

覚覚覚覚えたよえたよえたよえたよ    

安心安心安心安心できるできるできるできる場所場所場所場所    

（（（（避難避難避難避難場所場所場所場所））））をををを作作作作っっっったたたた    

イヤーマフをイヤーマフをイヤーマフをイヤーマフを使使使使ってみたってみたってみたってみた    

苦手苦手苦手苦手そうなそうなそうなそうな所所所所にはにはにはにはなるべくなるべくなるべくなるべく行行行行かなかかなかかなかかなかったったったった    
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お し ゃ べ り がお し ゃ べ り がお し ゃ べ り がお し ゃ べ り が 苦苦苦苦
にが

手手手手
て

    

おしゃべりが苦手な子、どうしたらいいの？

なにをしたらいいの？ 

けんとくんけんとくんけんとくんけんとくん（（（（2222））））はははは、、、、おしゃべりがおしゃべりがおしゃべりがおしゃべりが苦手苦手苦手苦手。。。。    

ママママママママ友達友達友達友達からはからはからはからは、「、「、「、「男男男男のののの子子子子はははは言葉言葉言葉言葉がががが遅遅遅遅いからいからいからいから」」」」

とととと言言言言われてそんなわれてそんなわれてそんなわれてそんなものかなものかなものかなものかな？？？？とととと思思思思ってきたけってきたけってきたけってきたけ

れどれどれどれど、、、、２２２２歳歳歳歳になったになったになったになった頃頃頃頃にはにはにはには、、、、大人顔負大人顔負大人顔負大人顔負けにおけにおけにおけにお

しゃべりしゃべりしゃべりしゃべり上手上手上手上手なおなおなおなお友達友達友達友達もいてもいてもいてもいて、、、、ママはママはママはママは少少少少しししし

心配心配心配心配ですですですです。。。。    

刺激刺激刺激刺激になればとになればとになればとになればと、、、、絵本絵本絵本絵本のののの読読読読みみみみ聞聞聞聞かせをしたりかせをしたりかせをしたりかせをしたり、、、、

歌歌歌歌をををを歌歌歌歌ったりったりったりったり、、、、言葉言葉言葉言葉をををを教教教教えたりしていますがえたりしていますがえたりしていますがえたりしていますが、、、、

けんとくんはけんとくんはけんとくんはけんとくんは余計余計余計余計にににに黙黙黙黙りりりり込込込込んでしまいますんでしまいますんでしまいますんでしまいます。。。。    

どうしたらどうしたらどうしたらどうしたらおしゃべりしてくれるおしゃべりしてくれるおしゃべりしてくれるおしゃべりしてくれるのののの？？？？    

おしゃべりがおしゃべりがおしゃべりがおしゃべりが苦手苦手苦手苦手なななな    

けんとくんけんとくんけんとくんけんとくん（（（（2222））））    

けんとくんがけんとくんがけんとくんがけんとくんが、、、、おしゃべりがおしゃべりがおしゃべりがおしゃべりが苦手苦手苦手苦手なのなのなのなのにもにもにもにも原因原因原因原因があるのかもがあるのかもがあるのかもがあるのかも    

脳脳脳脳のののの機能機能機能機能にににに原因原因原因原因がががが    

あることがあることがあることがあることが    

ありますありますありますあります    

成長成長成長成長はははは個人差個人差個人差個人差がががが    

大大大大きいですきいですきいですきいです    

伝伝伝伝えたいことをえたいことをえたいことをえたいことを    

うまくうまくうまくうまく伝伝伝伝えられえられえられえられ    

ないないないない‥‥‥‥    

おおおお願願願願いいいい！！！！    

ぼくのぼくのぼくのぼくの話話話話しをしをしをしを    

ゆっくりゆっくりゆっくりゆっくり聞聞聞聞いていていていて！！！！    

急急急急がせがせがせがせないでないでないでないで！！！！    

発音発音発音発音やややや滑舌滑舌滑舌滑舌（（（（かつぜつかつぜつかつぜつかつぜつ））））

がががが悪悪悪悪くてくてくてくて、、、、何度何度何度何度もももも    

聞聞聞聞きききき返返返返されされされされるるるることがことがことがことが多多多多

いといといといと、、、、おしゃべりにおしゃべりにおしゃべりにおしゃべりに自自自自

信信信信がなくなるがなくなるがなくなるがなくなることもあこともあこともあこともあ

りますりますりますります    
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うちはうちはうちはうちは、、、、    

こうしてみたこうしてみたこうしてみたこうしてみたよよよよ！！！！    

そうくん（14）の場合 

そうくんは、幼い頃はコミュニケーション

をとるのが苦手でした。「○○が欲しい」

という要求を伝えるということから、言葉

以外でもコミュニケーションをとれるよ

うにしました。 

そうくんが喉が乾いた時に、コップを持っ

てきたら「お水が飲みたい」というサイン

です。お母さんが「お水飲みたいんだね」

と、そうくんの気持ちを言葉にしました。

麦茶とジュースのどちらかを選ぶときは、

欲しい方の写真を持ってきます。こうして

自分の要求がお母さんに正しく伝わると

いう経験を重ねていくうちに、そうくんは

コミュニケーションのやりとりが

スムーズに

できるよう 

になりました。 

どうしてもどうしてもどうしてもどうしても遅遅遅遅いのはいのはいのはいのは    

仕方仕方仕方仕方ないとないとないとないと、、、、焦焦焦焦らずらずらずらず子子子子どどどど

ものものものもの成長成長成長成長をををを待待待待ったったったった。。。。    

子子子子どもにどもにどもにどもに自信自信自信自信がつくようがつくようがつくようがつくよう

にににに、、、、どんなどんなどんなどんな小小小小さなことでもさなことでもさなことでもさなことでも、、、、    

子子子子どものどものどものどもの行動行動行動行動をををを注目注目注目注目したりしたりしたりしたり    

ほほほほめたりしためたりしためたりしためたりした。。。。    

伝伝伝伝えたいことをうまくえたいことをうまくえたいことをうまくえたいことをうまく伝伝伝伝えられないえられないえられないえられない時時時時はははは、「、「、「、「そうそうそうそう

だねだねだねだね。。。。○○○○○○○○だったねだったねだったねだったね」」」」とととと言言言言うようにうようにうようにうように、、、、子子子子どものどものどものどもの気気気気

持持持持ちをちをちをちを代弁代弁代弁代弁しながらしながらしながらしながら受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる言葉言葉言葉言葉をををを使使使使ったったったった。。。。 

正解正解正解正解はははは    

一一一一つじゃないけどつじゃないけどつじゃないけどつじゃないけど    

親親親親とととと子子子子のののの「「「「共通言語共通言語共通言語共通言語」」」」でででで    

話話話話したしたしたした。。。。    

声声声声かけをかけをかけをかけを    たくさんしてたくさんしてたくさんしてたくさんしていたいたいたいた

のをやめてのをやめてのをやめてのをやめて、、、、必要必要必要必要なことをなことをなことをなことを    

短短短短くくくく伝伝伝伝えるようにしたえるようにしたえるようにしたえるようにした。。。。    

知知知知らないらないらないらない人人人人からのからのからのからの質問質問質問質問はははは、、、、親親親親がががが全部答全部答全部答全部答えたえたえたえた    

発音発音発音発音がががが悪悪悪悪くてもくてもくてもくても、、、、言言言言いいいい間違間違間違間違いがあってもいがあってもいがあってもいがあっても、、、、    

聞聞聞聞きききき返返返返したりしたりしたりしたり言言言言いいいい直直直直させたりしないでさせたりしないでさせたりしないでさせたりしないで、、、、    

はっきりとしたはっきりとしたはっきりとしたはっきりとした発音発音発音発音でででで「「「「うんうんうんうん、、、、○○○○○○○○だねだねだねだね」」」」とととと    

おおおお手本手本手本手本をををを示示示示すようにしたすようにしたすようにしたすようにした。。。。    6666    



夜夜夜夜
よる

寝寝寝寝
ね

て く れ な いて く れ な いて く れ な いて く れ な い    

なかなか寝てくれない。私も付き合うので、

寝不足が続いて昼間もボーッとしてしまう。

もう限界。どうしたらいいの？ 

布団布団布団布団にににに入入入入ってもってもってもっても、、、、目目目目ががががパッチリパッチリパッチリパッチリ。。。。なかなかなかなかなかなかなかなか寝寝寝寝てくれてくれてくれてくれ

ないないないない、、、、しゅんくんしゅんくんしゅんくんしゅんくん（（（（3333））））    

一時間一時間一時間一時間もももも寝寝寝寝かしつけてかしつけてかしつけてかしつけて、、、、やっとうとうとしてくれたやっとうとうとしてくれたやっとうとうとしてくれたやっとうとうとしてくれた

とととと思思思思ったらったらったらったら、、、、小小小小さなさなさなさな音音音音でででで目目目目がががが覚覚覚覚めてしまってめてしまってめてしまってめてしまって、、、、    

寝寝寝寝かしつけのかしつけのかしつけのかしつけの努力努力努力努力もももも無駄無駄無駄無駄になってしまいますになってしまいますになってしまいますになってしまいます。。。。    

眠眠眠眠ってもってもってもっても、、、、真夜中真夜中真夜中真夜中にパッチリとにパッチリとにパッチリとにパッチリと目目目目がががが覚覚覚覚めてしまうこめてしまうこめてしまうこめてしまうこ

ともあってともあってともあってともあって、、、、そういうそういうそういうそういう時時時時にはにはにはには、、、、昼間昼間昼間昼間とととと同同同同じようにじようにじようにじようにおおおお

もちゃでもちゃでもちゃでもちゃで遊遊遊遊びだしますびだしますびだしますびだします。。。。    

昼間昼間昼間昼間はははは外遊外遊外遊外遊びにびにびにびに連連連連れてれてれてれて行行行行ってってってって疲疲疲疲れているはずなのれているはずなのれているはずなのれているはずなの

にににに、、、、なぜなぜなぜなぜ眠眠眠眠らないのらないのらないのらないの？？？？    

おおおお母母母母さんのさんのさんのさんの寝不足寝不足寝不足寝不足ももももずーっとずーっとずーっとずーっと続続続続いていていていて、、、、もうもうもうもう限界限界限界限界ですですですです。。。。    

真夜中真夜中真夜中真夜中でもでもでもでも起起起起きていたいきていたいきていたいきていたい    

しゅんしゅんしゅんしゅんくんくんくんくん（（（（3333））））    

し ゅ ん く ん がし ゅ ん く ん がし ゅ ん く ん がし ゅ ん く ん が 眠眠眠眠 ら な いら な いら な いら な い の もの もの もの も 原 因原 因原 因原 因 が あ る の か もが あ る の か もが あ る の か もが あ る の か も    

少少少少しのしのしのしの睡眠睡眠睡眠睡眠でででで元気回復元気回復元気回復元気回復    

眠眠眠眠らなくてもらなくてもらなくてもらなくても大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫なななな    

タイプのおタイプのおタイプのおタイプのお子子子子さんもいますさんもいますさんもいますさんもいます    

ママがそばにいないママがそばにいないママがそばにいないママがそばにいない

とととと眠眠眠眠れないれないれないれない    
まだまだまだまだ遊遊遊遊びたいびたいびたいびたい！！！！！！！！    

眠眠眠眠りたいよりりたいよりりたいよりりたいより、、、、遊遊遊遊びたびたびたびた

いいいい気持気持気持気持ちがちがちがちが強強強強いのかもいのかもいのかもいのかも    
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うちはうちはうちはうちは、、、、    

こうしてみたこうしてみたこうしてみたこうしてみたよよよよ！！！！    

りくくん（10）の場合 

りくくん（10）は、赤ちゃんの頃からなか

なか眠れない子でした。 

眠いのに寝付きが悪く、お母さんがつきっ

きりで寝かしつけても、少しの音で、すぐ

目が覚めてしまいます。 

眠りたいのに眠れず、本人もつらそうでし

た。夜に眠れないから、昼間にうとうとす

ることも多く、生活のリズムも乱れて一日

中きげんが悪いりくくん。お母さんの体力

も限界でした。 

お医者さんに相談してみると、人間の体内

のホルモンと同じ処方で副作用が少ない

という導入剤をすすめられました。 

薬が合っていたのか、だんだん眠る時間が 

早くなりました。 

まとまって眠れるようになると、 

体の調子も機嫌も 

よくなり、色々な 

活動もできるように 

なりました。 

正解正解正解正解はははは    

一一一一つじゃないけどつじゃないけどつじゃないけどつじゃないけど    

夜中夜中夜中夜中にににに起起起起きているきているきているきている時時時時はははは、、、、危危危危ないものをないものをないものをないものを片付片付片付片付けけけけ

てててて、、、、鍵鍵鍵鍵もしっかりもしっかりもしっかりもしっかり掛掛掛掛けてけてけてけて、、、、私私私私はははは寝寝寝寝たたたた！！！！！！！！    

平日平日平日平日はははは私私私私がががが一緒一緒一緒一緒にににに寝寝寝寝

てててているのでいるのでいるのでいるので、、、、週末週末週末週末はパはパはパはパ

パとパとパとパと交代交代交代交代したしたしたした。。。。    

おおおお医者医者医者医者さんさんさんさんでででで副作用副作用副作用副作用のののの

少少少少ないないないない睡眠導入剤睡眠導入剤睡眠導入剤睡眠導入剤をををを出出出出

してもらったしてもらったしてもらったしてもらった    

不安不安不安不安そうだったのでそうだったのでそうだったのでそうだったので、、、、    

ママのママのママのママの匂匂匂匂いのするものをいのするものをいのするものをいのするものを    

渡渡渡渡してしてしてして眠眠眠眠らせたらせたらせたらせた    

寝寝寝寝るときはるときはるときはるときは、、、、部屋部屋部屋部屋をををを真真真真っっっっ暗暗暗暗

にしてにしてにしてにして朝朝朝朝はカーテンをはカーテンをはカーテンをはカーテンを開開開開

けてけてけてけておひさまおひさまおひさまおひさまをををを浴浴浴浴びるよびるよびるよびるよ

うにしましたうにしましたうにしましたうにしました。。。。    

寝寝寝寝るるるる前前前前にににに必必必必ずすることをずすることをずすることをずすることを毎日毎日毎日毎日のおのおのおのお約束約束約束約束とととと

してしてしてして決決決決めてめてめてめて「「「「今今今今からからからから寝寝寝寝ようようようよう」」」」というというというというクセクセクセクセをををを

つけたつけたつけたつけた    
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偏偏偏偏
へん

食食食食
しょく

がががが 多多多多
おお

す ぎ るす ぎ るす ぎ るす ぎ る    
食べられるものが少ないと、栄養が足りないん

じゃないかと不安になる‥。給食も心配‥。 

りんりんりんりんちゃんちゃんちゃんちゃん（（（（3333））））ははははごごごご飯飯飯飯よりよりよりより、、、、おおおお菓子菓子菓子菓子がががが好好好好きききき。。。。    

せっかくせっかくせっかくせっかく作作作作ったハンバーグもったハンバーグもったハンバーグもったハンバーグもいつもいつもいつもいつも食食食食べずべずべずべず、、、、大好大好大好大好

きなスナックきなスナックきなスナックきなスナック菓子菓子菓子菓子をポリポリしていますをポリポリしていますをポリポリしていますをポリポリしています。。。。「「「「味覚味覚味覚味覚

はははは三才三才三才三才までにまでにまでにまでに作作作作られるられるられるられる」」」」とととと聞聞聞聞くとくとくとくと、、、、心配心配心配心配になるしになるしになるしになるし、、、、

なによりなによりなによりなにより栄養栄養栄養栄養がかたよるのがかたよるのがかたよるのがかたよるのではないかとではないかとではないかとではないかと心配心配心配心配でででで

すすすす。。。。食育食育食育食育もももも気気気気になるしになるしになるしになるし。。。。    

一所懸命一所懸命一所懸命一所懸命にににに作作作作ったごったごったごったご飯飯飯飯をををを食食食食べてくれないとべてくれないとべてくれないとべてくれないと、、、、やっやっやっやっ

ぱりぱりぱりぱり頭頭頭頭にににに来来来来るしるしるしるし、、、、食事食事食事食事のののの時間時間時間時間はははは、、、、りんちゃんへのりんちゃんへのりんちゃんへのりんちゃんへの

注意注意注意注意がががが多多多多くなってしまいますくなってしまいますくなってしまいますくなってしまいます。。。。    

ごごごご飯飯飯飯のののの時間時間時間時間はははは、、、、りんちゃんにとってもママにとっりんちゃんにとってもママにとっりんちゃんにとってもママにとっりんちゃんにとってもママにとっ

てもてもてもてもストレスがストレスがストレスがストレスが多多多多いいいい時間時間時間時間になっていますになっていますになっていますになっています。。。。    

好好好好きききき嫌嫌嫌嫌いがいがいがいが激激激激しいしいしいしい    

りんりんりんりんちゃんちゃんちゃんちゃん（（（（3333））））    

り ん ち ゃ ん がり ん ち ゃ ん がり ん ち ゃ ん がり ん ち ゃ ん が 偏 食偏 食偏 食偏 食 がががが 多多多多 い の もい の もい の もい の も のののの 原 因原 因原 因原 因 が あ る の か もが あ る の か もが あ る の か もが あ る の か も    

食食食食べべべべることることることることにににに興味興味興味興味がないがないがないがない    あまりあまりあまりあまり動動動動かないからかないからかないからかないから    

おおおお腹腹腹腹がががが空空空空かないかないかないかない    
そもそもそもそもそもそもそもそも少食少食少食少食でもでもでもでも大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫。。。。    

口口口口のののの中中中中のののの感感感感覚覚覚覚がががが感感感感じじじじややややすすすすかかかかっっっったりたりたりたり、、、、温温温温度度度度にににに敏敏敏敏感感感感だだだだっっっったたたたりりりりししししてててて    

固固固固いいいいもももものののの、、、、冷冷冷冷たたたたいいいいもももものののの、、、、熱熱熱熱いいいいもももものののの、、、、混混混混ざざざざったったったったももももののののをををを食食食食べべべべらららられれれれ

なななないいいい。。。。ワガワガワガワガママママママママででででははははななななくくくく「「「「食食食食べらべらべらべられれれれなななないいいい」」」」「「「「口口口口ににににでででできなきなきなきないいいい」」」」    

他他他他ににににもももも、、、、特特特特定定定定のののの色色色色やややや形形形形やややや食食食食材材材材、、、、特特特特定定定定のののの食食食食感感感感ががががダダダダメメメメでででで食食食食べべべべらららら

れれれれなななないいいいななななどどどど   。 

（（（（食食食食べべべべ物物物物のすききらいのすききらいのすききらいのすききらい））））    
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うちはうちはうちはうちは、、、、    

こうしてみたこうしてみたこうしてみたこうしてみたよよよよ！！！！    

おやつはおやつはおやつはおやつは隠隠隠隠してしてしてして、、、、おやつのおやつのおやつのおやつの時時時時

間間間間とととと食食食食べるべるべるべる量量量量をををを決決決決めてめてめてめて、、、、    

守守守守るようにしたるようにしたるようにしたるようにした。。。。    

さくらさん（15）の場合 

さくらさんは幼い頃、少食な上、とて

も偏食でした。食べられるものを数え

たら、５種類程度でした。 

決まったものばかり食べる「ばっかり

食べ」の時期が長く続き、栄養が偏る

のでは？と心配でしたが、とにかく何

か食べていて、身体が成長していたら

それで OK！と割り切りました。 

少しずつ少しずつ食べられるものが増

えていきました。 

小学校高学年になると、身体の成長と

ともに、食欲も出てきました。 

調理実習で料理を作ったのがきっかけ

で、料理を作るのが好きになり、様々

な食材に 

チャレンジ！

今では毎日の 

食事を楽しんで 

います。 

正解正解正解正解はははは    

一一一一つじゃないけどつじゃないけどつじゃないけどつじゃないけど    

コロッケがコロッケがコロッケがコロッケが食食食食べられたのでべられたのでべられたのでべられたので、、、、違違違違うううう食材食材食材食材をををを揚揚揚揚げげげげ物物物物にににに

してしてしてして、、、、揚揚揚揚げげげげ物物物物つながりでつながりでつながりでつながりでレパートリーをレパートリーをレパートリーをレパートリーを増増増増やしたやしたやしたやした。。。。    

食食食食べるべるべるべる経験経験経験経験をををを増増増増やしてやしてやしてやして、、、、安心感安心感安心感安心感をををを育育育育てたてたてたてた。。。。 

もともともともともともともともと少食少食少食少食だっただっただっただったのでのでのでので、、、、    

無理無理無理無理にににに食食食食べさせることはせずべさせることはせずべさせることはせずべさせることはせず

にににに、、、、そのそのそのその時時時時にににに食食食食べられるものべられるものべられるものべられるもの

をををを食食食食べさせたよべさせたよべさせたよべさせたよ！！！！    

一度一度一度一度にににに量量量量がががが食食食食べられないのべられないのべられないのべられないの

でででで、、、、おやつはおおやつはおおやつはおおやつはお菓子菓子菓子菓子ではなくではなくではなくではなく、、、、

「「「「ごごごご飯飯飯飯」」」」にしたにしたにしたにした。。。。    

苦手苦手苦手苦手なななな見見見見たたたた目目目目、、、、苦手苦手苦手苦手なななな食感食感食感食感のものはのものはのものはのものは無理無理無理無理にににに食食食食べさせなかべさせなかべさせなかべさせなか

ったったったった。（。（。（。（ヌルヌルヌルヌルヌルヌルヌルヌル、、、、つるつるつるつるつるつるつるつる、、、、ぐにゃっとしたものなどぐにゃっとしたものなどぐにゃっとしたものなどぐにゃっとしたものなど））））    

混混混混ざったものはざったものはざったものはざったものはわけわけわけわけてててて食食食食べたべたべたべたりしたりしたりしたりした。。。。    

ケチャップをケチャップをケチャップをケチャップを掛掛掛掛けたらけたらけたらけたら    

食食食食べられたのでべられたのでべられたのでべられたので、、、、とりあえとりあえとりあえとりあえ

ずケチャップをずケチャップをずケチャップをずケチャップを掛掛掛掛けたけたけたけた。。。。    

（（（（大好大好大好大好きなきなきなきなケチャップケチャップケチャップケチャップ味味味味でででで

安心安心安心安心できできできできたのかもたのかもたのかもたのかも））））    

学校学校学校学校やややや幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの給食給食給食給食のののの時間時間時間時間    

ならならならなら食食食食べられるというべられるというべられるというべられるという食材食材食材食材がががが    

増増増増えてきたえてきたえてきたえてきた。。。。    

（（（（家家家家ではではではでは食食食食べなくてもべなくてもべなくてもべなくてもＯＫＯＫＯＫＯＫ！！！！    

としたとしたとしたとした））））    
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トイレトレーニングがすすまないトイレトレーニングがすすまないトイレトレーニングがすすまないトイレトレーニングがすすまない

なかなかオムツがとれない。いったいいつに

なったらトイレでできるのかなぁ。 

トイレトレーニングがなかなかトイレトレーニングがなかなかトイレトレーニングがなかなかトイレトレーニングがなかなか終終終終わらないみわらないみわらないみわらないみ

なとくんなとくんなとくんなとくん（（（（3333）。）。）。）。

近所近所近所近所のののの同同同同じじじじ年年年年のののの友達友達友達友達はははは、、、、皆皆皆皆トイレトレーニントイレトレーニントイレトレーニントイレトレーニン

グがグがグがグが終終終終わったようですわったようですわったようですわったようです。。。。ちょっとちょっとちょっとちょっと焦焦焦焦ってきまってきまってきまってきま

したしたしたした。。。。そろそろかなそろそろかなそろそろかなそろそろかな？？？？とととと、、、、トイレにトイレにトイレにトイレに座座座座らせまらせまらせまらせま

すがすがすがすが、、、、一滴一滴一滴一滴もももも出出出出ませんませんませんません。。。。それなのにそれなのにそれなのにそれなのに、、、、オムツオムツオムツオムツ

にににに替替替替えたえたえたえたらすぐにらすぐにらすぐにらすぐに出出出出してしまいましたしてしまいましたしてしまいましたしてしまいました。。。。    

良良良良いといといといと言言言言われるやりわれるやりわれるやりわれるやり方方方方をををを、、、、いろいろといろいろといろいろといろいろとチャレチャレチャレチャレ

ンジするのンジするのンジするのンジするのですがですがですがですが、、、、成功成功成功成功しませんしませんしませんしません。。。。

そのうちそのうちそのうちそのうち、、、、みなとくんもママもおみなとくんもママもおみなとくんもママもおみなとくんもママもお互互互互いストレいストレいストレいストレ

ススススがたまってがたまってがたまってがたまって疲疲疲疲れてれてれてれてしまいましたしまいましたしまいましたしまいました。。。。

なかなかオムツがとれないなかなかオムツがとれないなかなかオムツがとれないなかなかオムツがとれない    

みなとみなとみなとみなとくんくんくんくん（（（（3333））））    

みなとくんがみなとくんがみなとくんがみなとくんがトイレトレーニングがすすまないのにもトイレトレーニングがすすまないのにもトイレトレーニングがすすまないのにもトイレトレーニングがすすまないのにも原因原因原因原因があるのかもがあるのかもがあるのかもがあるのかも    

トイレがトイレがトイレがトイレがイヤだイヤだイヤだイヤだ！！！！

こどものこどものこどものこどもの脳脳脳脳やややや身体身体身体身体のののの発達発達発達発達によってによってによってによって、、、、

トイレトレーニングをトイレトレーニングをトイレトレーニングをトイレトレーニングを始始始始めるめるめるめる    

タイミングがタイミングがタイミングがタイミングが違違違違いますいますいますいます。。。。    

トイレがトイレがトイレがトイレが一人一人一人一人ででででできるようになるたできるようになるたできるようになるたできるようになるた

めのめのめのめの成長成長成長成長はははは、、、、個人差個人差個人差個人差がががが大大大大きいきいきいきいですですですです。。。。    

膀胱膀胱膀胱膀胱    
ぼうぼうぼうぼうこうこうこうこう

脳脳脳脳    

トイレまでトイレまでトイレまでトイレまで

歩歩歩歩けるけるけるける    

古古古古いいいい、、、、    

汚汚汚汚いいいい    

穴穴穴穴がこわいがこわいがこわいがこわい    

高高高高くてくてくてくて    

不安定不安定不安定不安定    

トイレトレのトイレトレのトイレトレのトイレトレの    

やりすぎやりすぎやりすぎやりすぎ‥‥‥‥もうイヤもうイヤもうイヤもうイヤ    

こわいこわいこわいこわい！！！！    
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うちはうちはうちはうちは、、、、    

こうしてみたこうしてみたこうしてみたこうしてみたよよよよ！！！！    

しゅうとくん（10）の場合 

しゅうとくんのオムツはなかなかとれ

ませんでした。 

もしかしたら、しゅうとくんとはトイ

レが何をするところか、わかっていな

いのかもしれないと思い、2 歳上のお

兄ちゃんに、トイレでオシッコすると

ころを、しゅうとくんに見せてくれる

よう、お願いしました。しゅうとくん

は、トイレに座る意味がわかったよう

でした。しかし、生まれてからずっと

オムツの中にしているのに、その習慣

を変えるのは、しゅうとくんには難し

いようでした。 

まず、オムツをはいたままトイレに座

ってオシッコしたり、 

少しずつ抵抗を減らし 

ていきました。 

オムツを外して

トイレが成功すると

しゅうとくんも 

ドヤ顔でした。 

正解正解正解正解はははは    

一一一一つじゃないけどつじゃないけどつじゃないけどつじゃないけど    

どれくらいのどれくらいのどれくらいのどれくらいの間隔間隔間隔間隔でででで出出出出るのかるのかるのかるのか気気気気ににににしながらしながらしながらしながら    

そのそのそのその時間時間時間時間にににに合合合合わせてトイレにわせてトイレにわせてトイレにわせてトイレに誘誘誘誘ったったったった。。。。    

「「「「ああああ、、、、トイレかなトイレかなトイレかなトイレかな？」？」？」？」とととと気気気気づいたらづいたらづいたらづいたら、、、、    

トイレにトイレにトイレにトイレに誘誘誘誘ったったったった。。。。    

特特特特にににに何何何何もしなかったもしなかったもしなかったもしなかった。。。。    

「「「「まだまだまだまだオムツオムツオムツオムツ？」？」？」？」というというというという    

周周周周りのりのりのりの声声声声はははは気気気気にせずにせずにせずにせず、、、、    

いつかいつかいつかいつか取取取取れるとれるとれるとれると思思思思ってってってって、、、、    

成長成長成長成長ををををあせらずあせらずあせらずあせらず待待待待ったったったった。。。。    

トイレトイレトイレトイレをををを居心地居心地居心地居心地いいいいいいいい    

空間空間空間空間にしてみたにしてみたにしてみたにしてみた。。。。    

ちょっとでもトイレにちょっとでもトイレにちょっとでもトイレにちょっとでもトイレに入入入入

ったりったりったりったり、、、、便座便座便座便座にににに座座座座れたれたれたれたらららら、、、、

「「「「すごいすごいすごいすごい！」「！」「！」「！」「かっこいいかっこいいかっこいいかっこいい」」」」

ととととほほほほめためためためた！！！！    

トイレがトイレがトイレがトイレが何何何何をするをするをするをする場所場所場所場所かかかか    

見見見見てわかるようにてわかるようにてわかるようにてわかるように教教教教えたえたえたえた。。。。    

実実実実はははは    

トイレにトイレにトイレにトイレに    

行行行行きたいきたいきたいきたい    

ポーズポーズポーズポーズ    

おおおお兄兄兄兄ちゃんがちゃんがちゃんがちゃんが    

見本見本見本見本    
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待待待待
ま

てないてないてないてない、、、、じっとしていられないじっとしていられないじっとしていられないじっとしていられない    

元気いっぱいなのはいいんだけど、落ち着きがな

さ過ぎる気がする。 

あおいちゃんはあおいちゃんはあおいちゃんはあおいちゃんは、、、、とってもとってもとってもとっても元気元気元気元気なななな女女女女のののの子子子子。。。。公園大公園大公園大公園大

好好好好きききき、、、、運動運動運動運動もももも大好大好大好大好きですきですきですきです。。。。公園公園公園公園にいくとにいくとにいくとにいくと、、、、いちもいちもいちもいちも

くさんにブランコへくさんにブランコへくさんにブランコへくさんにブランコへ。。。。おおおお友達友達友達友達がががが並並並並んでいるのにんでいるのにんでいるのにんでいるのに、、、、

平気平気平気平気でででで割割割割りりりり込込込込みみみみしてしてしてしてブランコブランコブランコブランコにににに乗乗乗乗ってしまいまってしまいまってしまいまってしまいま

すすすす。。。。    

そのたびにおそのたびにおそのたびにおそのたびにお母母母母さんがさんがさんがさんが謝謝謝謝っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、本人本人本人本人はははは気気気気

にせずにせずにせずにせず、、、、すべりすべりすべりすべり台台台台にににに向向向向かっていますかっていますかっていますかっています。。。。    

「「「「こらーこらーこらーこらー！！！！あおいあおいあおいあおい！！！！待待待待ちなさーいちなさーいちなさーいちなさーい！」！」！」！」    

朝朝朝朝からからからから晩晩晩晩までまでまでまで、、、、走走走走りりりり回回回回るあおいちゃんをるあおいちゃんをるあおいちゃんをるあおいちゃんを追追追追いかけいかけいかけいかけ

てててていますいますいますいます。。。。    

毎日謝毎日謝毎日謝毎日謝ったりったりったりったり、、、、怒怒怒怒ってばかりのってばかりのってばかりのってばかりの子育子育子育子育てにてにてにてにくたくたくたくたくたくたくたくた

にににに疲疲疲疲れてしまったおれてしまったおれてしまったおれてしまったお母母母母さんですさんですさんですさんです。。。。    

じっとしてじっとしてじっとしてじっとしていいいいられないられないられないられない    

あおいちゃんあおいちゃんあおいちゃんあおいちゃん（（（（4444））））    

あおいちゃんがあおいちゃんがあおいちゃんがあおいちゃんが待待待待てないてないてないてない、、、、じっとしていられないじっとしていられないじっとしていられないじっとしていられないのものものものも原因原因原因原因があるのかもがあるのかもがあるのかもがあるのかも    

じっとしていられないじっとしていられないじっとしていられないじっとしていられない    

感覚感覚感覚感覚はははは、、、、まるでまるでまるでまるで、、、、パンツパンツパンツパンツ

のののの中中中中にににに虫虫虫虫がいるみたいながいるみたいながいるみたいながいるみたいな

子子子子もいるんだってもいるんだってもいるんだってもいるんだって！！！！    

全身全身全身全身がモゾモゾするがモゾモゾするがモゾモゾするがモゾモゾする感覚感覚感覚感覚

のののの子子子子ももももいいいいるるるるのののの！！！！    

動動動動いているのがいているのがいているのがいているのが「「「「基本基本基本基本」」」」    

静静静静かにしているよりかにしているよりかにしているよりかにしているより、、、、    

飛飛飛飛んだりはねたりんだりはねたりんだりはねたりんだりはねたり    

走走走走りりりり回回回回っているっているっているっている方方方方がががが    

落落落落ちちちち着着着着くくくくタイプなタイプなタイプなタイプなんですんですんですんです    

楽楽楽楽しそうなものをしそうなものをしそうなものをしそうなものを見見見見るとるとるとると、、、、

それそれそれそれ以外以外以外以外のもののもののもののもの（（（（並並並並んでいんでいんでいんでい

るるるる人人人人））））ににににはははは    

気気気気がつかないがつかないがつかないがつかない！！！！    
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うちはうちはうちはうちは、、、、    

こうしてみたこうしてみたこうしてみたこうしてみたよよよよ！！！！    

まおさん（1３）の場合 

まおさんは、明るくてとっても活動的な

女の子です。小さい時は、出かけると、

あっという間にいなくなり、迷子になっ

てしまうことも何度もありました。静か

にしていなくてはいけない場所でも、お

しゃべりが止まらないこともありまし

た。 

小学校に入学する前に、お母さんは、発

達センターでサポートブックの作り方を

学び、作成しました。入学したあとは、

担任の先生と、サポートブック、スマイ

ルプラン（市川市で作成する「個別の教

育支援計画」）を元に、まおさんに必要な

支援を話し合うことができました。 

年齢とともに、だんだん落ち着いてきた

まおさん、苦手なこともあるけれど、 

周りのサポートに 

支えられて、 

楽しく学校に 

通っています。 

正解正解正解正解はははは    

一一一一つじゃないけどつじゃないけどつじゃないけどつじゃないけど    

言葉言葉言葉言葉よりよりよりより行動行動行動行動がががが先先先先になってになってになってになって

しまうことがあるのでしまうことがあるのでしまうことがあるのでしまうことがあるので、、、、    

今今今今のののの感情感情感情感情をををを表表表表すすすす言葉言葉言葉言葉をををを教教教教ええええ

たたたた。。。。    

ついついついついついついついつい注意注意注意注意やややや叱叱叱叱ることがることがることがることが多多多多

くなるのでくなるのでくなるのでくなるので、、、、たとえたとえたとえたとえ当当当当たりたりたりたり前前前前

のことでものことでものことでものことでも、、、、意識意識意識意識してほめるしてほめるしてほめるしてほめる

ようにしたようにしたようにしたようにした。。。。    
一緒一緒一緒一緒にににに買買買買いいいい物物物物はできなかったはできなかったはできなかったはできなかった

のでのでのでので、、、、必要必要必要必要なものはなものはなものはなものは宅配宅配宅配宅配でででで頼頼頼頼んんんん

だだだだ。。。。家家家家のののの中中中中もももも片付片付片付片付かなかなかなかないのでいのでいのでいので、、、、    

思思思思いいいい切切切切ってってってって、、、、家事家事家事家事のヘルパーさのヘルパーさのヘルパーさのヘルパーさ

んんんんもももも利用利用利用利用ししししてみてみてみてみたたたた。。。。    

どうしてもどうしてもどうしてもどうしてもよくよくよくよく考考考考えずにえずにえずにえずに動動動動いてしまうのだからいてしまうのだからいてしまうのだからいてしまうのだから、、、、    

許許許許せるせるせるせる範囲内範囲内範囲内範囲内でででで動動動動くことをくことをくことをくことを OKOKOKOK にしたにしたにしたにした。。。。    

またまたまたまた、、、、できるできるできるできる限限限限りでりでりでりで、、、、周周周周りにもりにもりにもりにも配慮配慮配慮配慮をおをおをおをお願願願願いしたいしたいしたいした。。。。    

伝伝伝伝えるえるえるえる時時時時はははは、、、、言葉言葉言葉言葉よりもよりもよりもよりも具体的具体的具体的具体的にににに。。。。    

文字文字文字文字やややや絵絵絵絵やややや、、、、チェックリストなどでチェックリストなどでチェックリストなどでチェックリストなどで    

わかりやすくしたわかりやすくしたわかりやすくしたわかりやすくした。。。。    

公園公園公園公園がががが混混混混んでるんでるんでるんでる時間帯時間帯時間帯時間帯はははは    

避避避避けてけてけてけて、、、、人人人人がいないがいないがいないがいない時間帯時間帯時間帯時間帯にににに    

思思思思いっきりいっきりいっきりいっきり好好好好きなきなきなきな遊具遊具遊具遊具でででで    

遊遊遊遊ばせたばせたばせたばせた！！！！    

アプリアプリアプリアプリ    

でもでもでもでもＯＫＯＫＯＫＯＫ    
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保健センター 

047-377-4511

私私私私はははは、、、、子子子子どもがどもがどもがどもが 9999 ヶヶヶヶ月月月月のののの時時時時にににに首首首首のののの

座座座座りがりがりがりが遅遅遅遅くくくく、、、、反応反応反応反応もももも遅遅遅遅さがあったさがあったさがあったさがあった

のでのでのでので、、、、保健保健保健保健センターにセンターにセンターにセンターに電話電話電話電話しまししまししまししまし

たたたた。。。。そこからそこからそこからそこから発達発達発達発達センターをセンターをセンターをセンターを紹介紹介紹介紹介

されされされされ、、、、月月月月にににに数回通数回通数回通数回通いましたいましたいましたいました。。。。    

ママママママママ友友友友もたくさんできてもたくさんできてもたくさんできてもたくさんできて    

楽楽楽楽しいしいしいしい時間時間時間時間でしたでしたでしたでした。。。。    

市川市こども発達センター 

こども発達相談室 

047-370-3577

一歳半一歳半一歳半一歳半健健健健診診診診でででで言葉言葉言葉言葉がががが出出出出ないということでないということでないということでないということで    

様子見様子見様子見様子見になりましたになりましたになりましたになりました。。。。２２２２歳歳歳歳になるになるになるになるとととと、、、、周周周周

りのりのりのりの子子子子とととと比比比比べてさらにべてさらにべてさらにべてさらに不安不安不安不安がががが強強強強くなりまくなりまくなりまくなりま

したしたしたした。。。。心配心配心配心配なことなことなことなことばかりでしたばかりでしたばかりでしたばかりでした。。。。いてもいてもいてもいても

たってもいられなくなりたってもいられなくなりたってもいられなくなりたってもいられなくなり、、、、保健師保健師保健師保健師さんかさんかさんかさんか

らららら発達発達発達発達センターをセンターをセンターをセンターを教教教教えてえてえてえていただきいただきいただきいただき、、、、グルグルグルグル

ープープープープ外来外来外来外来にににに通通通通いいいい始始始始めましためましためましためました。。。。似似似似たようなたようなたようなたような

悩悩悩悩みをみをみをみを持持持持つママつママつママつママ達達達達やややや療育療育療育療育のののの先生先生先生先生にににに気持気持気持気持ちちちち

をををを受受受受けけけけ止止止止めてもらううちにめてもらううちにめてもらううちにめてもらううちに、、、、私私私私がががが笑笑笑笑えるえるえるえる

ようになりようになりようになりようになり、、、、子子子子どももどももどももどもも少少少少しずつしずつしずつしずつ安定安定安定安定してしてしてして

きたようにきたようにきたようにきたように思思思思いますいますいますいます。。。。    

相談相談相談相談
そうだん

窓口窓口窓口窓口
まどぐち

などのなどのなどのなどの情報情報情報情報
じょうほう

ページページページページ    

生後生後生後生後間間間間もないもないもないもない頃頃頃頃のののの保健師保健師保健師保健師さんのさんのさんのさんの訪問訪問訪問訪問のののの時時時時にににに    

発育発育発育発育やややや発達発達発達発達のことなどいろいろのことなどいろいろのことなどいろいろのことなどいろいろのののの相談相談相談相談ををををしししし、、、、

発達発達発達発達センターをセンターをセンターをセンターを紹介紹介紹介紹介してしてしてして頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。    

そこでそこでそこでそこで、、、、同同同同じじじじようなようなようなような状況状況状況状況ののののおおおお子子子子さんとママさんとママさんとママさんとママ達達達達

もももも紹介紹介紹介紹介してくれてしてくれてしてくれてしてくれて、、、、15151515 年間年間年間年間、、、、成長成長成長成長とととと共共共共にににに悩悩悩悩んんんん

だりだりだりだり笑笑笑笑ったりしていますったりしていますったりしていますったりしています。。。。        

一人一人一人一人ではではではでは    どうしてどうしてどうしてどうして良良良良いかわからなかったのいかわからなかったのいかわからなかったのいかわからなかったの

でででで、、、、ありがたかったですありがたかったですありがたかったですありがたかったです。。。。    
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私私私私はははは、、、、息子息子息子息子がががが 4444 歳歳歳歳のののの時時時時にににに吃音吃音吃音吃音（（（（きつおんきつおんきつおんきつおん））））

やチックやチックやチックやチック症症症症がががが気気気気になってになってになってになって、、、、発達発達発達発達センターセンターセンターセンター

のののの連絡先連絡先連絡先連絡先をををを調調調調べてべてべてべて電話電話電話電話をしましたをしましたをしましたをしました。。。。    

そのそのそのその後後後後、、、、親子親子親子親子でででで発達発達発達発達センターにセンターにセンターにセンターに定期的定期的定期的定期的にににに

通通通通いましたいましたいましたいました。。。。    

不安不安不安不安なななな気持気持気持気持ちをちをちをちを聞聞聞聞いてもらえたことがいてもらえたことがいてもらえたことがいてもらえたことが    

一番嬉一番嬉一番嬉一番嬉しかったですしかったですしかったですしかったです。。。。    

南行徳保健センター 

047-359-8785
子子子子どもはどもはどもはどもは他市他市他市他市でででで生生生生まれましたまれましたまれましたまれました。。。。    

１１１１歳半歳半歳半歳半健健健健診診診診でででで 2222 歳歳歳歳になってもになってもになってもになっても言葉言葉言葉言葉

がでなかったらがでなかったらがでなかったらがでなかったら連絡連絡連絡連絡してとしてとしてとしてと言言言言われわれわれわれ、、、、

保健保健保健保健センターにセンターにセンターにセンターに電話電話電話電話しましたしましたしましたしました。。。。すぐすぐすぐすぐ

にににに保健師保健師保健師保健師さんがさんがさんがさんが自宅自宅自宅自宅にににに来来来来てくれててくれててくれててくれて、、、、

子子子子どものどものどものどもの様子様子様子様子やややや私私私私のののの話話話話をををを聞聞聞聞いてくいてくいてくいてく

れましたれましたれましたれました。。。。    

3333 歳歳歳歳 8888ヶヶヶヶ月月月月のののの時時時時にににに市川市川市川市川にににに引引引引っっっっ越越越越してしてしてして

きましたきましたきましたきました。。。。子子子子どものどものどものどもの発達発達発達発達にににに対対対対しししし心配心配心配心配

がありがありがありがあり、、、、すぐにすぐにすぐにすぐに発達発達発達発達センターにセンターにセンターにセンターに電話電話電話電話

しましたしましたしましたしました。。。。ケースケースケースケースワーカーのワーカーのワーカーのワーカーの先生先生先生先生やややや

心理心理心理心理のののの先生先生先生先生とととと話話話話ができてができてができてができて、、、、初初初初めてのめてのめてのめての

土地土地土地土地でもでもでもでも、、、、とてもとてもとてもとても安心安心安心安心できましたできましたできましたできました。。。。    

こども家庭支援センター 

047-711-0679
18 歳までのお子さんの養育、家庭でのしつけ、 

学校生活、家族関係など子育てに関するあらゆる 

相談をお受けします。 

お気軽に 

ご相談 

くださいね！
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出来ることと出来ないことの差が大きく、 

不安がりで、かんしゃく持ちで、 

落ち着きのない息子を育てるのに、 

たくさんの育児本を読みました。 

でも、最終的に人との出会いや関わりの中で支えられ、 

助けられている今があります。 

それぞれの花に合った肥料を与えて満開に花咲かせるように、 

息子に合った環境をつくって、息子の花を咲かせることが 

命の運び（運命）を良くすることなんだと学びました。 

今では、出来なかったことも随分と出来るようになり、 

身体的特徴や苦手なことも受け入れながら、 

時には笑いに変えて楽しく学校に通っています。 

不安で悩んだ先に「大丈夫」と思える日が来るので、ままのて手帳が、 

少しでも子育ての視点が変わるきっかけとなりますように。 

息子 11 歳 

～～～～先輩先輩先輩先輩ママママママママ・パパ・パパ・パパ・パパからのからのからのからの手紙手紙手紙手紙～～～～    
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我が家の息子は、歩き始めるのも、しゃべるのも、オムツがはずれるのも 

他のお子さんに比べるととても遅く心配でした。 

特に小さい頃は母親の私もわからないことだらけで「これでいいの？」 

「どうしてこうなの？」「どうしたらいいの？」と不安でいっぱいでした。 

でも、そんな時助けになったのは悩みを打ちあけられる 

「ママ友」さん達の存在でした。 

私の場合は、「ママ友」でしたが、誰でもいいのです。パパでも、ご実家の

ご両親でも、学校や幼稚園の先生でも、時には医療機関の専門家でも‥ 

誰でも！！ 

思っていること、悩んでいることを吐き出して相談できると、 

不思議と心は軽くなります。 

一人で悩んでいると、答えが見つからないことも、他の人から一言「大丈

夫だよ！」と言ってもらえるだけで気持ちが楽になってみたり。 

今思い出すと、あの頃私は息子の成長のタイミングに合わせて見守り、 

サポートしていくことしかできませんでしたが、

あせらず、おおらかな気持ちで幼い息子に接してあげられたことは 

結果的にとてもよかったと思っています。 

私の気持ちに余裕がうまれたのは、 

なんでも相談し合える仲間たちのおかげだと思っています。 

現在息子は中学生になりましたが、 

当時からの「ママ友」仲間とも 

縁はつながったまま。 

今でも心配なこと悩みがある時は 

楽しくおしゃべりしながら相談にのってもらっています。 

子どもはママが笑っているのが一番幸せなはず！！ 

これを読んでいる皆さんも楽しく笑って過ごせますように♡ 

息子 14 歳 
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ちっちゃくて、 

歩くのも話をするのもゆっくりで 

たくさん悩んだり、試したり、相談したり。 

でもピカイチの笑顔に癒されて、 

一緒にゆっくり一歩ずつ歩いてきました。 

今思えば、あの時の悩みは 

あるあるネタで笑いあえたり、 

いつのまにかできるようになってたり、 

違う悩みが発生したり… 

まだまだ成長の途中です。 

他の子と同じじゃなくていいんです。 

いろんな人に相談しちゃっていいんです。 

頼っていいんです。 

たまに手抜きしたり、サボってもいいんです。 

皆さんの お子さんに合った目標・課題・対応を、 

じっくり考えてあげてください。 

お母さんが笑顔だと、きっとお子さんも笑顔になりますよ。 

息子 15 歳 
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夜寝てくれない 

食べてくれない 

場所見知り、人見知り 

目を離した一瞬で逃亡‥ 

気に食わないと、かんしゃくを起こして一時間号泣 

何もかも思っていた子育てと違っていました。 

トンネルを抜け出したくて

相談の電話をかけました。

もしかしたら、正解の子育ても 

間違った子育てもないのかもしれない。 

でも、その子に合う子育て 

というものは確実にあると思います。 

専門家や医療機関のアドバイスを受け 

同じような悩みを持つ親子とのつながりが出来て 

私達の生活は少しずつ変わっていきました。 

息子に合わせた 

オーダーメイドの子育てをしていくうちに、

少しずつ息子の行動の意味が 

わかってきました。 

あの頃の自分に会って、 

今の息子を見せたいと思うことがあります。 

「ちょっと手強いかもしれないけど、だいじょうぶ！」 

今の息子は毎日楽しく生活しているよ。 

ご飯もたくさん食べてるよ。 

私も毎日楽しいよ。 

だから皆さんも、きっと 

「なんとかなるよ、だいじょうぶ！」 

息子 15 歳 
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何の問題もなく出産して、 

順調に成長していると信じて疑っていませんでした。 

でも、今にして思えば…ということが多々あって、「あの時気づい

ていれば」と後悔ばかりしていました。 

でもそれを口にすると夫は 

「過去は取り戻せないから、前を向こう」と言いました。 

いつまでも「なぜ気づけなかったのか？」を繰り返し考え続けてい

た私でしたが、夫のその言葉でようやく我が子の今と未来を考えよ

うと前に一歩踏み出せたように思います。 

ところが一歩踏み出した私は、やることも山ほどあり、 

２歳年下の弟もいて、日々とても疲弊していました。 

そんな中で同じような子どもを持つママ達と発達センターを通し

て知り合って、子どものことはもちろん、全く関係ない世間話をし

たりするうちに、しだいに心がほぐれていったのを覚えています。 

ひとりじゃないんだ、話を聞いてくれる人がいる、 

たったこれだけのことが、子どもといちばん関わる「私」にとって

とてもたいせつなことのように感じます。 

今、我が子は中学生になり、日々を懸命に、 

だけどマイペースで生きています。 

私はといえば、心おだやかに、といかないこともありますが、 

先が見えず、私は一生こんな生活を続けていくんだと 

悲観的になっていたころの自分がうそのように、 

子どもの将来についてあれこれ考えたり、情報を集めたりして、 

仲良くなったママ達と楽しく日々を過ごしています。 

これを目にしたみなさんが、前を向いて一歩を踏み出す 

きっかけとなればいいなと思います。 

息子 14 歳 

21212121    



『何かが違う…』と感じた生後 6ヶ月。 

その不思議な何とも言えない感覚は 

日を追うごとに大きな不安となっていきました。 

話さない、目が合わない、とにかくずっと動いている… 

上の子の時とは違う子育てに焦り、どうしたらいいのか、 

何が正解なのか模索する毎日でしたが、 

発達センターで出会った先生方やママ達のお陰で、 

私と娘の毎日はガラリと変わっていきました。 

先生方のアドバイスを基に実践したことで、 

娘は色々なことを理解していきました。 

そして、やり方次第でコミュニケーションが取れることを 

肌で感じた主人は、より協力的になってくれました。 

そのままの娘を受け入れてくれ、 

一緒に成長を喜んでくれる人達がいる… 

悩んだ時、共に考え励まし支えてくれる人達がいる… 

『一人じゃない、仲間がいる』という安心感を土台に 

今の自分があるのだと思います。 

あんなに悩んでいたけれど、 

今では良い意味で期待を裏切る娘の成長が 

楽しみでしょうがない私になっています。 

だから大丈夫。思い切って一歩踏み出しましょう。 

娘 13歳    
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【息子の誕生と発達遅滞について】 

今年 14 歳になる、とても優しくて頑張り屋の息子の父親です。 

息子は初めての子供で、会社員である私は他の子供と比べて見る機

会もほとんどなかったので、小さい頃は特に成長が気になるという

こともありませんでした。しかし成長するにつれ、息子の興味の対

象やコミュニケーション面での発達の遅れが気になりはじめまし

た。

【焦りから理解へ】 

息子の成長が育児本に書いてある進路を外れたことに気づいた時

にはとてもショックを受けました。

すぐに息子の障害を受け入れられた訳ではありませんが、その焦り

はやがて「息子がもつ自閉的な側面を理解しなければ！」に変わっ

ていき、とにかく図書館やインタ－ネットで発達障害について調べ

たり、自閉症の早期療育関連のセミナーなどで基礎知識を得ようと

しました。

【早期療育の実践】 

そうして調べるうちに、参加したセミナーや資料等で、共通して出

てくるメッセージがあることに気づきました。

それは、「どの子供も独自の個性とチャレンジ（課題）を持ってい

る」ということと、「親が子供と向きあいながら一緒に勉強したり

遊んだりすることのかけがえのなさ」でした。

その後は時間のやりくりをしながら、夜に一時間ほど、息子と一対

一で、人との関係を覚える遊びや、様々な療育を続けているうちに、

少しずつ息子の自閉を伴う特性に向き合えるようになっていきま

した。 
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【積み重なっていく小さな喜び】 

次第に彼の好きなこと、得意分野や不得意分野も見えてきました。

特性上できないこともある一方で、息子にできることもたくさんあ

ることが分かってきました。息子が自分の力できるようになったこ

と、妻や先生のおかげでできるようになったこと、自分との遊びや

勉強を通してできるようになったこと。どれもとても小さなことで

したし、一歩進んで２歩も３歩も戻ることもありましたが、少しず

つ積み重なっていく息子の成長を、妻と共有するのが日常の楽しみ

になっていきました。 

どの親でもみんな同じ想いだと思いますが、私も子供が少しでも社

会生活をスム－ズに送れるようにと願い、そしてそのための早期療

育はとても大切だと感じています。 

今はとても大変な渦中にいる方もいらっしゃると思います。子供の

特性がつかめずイライラすることも、療育を始めても思うようにい

かず、親子ともにストレスを抱えることもたくさんあるでしょう。

そんな時には無理をせず休んで、いろんな人に頼ってください。そ

して元気が出たらまたお子さんと向き合ってみてください。 

当時私が読んだ本の一つに、『サムへの手紙』というのがあります。

著者のダニエル・ゴットリーブ氏はアメリカの心理学者で、自閉症

のサム君というお孫さんがいます。 

ゴッドリ－ブ氏は、インタビューで、「自閉症のお孫さんがいるの

はどんな感じですか？」と質問された時に、自閉症のことにはまっ

たく触れず、「孫がいてとても幸せです」と答えています。 

皆様のお子さんの、小さな成長を重ねていく小さな喜びが、たくさ

ん積み重なっていくことを願ってやみません。 

息子 14 歳 
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待望の二人目の女の子、かわいくて仕方がありませんでした。 

でも、まわりの子より成長がいつも少し遅れていました。 

いつも周りと比べて焦ったり不安になったりで、 

インターネットに安心を探し、

成長が遅い子でも大丈夫という体験談ばかり探していま 

したが不安が解消されることはありませんでした。 

初めて電話した発達センター。 

保健師さんの「お母さんがんばってきましたね。 

ぜひ娘さんの成長を一緒に見守っていきましょう。 

大丈夫ですよ」という第一声に 

氷のように冷えた心が解かされるようでした。 

切羽詰まっていたので本当にほっとしたのです。 

そこからたくさんの方との出会いに支えられ、 

大切な仲間も友達もできました。 

今、娘は中学生になり、大きく成長しました。 

学校でもやる気がみなぎっています。 

私も娘の子育てを通じてできた友人たちと 

子育てから時には離れて楽しんでいます。 

暗闇にいるような気分の時期もありましたが、 

何にしても好転する道は必ずあるのだなと今は思います。 

不安を抱えているお母さん、 

思い切って一歩を踏み出して手の届くところから 

ぜひ人を頼ってたくさんの人と繋がってみてください。 

きっとお子さんの笑顔が待っています！ 

娘 12歳 
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22226666    

  
産まれた時は手のかからない赤ちゃんだった娘。 

自立歩行が出来るようになってからが大変で、 

多動であること、 

思い通りにならないと癇癪を起こすこと、 

毎日必死に阻止していました。 

 

「いつか落ち着くはず・・・」 

と思いながら生活していました。 

娘の様子の指摘を受け、 

それから発達センターへ連絡をし、相談をしたことで、 

改めて自分が気付かないフリをしていたことが 

わかりました。 

 

娘の気持ちや行動が理解出来ず、 

これから先どうなってしまうのだろうかと怖くなり 

泣いたこともありました。 

 

療育というものを知り、 

子供によって適した接し方があることを 

教えてもらってからの生活はガラリと変わりました。 

多くの方に支えられ、守られ、可愛がられ、 

親子共に大きく成長することが出来ました。 

落ち込むことや悩むことがあっても、 

それをまた踏み台に成長することが出来ます。 

 

「いつか…」を待っている間の辛さより、 

相談してみること、アドバイスをもらうことで 

心が少し軽くなるかもしれません。 

 

私は療育に出会えて本当に良かったと思っています。 

 

皆様に適した環境や答えが 

少しずつでも見つかっていきますように！ 

 

娘 8歳 
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