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妊娠中からママの体と心をサポートしましょう。 

妊娠により、ママの体にはつわりや眠気、頻尿等の症状がみられます。この時期は生活

環境や精神的な影響を受けやすく、体調が不安定になりがちな時期です。妊娠によるママ

の体の変化をよく理解してサポートしましょう。                       

① 家事を率先してやりましょう！ 

☆お腹が大きくなると、かがみ込んだり伸び上がる動作が負担になってきます。 

・重い荷物の持ち運び 

・高いところの掃除 

・布団の上げ下ろし 

・風呂掃除 等 

② ママの体調や心の変化に気を配りましょう！ 

☆妊娠すると、つわりがはじまったり、においに敏感になったりします。 

☆お腹が大きくなると、腰痛や足がむくみやすくなります。 

☆料理中の臭いで気分が悪くなる事もあるので、パパが料理をしたり、たまに外食する

のもよい方法です。 

☆腰痛や足のむくんでいる時にマッサージをしてあげると、スキンシップにもなりママ

の気持ちも落ち着くでしょう。 

パパになる方へ  

赤ちゃんが生まれるとわかったとき、パパになる喜びと何をしたらいいんだろ

う？と戸惑われたのではないでしょうか？ 

この手帳は、ママの心身の状態とお子さんの成長の流れを知り、ママをサポー

トし、パパとして子育てを楽しんでもらうために作成しました。お子さんの成長

を記録し、写真を貼ったりしながら、その時のパパの気持ちやエピソードを書き

とめご活用ください。 

素敵なメモリアルブックが完成しますように・・・ 
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☆出産後は、赤ちゃん中心の生活で、なかなか二人きりの時間は取れなくなります。妊

娠中は、日頃より会話を大切にし二人のコミュニケーションを取りましょう。 

③ パパママ学級に参加しましょう！ 

 ☆妊娠や出産はわからないことがたくさんありますよね。そんなときは、産院や市で開

催しているパパママ学級へ参加してみましょう。いろいろな知識や情報を得られます。

また、同じく出産を控えた他の夫婦と出会い、楽しく交流できる機会にもなります。 

④ 上の子がいる場合は、上の子に愛情を！ 

☆ママに甘えられずストレスを感じるお兄ちゃん、お姉ちゃんもいるでしょう。 

そんな時は、パパの出番です。パパが愛情を注いであげましょう。また、ママがゆっ

くりできるようにパパが積極的に子どもの遊び相手になってあげましょう。 

⑤ いつでも連絡が取れるようにしましょう！ 

 ☆急な入院になることもあります。慌てないように、健康保険証や印鑑などがどこにあ

るかママに確認しておきましょう。 

⑥ 受動喫煙（たばこ）対策をしましょう！  

☆パパのたばこの煙を吸うことでママ自身が吸っているのと同じ影響を受けます。たば

この煙を吸うことにより、流産、早産のリスクを高め赤ちゃんの発育を妨げます。パ

パ自身の健康のためにも、禁煙をお勧めします。 

⑦ ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭の調和）を見直しましょう！ 

 ☆今後の働き方や育児休暇等について考えてみましょう。 

    ・パパの育児休業や育児短時間勤務制度等パパを応援する制度を調べて活用しましょう。

（Ｐ２０参照） 

    ・仕事と家庭のバランスをうまくとるために、職場の方から理解が得られる関係を築い 

ておきましょう。  
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子どもカレンダー（妊娠期） 

おなかの中で、すくすく育っていく赤ちゃん。パパは体感できないけれど、赤ちゃんはち

ゃんとパパの声を聞き、感じています。話しかけたりママのおなかをなでたりコミュニケー

ションをしっかりとりましょう。 

＊個人差がとても大きいので、目安として参考にしてください。 

妊娠月数【妊娠初期】 ママの様子 おなかの赤ちゃんの様子 

〔２か月〕 

４週から７週まで 

 

（定期健診４週に１回） 

つわり、流産などの異常を

おこしやすい時期。 

・神経質になりやすい。 

・便秘になりやすい。 

・イライラしやすい。 

 

・人間らしい形になる。 

・超音波で心拍動胎動がみられる。 

 

・手足の指が分かれてくる。 

 

 

・外見で性別がわかるようになる。 

〔３か月〕 

８週から11週まで 

 

〔４か月〕 

12週から15週まで 

     

 

 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

【パパのサポート】 

・ママの不安定な精神状態を思いやりで受け止めてあげましょう。 

・「母子手帳」にも目を通して、ママと一緒に親になる準備期間を楽しみましょう。 

・体調が安定するまでは、家事を分担し、ママに無理をさせないようにいたわりましょう。 

【ママからパパへ】 

                                         

                                         

                                         

                                         

【パパからママへ】 
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妊娠月数【妊娠中期】 ママの様子 おなかの赤ちゃんの様子 

〔５か月〕  

16週から19週まで 

（定期健診４週に１回） 

胎盤が完成し、比較的 安定す

る時期。  

・つわりもおさまり食欲が出て

くる。  

・顔や乳頭に色素沈着する。 

・胎動を感じる。  

・貧血になりやすい。  

 

・心臓の動きを聴診器で聴けるよ

うになる。 

・脳が発達してくる。 

 

 

・髪の毛、眉毛、まつ毛 、まぶた

ができ、顔立ちがはっきりして

くる。 

〔６か月〕  

20週から23週まで 

〔７か月〕  

24週から27週まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

【パパのサポート】 

・パパママ学級に参加しましょう。 

・出産準備用品を揃えましょう。ママと一緒に買い物に出かけましょう。また、赤ちゃん

が生まれてから、楽しく暮らしていくためにも近所を探索しておくのもお勧めです。 

・お風呂掃除など、無理な姿勢で行う家事は、進んで引き受けましょう。 

【パパからママへ】 

                                          

                                          

                                          

                                          

【ママからパパへ】 
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妊娠月数【妊娠後期】 ママの様子 おなかの赤ちゃんの様子 

〔８か月〕 

28週から31週まで 

 

 

（定期健診２週に１回） 

早産、妊娠高血圧症候群など

をおこしやすい時期。 

・不眠の傾向。 

・産休に入る。（産前６週間、

多胎妊娠の場合は14週間） 

・里帰り出産の場合は、32週か

ら34週頃を目安に医師と相

談して決める。 

（定期健診1週に1回） 

・トイレが近くなりやすい。 

・胃や胸の圧迫が和らぐ。 

・おしるし（血の混じったおり

もの）がある。 

・目が開く。 

・皮下脂肪が付いてきて、身体が

丸みを帯びる。 

 

 

 

 

・胎外生活の準備ができ、いつ生

まれてもよい状態になる。 

 

〔９か月〕 

32週から35週まで 

 

 

 

〔10か月〕 

36週から39週まで 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【パパのサポート】 

・ママといつでも連絡が取れるようにしておきましょう。 

・できるだけ、そばにいてあげましょう。 

・入院時の交通手段や退院先等についてママとよく話し合っておきましょう。 

（上の子の預け先等も相談しておきましょう。） 

・心身をいたわってあげましょう。 

【パパからママへ】 

                                                               

                                                               

                                                               

【ママからパパへ】 
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出産に向けて！ 

  ◇入院準備品、健康保険証、印鑑、母子手帳、診察券の場所を確認しておきましょう。 

  ◇夜間、早朝など時間外における産院の対応（時間外の出入り口）等について確認しておき 

ましょう。 

  ◇連絡先をメモしておきましょう。 

連 絡 先 電 話 番 号 

産 院 （         ）  

タクシー （         ）  

夫の実家 （         ）  

妻の実家 （         ）  

妻の勤務先 （         ）  

   

   

  ◇ママが入院中の間、一人生活になる準備をしましょう。（ゴミの収集日、日用品の場所

の確認など。） 

入院するとき！ 

 陣痛（子宮の収縮）が１０分おきになったとき、破水したと思われるとき産院に問い合

わせ指示を受けましょう。 

いよいよ分娩！ 

いよいよ出産のときが近くなってきました。 入院しても、すぐ赤ちゃんが生まれるわ

けではありません。 出産までの長く不安な時間をママは過ごさなくてはなりません。パ

パがそばにいて安心させてあげましょう。 

 

  

 

【パパのサポート】 

・ママの要求を聞いてあげましょう。 

（痛みを和らげるようさすったりマッサージをしてあげましょう。） 
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赤ちゃん誕生！！ 

 

里帰り出産の場合 

   ママにとっては、安心できる出産方法のひとつですが、パパにとっては、育児を０から

始められないため、パパとしての自覚が生まれにくい傾向があると言われています。でき

るだけ、まめに連絡をとったり、休みをとって育児に関わる時間をとりましょう。自宅に

戻ってきたときに、頼りになる存在になっておくと、その後の生活がスムーズにいくよう

です。 

 

 ママの状態 【パパのサポート】 

出 産 ・幸福感いっぱいの気分。 ママに出産の感謝の気持ちをたっぷ

り伝えましょう。 

「ありがとう、よくがんばったね」 

３～４日 ・眠れない、涙もろい、イライラ精神

的に不安定になることがあります。

（出産によってホルモンバランス

が大きく変動するため。） 

・普段以上の気配りをしましょう。 

５～６日 

退 院 

 ・ママと赤ちゃんを迎えるための準備

をしましょう。（お部屋の掃除をし

ましょう。） 

1か月 

健診まで 

・ゆっくり休みましょう。 

※家事は協力者にお願いしましょう。 

・早めの帰宅を心がけ、家事や育児を

率先してやりましょう。 
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写真を貼ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出生の記録 

 

 

 

 

 

 

 

お子さんの名前  

生まれた日・時間  

身長・体重          ㎝         ｇ 

生まれた病院  

初めて会った時の気持ち 

                                          

                                          

                                         

                                                                                

名前の由来 
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この時期、パパに知っておいてほしいこと 

１．「マタニティーブルーズ」と「産後うつ」 

出産後のママは情緒不安定や体調不良を生じやすくなります。さらに、昼夜問わず赤

ちゃんのお世話のため心身共にストレスが溜まりやすくなります。訳もなく涙が出たり、

食欲低下や不眠、気分の落ち込み、不安定感などの症状がみられます。ママの健康状態

にも気を配ってあげましょう。 

２．産後の養生の目安は安静にした状態で約1か月程度 

 産後「骨盤底」を回復させるためには養生は欠かせません。 

骨盤底は赤ちゃんの通り道となるところで、出産時に骨盤底にある筋肉（骨盤底筋）

が引き伸ばされて、また骨盤自体も開いてしまいます。伸びた筋肉や開いた骨盤が元に

戻るのには時間がかかり、動くとその回復が遅れてしまうため、安静が必要となります。 

この骨盤底が元に戻りきらないと、老化などで筋力が衰えた際に骨盤底から子宮など

の臓器が脱出してしまったり、尿漏れの原因となってしまいます。 

３．パープルクライング 

 赤ちゃんは、生後数週間から泣きが増加し、２～３か月頃が泣きのピークと言われて

います。（個人差があります。） 

「赤ちゃんが泣きやまない。おむつも変えたし、ミルクもあげた。もう１時間くらい

抱っこしているのに・・・」 

この頃の赤ちゃんは、要求が満たされていても泣くことがあります。（パープルクラ

イング）いろんな方法でなだめてみましょう。 

抱っこして話しかけたり、音楽をかけたり、散歩、ドライブなど。                                

 ゆったりした気持ちで赤ちゃんに接していると、その安心感が伝わり、 

泣きが少し和らぐかもしれません。 

４．ママの職場復帰 

職場復帰をするママは、赤ちゃんの預け先（保育園等）や家事、育児の分担そして、

自分は仕事を再開できるのか等たくさんの心配で頭がいっぱいになっているかもしれ

ません。始まってみないとわからないこともあるでしょうが、不安はなるべく少なくし

ておきたいものです。ママの職場復帰の時期に合わせ事前に赤ちゃんの預け先（保育園

等）の手続きや家事、育児の分担等確認しておくと安心です。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeB2iO.VVuEEAOQ6U3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz/SIG=12bt95a8n/EXP=1441172770/**http:/livedoor.blogimg.jp/fumira/imgs/d/2/d2aef257.gif


10 

5．いろいろな手続き 

●●出生届 ＜問い合わせ先＞ 市民生活課 市民係 TEL 62-1700   FAX 62-7062 

生まれた日を含めて 14日以内に市民生活課へ届出。 

◆持ち物 印鑑／母子健康手帳／出生届(届書の右側に医師･助産師の証明が書かれ

たもの)／出生届を持参される方の身分証明書 

※保護者が障がい者年金を受給されている方は、お子さんが生まれますと手続きが必要な

場合があります。市民生活課 市民相談・年金係へご連絡ください。 

 

●子ども医療費助成 ＜問い合わせ先＞ こども課 元気子育て係 

TEL 62-1700  FAX 63-5003 

お子さんの保険内医療費の一部を助成します。 

◆持ち物 印鑑／母子健康手帳／健康保険証(お子さん本人または扶養者のもの)  

 

●児童手当 ＜問い合わせ先＞こども課 元気子育て係 TEL 62-1700   FAX 63-5003 

お子さんが中学校を卒業するまで支給されます。請求した月の翌月から支給されま

すので、早めの手続きをお願いします。※公務員の方は勤務先で手続きをしてください。 

◆持ち物  印鑑／請求者の健康保険証／請求者名義の通帳 

 ※転入・単身赴任などで、その他の書類が必要な場合があります。 

 

●紙おむつ用ごみ袋 ＜問い合わせ先＞こども課 元気子育て係 

TEL 62-1700  FAX 63-5003                    

３歳未満のお子さんがいるご家庭に、「市指定燃えるごみ袋」をお渡しします。 

紙おむつ用のごみ袋としてご利用ください。 

 

●新生児・産婦訪問指導 ＜問い合わせ先＞こども課 元気子育て係 

TEL 62-1700   FAX 63-5003 

退院後 1 か月までの赤ちゃんがいるすべてのご家庭を、助産師等が訪問し、ママの

体調と赤ちゃんの成長をいっしょに確認します。出生届の際に、母子健康手帳に添付

してある「出生連絡票(はがき)」をこども課へ提出してください。訪問先が市外の場

合は、見附市から訪問先の市町村に依頼します。※沐浴･乳房マッサージは行いません。

希望される方は助産師に依頼が必要です。沐浴･乳房マッサージは有料です。   

◆持ち物  出生連絡票（はがき） 
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パパ大きくなっているよ！ 

＊個人差がとても大きいので、目安として参考にしてください。 

 特 徴 パパのかかわり方 

１
～
２
か
月 

●手を口に持っていきしゃぶります。 

●動くものをじっと見つめたり目で追い

ます。 

●いろいろな泣き声を出します。 

●声かけや音に反応します。 

●睡眠は、だんだん昼は起きて夜寝るよ

うになり、リズムが少しずつ決まって

いきます。 

ママの心と身体の休養が大事な時期！ 

～ママの話を聞いて、 

優しいいたわりの一言を！～ 

 ～家事・育児を担いましょう！～ 

●この時期の赤ちゃんは、反応が鈍いように

見えても、パパやママからの働きかけはし

っかりと認識しています。 

●抱っこやおむつ交換、ミルクを飲ませると

きは、必ず話しかけましょう。 

●しっかりと抱きしめたり、見つめたり、手

を握ったり、くすぐったりといったスキン

シップは赤ちゃんも大好きです。 

 

 ３
～
４
か
月 

３
～
４
か
月 

 

●首がすわってきます。 

●腹ばいにすると頭と肩を持ち上げま

す。 

●指しゃぶりをします。 

●ガラガラをふります。 

●あやすと声を出して笑います。 

●「アーアー」「ウーウー」などといっ

た喃語
なんご

を話し始めます。 

 

 

 

 

 

乳児揺さぶり症候群に注意！ 

泣き止まないからと言って決して激

しく揺さぶらないことです。激しく揺さ

ぶると、首の筋肉が未発達なために脳や

神経が衝撃を受けやすく、重大な障害を

残すことがあります。 

パパの育児メモ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPdCnYT5ZV0wwApDmU3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy/SIG=126h739ou/EXP=1436000600/**http:/www.btu.co.jp/media/upload_images/baby3.gif
http://www.sozaidas.com/sozai/010306life/010306life319-trans.png
http://www.sozaidas.com/sozai/010306life/010306life322-trans.png
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特 徴 パパのかかわり方 

５
～
６
か
月 

●寝返りをします。 

●抱くと膝の上でピョンピョンとはねま

す。 

●近くのものに手を伸ばしてつかんだり

します。 

●喃語
なんご

が豊富になります。 

●パパとママの声を聞き分けるようにな

ります。 

●夜よく眠るようになり、１日２～３回

昼寝をするようになります。 

●寝返りや、近くの物をつかもうとするなど、 

赤ちゃんの行動範囲は意外と広いもので

す。安全な場所に寝かせるようにしましょ

う。 

●タバコや小銭、電池等をなめたり、飲み込

んだりすると危険です。近くには置かない

ようにしましょう。 

 

 

 

 

【パパのサポート】 

・家事と育児の両立は、想像以上に大変なこと。自分のしたいことを我慢しているママは

多いはず。時には、ママがのんびりと自由に過ごせる時間をプレゼントしてあげましょ

う。 

 

 

 

家事・育児を分担し、ママをねぎらうことで、ママは、パパの愛情を感じることができ

ます。 

協力しあって育児を楽しみ、二人の関係を深められるといいですね。 

パパの育児メモ 

いないいないばあを喜びま

す。オーバーな動きや表情を

すると大喜び！ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvTWNhweNVDRAA0y6U3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz/SIG=13nbv8176/EXP=1441075937/**https:/www.city.arakawa.tokyo.jp/arapura/event/genre/kosodate/kateikyouikuaki.images/illust957.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0N3Gw.NVB0wA8EKU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz/SIG=129ak565g/EXP=1441076550/**http:/www.city.tateyama.chiba.jp/files/300241612.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0M36EIFVfVAAAQSU3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy/SIG=12bpvke8s/EXP=1434608250/**http:/www.template.usefulful.net/autoshape/image98.jpg
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 特 徴 パパのかかわり方 

７
～
８
か
月 

●ひとりですわれるようになります。  

●親指と人差し指でつかもうとします。 

●人見知りをするようになります。 

●顔をふこうとすると嫌がります。 

●テレビなどの音に振り向くようになり

ます。 

●昼夜の生活がはっきりしてきます。 

●ときどき、夜中に目を覚まして、お乳

を欲しがったりします。 

 

●パパやママの言葉は理解できなくても、雰

囲気は伝わるものです。意識して言葉をかけ

ましょう。 

 

 

 

夜泣きをする時 

 ママと交代でお世話をしましょう。大変 

 さを分かち合うことで、育児の負担感も 

 和らげましょう。 

 

 

  

夜泣きをする時 

 ママと交代でお世話をしましょ

う。大変さを分かち合うことで、

育児の負担感も和らげましょう。 

   パパの育児メモ 



14 

 特 徴 パパのかかわり方 

９
～
１
２
か
月 

●ハイハイをするようになります。  

●つかまり立ちをするようになります。 

●「バンザイ」、「バイバイ」など身振

りをまねるようになります。 

●まわりの人の顔を覚えてきます。 

●後追いをするようになります。 

●ものを引っ張り出して遊ぶようになり

ます。体を使ったダイナミックな遊び

が大好きになります。 

●隠したものを探したりします。 

●行動範囲が広がります。 

●転落・誤飲・やけど等の事故が多くな

ります。 

 

●ハイハイが始まったら、階段、浴室、ベラ

ンダ、窓など家中の危険個所の点検と対策

をしっかりとりましょう。 

●この頃の赤ちゃんが、後追いしたり甘えた

りするのは、順調に成長している証拠です。

うんと甘えさせてあげましょう。 

 

 

 

   パパの育児メモ 

   ハイハイおにごっこ 

パパもハイハイで「待て待

て！」と赤ちゃんを追いかけま

す。ボールを投げてどちらが先

にとれるか競争するのもよい

ですね。 

 絵本の読み聞かせ 

絵本の内容の楽しさはもちろ

ん、パパの膝に乗せて赤ちゃん

の体温を感じながら赤ちゃん

の豊かな表情を楽しんでみて

はいかがでしょう。 

 【絵本選びのポイント】 

・単語が繰り返し表現されているもの。 

・単純なストーリで２語文ぐらいのも。 

・対比があるもの。 

（大きい、小さい、高い、低いなど） 

・色彩がはっきりしているもの。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0M36EIFVfVAAAQSU3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy/SIG=12bpvke8s/EXP=1434608250/**http:/www.template.usefulful.net/autoshape/image98.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0M36EIFVfVAAAQSU3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy/SIG=12bpvke8s/EXP=1434608250/**http:/www.template.usefulful.net/autoshape/image98.jpg
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育児の基本は、まずは笑顔で抱っこ！ 

話しかけやスキンシップが大好きな時期です。 

赤ちゃんにたくさん笑顔で話しかけましょう。 

また、赤ちゃんが笑ったら笑い返す、泣いたらなだめる、おむつを替える、 

ミルクを飲ませたりすることなどパパとママとのふれあいで、赤ちゃんの心は、 

安心感と満足感に満たされ、親も赤ちゃんも相互に愛着や信頼感が育っていきます。 

ゆったりとした子育てを楽しむには、パパとママが仲よく協力して子育てしましょう。 

 

 

   

 

 

お気に入りの写真を貼ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

１１１１ 

パパからのメッセージ 
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１ 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【パパからママへ】 

                                                               

                                                               

                                                              

                                                              

【ママからパパへ】 

                                                               

                                                               

                                                               

                                                                

http://www.sozai-library.com/sozai/5550
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvTWNhweNVDRAA5S6U3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz/SIG=12l1eg3kg/EXP=1441075937/**http:/www.xn--08jyc4b285s6vav31apid8qspz5b.com/img/illust947.png
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 特 徴 パパのかかわり方 

１
～
２
歳 

●つたい歩きをするようになります。 

●名前を呼ぶと振り向くようになりま

す。 

●「ママ」「パパ」など意味のある言葉

を話すようになります。 

●指さしをするようになります。 

●乳歯が生えそろってきます。 

 

 

●自我意識が目覚め、なにごとにも自分を主

張するようになります。怒ってやめさせる

のではなく、気をそらしてあげたり、抱き

しめてあげましょう。パパも感情的になら

ないようにしましょう。 

 

 

 

   パパの育児メモ 

飛行機ぶーん 

    パパがあおむけになり、す 

ねの上に、子どもを寝かせ、 

膝を上に持ち上げ揺らしま 

す。 

※子どもが落ちないように、必ず子

どもの体にパパの両手を添えましょ

う。 

歯磨きの習慣をつけましょう。 

【仕上げ磨き】 

ひざの上に子どもを寝かせ、口の中が

よく見える姿勢で磨きましょう。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0M36EIFVfVAAAQSU3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy/SIG=12bpvke8s/EXP=1434608250/**http:/www.template.usefulful.net/autoshape/image98.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0M77T5ZV2T8APxqU3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy/SIG=12p8vrhtk/EXP=1436000635/**http:/www.city.kaga.ishikawa.jp/data/open/cnt/3/696/1/illust3167.png
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 特 徴 パパのかかわり方 

２
～
３
歳 

●足を交互に出して階段を上るようにな

ります。 

●走ったり、ジャンプをします。 

●言葉の数が増え、大人との会話も自由

になります。 

●だんだんと物を何かにみたてたり、ご

っこ遊びが楽しめるようになります。 

 

 

●「あれなに？これなに？」といった問いか

けには、きちんとこたえてあげましょう。 

●人の役に立つことがうれしい時期。 

ちょっとしたことでも「これお願いね」と

子どもとの共同作業を楽しみましょう。「あ

りがとう」の気持ちも伝えましょう。 

●ままごとなど、ごっこ遊びも役を演じて遊

びましょう。 

これからもいっぱい遊んであげましょう！ 

 

   パパの育児メモ 
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できることからはじめよう！！パパだからできること 

子どもの成長は十人十色！～その子のペースでゆっくりと～ 

    つい、子育て中は、他の子と比べたり、育児雑誌と比べてしまいがちです。それぞれの

子どもが、自分でやってみよう！と思う時期がきます。まわりにできる大事なことは、環

境を整え、「その子のその時」をゆっくり待ってあげることです。自分

でやってみる喜びを感じさせてあげましょう。 

子どもは、安心できている時、新しいチャレンジを自ら始めます。子

どもの安心は、パパとママの安心と温かい見守りが大切です。 

ママとは違うパパのよさ！～パパのゆったり感、気長に付き合ってくれるところ～ 

子どもがパパのよさに気づいてくれます。「パパだからできる関わり」を見つけましょう。 

子どもの表情、声など反応を見ながら、身体を使って遊びましょう。子どもと接するとき

は、必ず声をかけましょう。 

イヤイヤは、成長の証～イヤイヤ期どう対応？ 

   「イヤイヤ」は、大人に対する信頼感があるからこそ起こることで、自発性や好奇心につ

ながる大切な体験です。つい、感情的になって怒ってしまいがちですが、そんな時は、パ

パと散歩に出かけたり、気分を変えることで案外素直になることもあります。  

  【対応ポイント】 

①「自分で！」とやりたがることは、できる限りやらせてみましょう。上手くできない

経験もこれからの成長に大切です。そして、できなかった時に「こうするといいよ」

と手を貸してあげましょう。 

②子どもの言葉に耳を傾け、子どもの発見に共感してあげましょう。「○○したかった

のね」と気持ちを代弁してあげることで、子どもの気持ちは満足します。 

③子どもの要求をすべて通す必要はなく、冷静に断固たる態度を貫くことも時として大

切です。危険が生じる時や社会ルールなど、物事の「良し悪し」は、きちんと伝えま

しょう。 

※感情的にならないことが大切ですが、そのためには、気持ちに余裕が必要です。 

交代したり、パパとママとで一緒に見守れる環境を作り、協力し合いましょう。 
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育児休業はパパもとれます！～子育てを積極的に楽しみましょう～ 

●育児休業は女性だけでなく、男性も当然に取得できます。また、父母がともに育児休業を

取得する場合、育児休業取得可能期間を子が１歳２か月に達するまでに延長することがで

きます。 

●妻が専業主婦の場合や、育児休業中でも夫は育児休業を取得できます。 

●育児休業およびそれに準ずる休業により無給になった場合でも、育児休業給付などの所得

補償や、社会保険料の免除などの経済的支援があります。 

ク「育児休業をとってみようかな？」と思ったら、早めに職場に相談しましょう。 

散歩に出かけましょう！～新しい世界が少しずつ広がっていきます～ 

妊娠中から、家の外に出て、違った空気を肌で感じ、いろんな物や人に出会うことにより、

気分転換ができたり、新たな発見ができるでしょう。 

赤ちゃんが生まれたら、一緒に散歩に出かけると、近所の方と会い、 

あいさつを交わすようになり、顔や名前も覚えてもらい気軽に声をかけ 

てもらえるようになります。近所にお知り合いの方ができると、いざと 

いう時に頼ったり、過ごしやすくなるのではないでしょうか。 

また、子どもにとってもいろんな物を見たり、さわったりしながら五感が鍛えられます。 

そして、鳥や虫もみつけ、どんなものにも興味をもち、どんなものが苦手なのかも知るこ

とができます。ぜひ、改めて自分の住むまちを歩いてみてください。いろんな発見、出会い

があると思います。 

「しつけ」はパパがお手本になりましょう。 

①しつけは、根気よく、繰り返し、わかるように教えましょう。命令的、否定的な言葉は、

使わないようにしましょう。 

 ②パパが良い行動を行い、お手本になりましょう。 

  ③子どもの自発性を大切にしましょう。子どもが自分から行動できるように導いてあげる

ことが大切です。 

   ※しつけが思うようにいかない、子どもの関わり方がわからない、育児で悩んだときは、

抱え込まず、相談機関に相談しましょう。 
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◆いろいろな相談先一覧 

 

 

 

 

 

長することができます。 

相談内容 相談窓口 電話番号 開設時間 

子

育

て 

お子さんの困りごと 

子育ての不安や悩み 

家庭内の問題 など 

見附市こども課 62-1700 
月～金(祝日除く) 

8:30～17:15 

子育て支援サイトスマイル

みっけ お悩み相談メール 

http://www.smil

e-mikke.jp/ 

【メールの返信時間】 

月～金(祝日除く) 

8:30～17:15 

学校町子育て支援センター 62-7803 
月～金(祝日除く) 

9:00～16:00 

新町子育て支援センター 62-7551 

月～金(祝日除く) 

9:00～12:00  

13:00～15:30 

今町子育て支援センター 61-5010 

月～金(祝日除く) 

9:00～12:00  

13:00～16:00 

長岡児童相談所 35-8500 
予約受付/月～金(祝日除く) 

8:30～17:15 

発

達 

相談や検査が 

できる医療機関 

長岡療育園       

子ども発達センター 
46-7900 

予約受付/月～金(祝日除く) 

9:00～17:00 

新潟県はまぐみ       

小児療育センター 
025-266-7073 

予約受付/月～金(祝日除く) 

8:45～17:00 

新潟県立吉田病院    

子どもの心診療科 
0256-92-5111 

予約受付/火・木(祝日除く) 

8:30～9:00 

不安や心配ごと 
見附市立特別支援学校  

わたぼうし 
63-2210 

月～金(祝日除く) 

9:00～16:00 

障

が

い 

子育て･手続きなど 

支援について 

相談支援事業所    

すきっぷ 
62-2181 

月～金(祝日除く) 

9:00～17:00 

障がい者支援センター  

あさひ 
090-1695-1350 

月～金(祝日除く) 

9:00～17:00 

学

校

生 

活 

学校生活全般 見附市学校教育課 62-1700 
月～金(祝日除く) 

8:30～17:15 

いじめ･不登校など 

見附市いじめ等対策支援 

シェイクハンド 
62-5739 

月～金(祝日除く) 

9:00～16:00 

見附市教育センター内 

すこやかルーム 
63-5304 

月～金(祝日除く) 

9:00～16:00 

ホットラインこころ 
(見附市こころの相談ダイヤル) 

62-7830 
月～金(祝日除く) 

9:00～16:00 
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＜情報コーナー＞ 

  子育て支援サイトスマイルみっけ （http://www.smile-mikke.jp/） 

見附市ホームページとは別に、本市の子育て関連情報を広く PRし、子育てに関心のある

方が市内・市外を問わず最新の本市の子育て関連情報を取得でき、相互に情報交換できる

ような、子育て関連情報に特化したホームページを開設しています。 

 ぜひ様々な情報をご覧いただき、日々の子育てにお役立てください。  

 また、「子育て応援メール スマイル」で子育てに関する豆知識やイベント情報を配信

しています。                                                                           

子育て支援センター(きらきらマミー) 

パパ参加型の講座も行っています。ぜひ、ご参加ください。 

子育て支援センターでは、子育て相談や保育に関する情報提供、乳幼児の一時預かりな

どを行っています。支援センターの利用目的はいろいろ。子どもたちと遊びながら子ども 

の成長を感じたり、親同士の交流や情報交換の場としてもお気軽にご利用ください。 

※ご利用には、各センターで初回に登録が必要です。受付でスタッフに声をかけてください。 

 

センター名 

（住所） 

電話番号 

（ F A X ） 
備 考 

学校町子育て支援センター 

(学校町 1-16-15ネーブルみつけ内) 

 

ちびっこ広場 

一時預かり事業 

ファミリー･サポート･センター 

62-7803 

(62-7813) 

平日･土日祝日 

9:00～16:00 

月曜(祝日の場合翌日) 

13:00～16:00 

◆清掃日･年末年始は休み 

 

新町子育て支援センター 

(新町 2-8-3) 

62-7551 

(62-7551) 

平日 

9:00～12:00   

13:00～15:30    

◆土日祝日･休館日･年末年始は休み 

今町子育て支援センター 

(今町 1-8-29) 

61-5010 

(61-5022) 

平日 

9:00～12:00   

13:00～16:00 

土曜(祝日の場合は閉館) 

   9:00～12:00 

◆日曜祝日･休館日･年末年始は休み 
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休日や夜間に具合が悪くなったら 

● 中越こども急患センター（準夜間） 

軽い症状のお子さん (おおむね 15歳まで)を、小児科専門医が診療します。 

お薬もでますが、緊急医療なので 1日分です。※ケガや異物の飲み込は対応できません。  

 

 

 

 

 

 

 

 

● 長岡休日・夜間急患診療所 

大人の診療もおこなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

診療日    月～土曜日（休診日:日曜祝休日および 12/29～1/3） 

   ※日曜祝休日の診療は、「長岡休日・急患診療所」で行います。 

受付時間   午後 6:45～午後 9:30 

診療所    長岡市幸町 2-1-1  さいわいプラザ(旧長岡本庁舎) 

電 話    86-5099  

 

 

 

 

 

内 科     平日（休診日：土日祝日） 

受付時間    午後 6:45～午後 9:30 

内科･小児科･外科  日曜祝休日 

受付時間     午前 9:00～午前 11:30 

午後 1:00～午後  4:30 

診療所     長岡市幸町 2-1-1  さいわいプラザ(旧長岡本庁舎) 

電 話      37-1199  
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中越こども急患センター（準夜間）/長岡休日・夜間急患診療所の場所 

 

    

 

● 新潟県小児救急医療電話相談（準夜間）    

急な発熱・嘔吐・下痢などに関する電話相談ができます。 

看護師が小児科医の助言を受けて対応します。 

 

 

 

 

 

 

 

● 救急＆予防サイト（社団法人日本小児科学会） 

こどもの救急 http://kodomo‐qq.jp/からアクセスしてください。 

生後１か月～６歳までのお子さんが、夜間や休日に具合が悪くなった時に、病院を受診す

るかどうか判断する目安を確認できます。 

  

実施日時       午後 7:00～午後 11:00 （年中無休） 

相談料金       無料（電話料金はご負担ください。） 

相談先        ダイヤル回線・携帯電話 TEL 025-288-2525 

           プッシュ回線専用   TEL #8000 

 

 

 

http://kodomo‐qq.jp/からアクセスしてく
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● 応急診療（年中準夜間）                   

夜間や休日に急に具合が悪くなった方が、かかりつけ医を受診するまでの応急処置を行い

ます。診療科目は、内科･小児科･外科･整形外科です。おとなの診療も行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 見附市の休日在宅当番医（日・休日の昼間）       

診療科目は、内科・外科です。おとなの診療も行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

診療日      夜間通年、日曜祝日、年末年始、お盆 

受付時間      午後 7:00～午後 10:00（通年）午後 2:00～午後 4:30（土曜日のみ） 

<休日(日曜祝日・年末年始・お盆)>   

受付時間      午前 9:00～午後 12:00  午後 1:00～午後 4:30  午後 7:00～午後 10:00 

診療所       県央医師会応急診療所  三条市興野 1-13-67（三条地域振興局隣） 

電 話    0256―32-0909 

 

 

 

診療所     毎月の広報見附または見附市のホームページでご確認ください。 

http://www.city.mitsuke.niigata.jp 

診療日    日曜祝日、年始(1／1～1／3) 

受付時間   午前 9:00～午前 11:30 

       午後 1:00～午後 4:30 

 

午後 1:00～午後 4:30 

 

 

 

http://www.city.mitsuke.niigata.jp/

