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はじめに
「赤ちゃんをだくのは、わが子がはじめて」「子育てにかかわりた

いけれど、何をしたらよいかわからない」待ちに待った赤ちゃんの誕

生ですが、いざ生まれてみるとうれしい反面、とまどう声も聞こえて

きます。

この冊子は、そんなお父さん達に子育てを楽しいものと感じてもら

えるよう、「Let's Enjoy 赤ちゃんと遊ぼう！」「COLUMN」「パ

パの事例集 こんな時どうしてる？」など、はじめての子育てに具

体的に役に立つ内容を紹介しています。

さあ、あなたも「パパの子育て」を、赤ちゃんと、そしてママと一

緒に楽しみましょう。

「Let's Enjoy パパにできること

パパにしかできないこと」
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これから、赤ちゃんとの身近で楽しい 

コミュニケーション“遊び”を紹介していきます。 

ここで紹介する“遊び”は、 

日本の伝統的な方法“あやし唄”と言われるもので、 

子どもの体をつくり、こころを健康に育て、 

そして人と人を結びつける効果があると言われています。 

赤ちゃんとの“遊び”はやってみせるものがほとんどです。 

赤ちゃんがそれを見て、興味を持って、 

自分で体を動かすようになることが大切です。 

毎日のお父さんとの楽しい遊びを通して、 

赤ちゃんは人を好きになり、体もこころも育っていきます。 

さあ、赤ちゃんと楽しく遊びましょう！ 

 

Let's Enjoy
 

赤ちゃんと遊
ぼう！ 

アドバイザー　東京都北区育ち愛ほっと館・専門相談員　永田陽子 
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以前は父親が家計を支え、育児や家事は母親の仕事、という暗黙の了解

が社会にありました。

しかし、母親が一人で子育てをしていたのではなく、同居する祖父母を

はじめ、親族や地域の人々みんなで子どもたちを見守り、育てていました。

そして、みんなが子どもとかかわりふれあう姿は「育児モデル」となり、

若い世代は自然に育児法を身につけることができました。

現在では、親と同居する夫婦は減り、親族や地域の人々とのつながりも

希薄になってきています。

そのため、地域での見守りや、「育児モデル」が減り、子育てについて

相談できる相手も身近にいません。

また、ライフスタイルが多様化する中で、依然として、家計を支えるの

は父親の役割である場合が多く、特に子どもとかかわる時間の多いお母さ

んたちは、子育てへの不安やとまどいを感じています。

子育ては今、お父さんの力を必要としています。

社会の変化と子育て
COLUMN①
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（1）おしゃべりの始まり
－声でのコミュニケーション－

目をあわせ、語りかけるように「うっくーん」
や「おっくーん」などと笑顔で繰り返し、ゆっ
くりと声をかけます

しばらく、赤ちゃんの様子を見ます。
じーっと見つめたり、口元を動かした
り手足を動かすこともあります

最初の頃は赤ちゃんの反応は確かではありませんが、
その反応は日を追って変化していきます。
赤ちゃんが声を出した時には、「○○ちゃん、お話し
上手」「返事したね」など話しかけましょう

語りかけ（1か月ごろから）Let’s
try!

これから紹介する“遊び”のすべては赤ちゃんと目をあわせることから
始めます。ゆったりとした気分で、そして笑顔で赤ちゃんに話しかけま
しょう。



Let's Enjoy パパにできること パパにしかできないこと ● 7

お父さんが子育てをする大切さ
COLUMN②

では、お父さんが子育てに関心を持ち、積極的にかかわったら、どんな

効果があるのでしょうか。

お母さん ………お父さんが赤ちゃんの世話や遊んだりすることで、身体

的に楽になるのはもちろん、お母さんの気持ちも楽にな

ります。夫婦二人で赤ちゃんを育てていると感じること

は、安心感や子育ての意欲にもつながります。

赤ちゃん ………人が育つには、多くの人とのかかわりが必要です。赤ちゃ

んは、親を通して世界を広げていきます。小さいころか

ら育んだ親との結びつきは、思春期に真価を発揮します。

子どもは親をモデルにしながら、「自分作り」を行うこ

とができるでしょう。

お父さん自身 …赤ちゃんに関心を向け愛情を示すことで、赤ちゃんはあ

なたを信頼します。かけがえのない赤ちゃんとのつなが

りは最高の宝ものです。お母さんや赤ちゃんから信頼さ

れることは、家庭内での居場所を心地よいものにするで

しょう。そしてお父さんとしての自信を持つことが働く

意欲にもつながります。
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簡単な手の動きに繰り返しのことばを添えると、赤ちゃんがよろこぶ
「おもちゃ」になります。

（2）手がおもちゃになる
－模倣する力を引き出す－

目をあわせ、手首を回しながら
「てんこてんこてんこ」と声をか
けます

手のでんでん太鼓（1か月ごろから）Let’s
try!

てんこ
てんこ
てんこ

目をあわせ、グーパーの動作をしながら
「にぎにぎにぎ」と声をかけます

にぎにぎにぎ（2か月ごろから）Let’s
try!

にぎ にぎ

赤ちゃんと目をあわせ

ながら、ゆっくり繰り返した後、

少し待って赤ちゃんの様子を見ます。

赤ちゃんは動作をじっと見つめた後、

口や手足でうれしさを表します。さらに

月齢が進むと、自分で手足を動かすよう

になります。赤ちゃんが興味を持って

いる（目をあわせている）間は繰

り返して遊びましょう。

にぎ
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まずは「わからない」から出発
COLUMN③

はじめはだれでも育児にとまどいます。わからなくてあたり前です。

だき方もおむつの替え方も赤ちゃんの遊ばせ方も、見たり聞いたり、教え

てもらいながら覚えます。

では、どのようにして学ぶと良いのでしょうか。

１）見本となる育児モデルを見つけよう

子どもの世話をしたり、あやしている人のやり方を、同じようにまねし

てみましょう。それに、自分なりの工夫を加えるのも良いでしょう。

２）誰かに聞こう・情報を集めよう

職場の同僚や先輩、親や祖父母世代、友達や子育て仲間など、いろいろ

な人から情報を集めましょう。インターネットで地域の子育て関係のサイ

トを探してみるのもいいでしょう。

得た情報を参考に、赤ちゃんの様子を見ながら、赤ちゃんにあった子育

てのやり方を工夫しましょう。

おすすめサイト
子育てネットならホームページ　
http://www.kodomo.pref.nara.jp/

※携帯端末からもアクセスできます。



あー
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（3）口がおもちゃになる
－かむ力やことばにつながる遊び－

「あー」と声を出しながら、
手のひらで口をたたきます

あわわわわ（6、7か月ごろから）Let’s
try!

舌で上くちびるをなでな
がら、「れぇろ　れぇろ
れぇろ」と言います

れぇろ れぇろ れぇろ（7か月ごろから）Let’s
try!

「あ、ぷー」と言って、くちびるをふるわせます

あ、ぷー（5、6か月ごろから）Let’s
try!

れぇろ
れぇろ
れぇろ

口を動かす遊びは、こ

とばの発達につながります。

また、ミルクを飲む時と異なる口

の動かし方は、かむ動作にもつなが

ります。

離乳食は、「あぎあぎあぎ」「もぐ

もぐもぐ」とかみ方を見せな

がら食べさせましょう。
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お父さん流の子育てがあってもいい
COLUMN④

赤ちゃんとのかかわりが少ないお父さんがあやすと、赤ちゃんが泣くこ

ともあるでしょう。

世話をすることに慣れていないと、ちょっとしたことでも時間がか

かることもあるでしょう。

だからといって、お母さんが「やはり私でないと」とあきらめて手

を出したり、「私のやり方でないとダメ」と口出しすると、お父さんが

親になることの妨げになります。

お父さんはお母さんのやり方を尊重しつつ、自分のやり方でやってみま

しょう。

二人がお互い話し合い、認めあったうえで、子育てのやり方が違ってい

ていいのです。そして二人の異なる価値観にふれることで、赤ちゃんは自

分の世界を広げていくでしょう。



“ぱちぱちぱち”と言
いながら　ゆっくり
拍手をして見せま
す
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（4）言葉の準備遊び
－ジェスチャーを覚える－

“いやいやいや”と言いながら、
首を左右に振って見
せます

いやいやいや
（首がすわってから）

Let’s
try! ぱちぱちぱち

（座れるようになってから）
Let’s
try!

“おいしいおいしい”と
言いながら、ほほを軽
くたたいて見せます

おいしいおいしいLet’s
try!

“ばんざい”といい
ながら、両手を挙
げて見せます

ばんざいLet’s
try!

まねをしてほめられることで、人を大好きになります。

赤ちゃんの手足を

持って無理に動かすので

はなく、動かしたい時に赤

ちゃんが自分で動かすのが基

本です。この積み重ねで

「意欲」が育ちます。

“いや”の意味に

つながります。

“上手”の気持ち

を表します。

“おいしい”の意

味につながります。

“できたー！”の

意味になります。
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パートナーとのコミュニケーション
COLUMN⑤

仕事、家事、子どもの世話は、毎日のことでついあたり前のように思い

がちですが、お互いにいたわり合いの気持ちは大切です。相手へのねぎら

いのことばはお互いの元気の素になります。普段から、努めて何気ない会

話を心がけましょう。

相手に何かを求める時や違う意見を言うときだけ会話をすると、ギス

ギスしてしまいます。意見を言う時には、「僕は～と思う」などと「主

語」を入れて話すとコミュニケーションがとりやすくなります。
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※一般的には「いない、いない、ばぁー」の方がよく使われていますが、
声のトーンによっては赤ちゃんを驚かせすぎることもあるため、ここ
では「いたー」を紹介しています。

いない
いない
いたー

（5）かくれんぼ遊び
－感情や認知力を育てる－

いない、いない、いたー・ハンカチを使って（首がすわったころから）Let’s
try!

見えなくなる不安、また出会えることへの期待、そして再度出会え
たときのよろこびの感情や認知力を育てます。

最初はパパがハンカチ

をかぶせたりとったりしまし

ょう。そのうち赤ちゃんが自分で

とるようになります。

また、新聞紙を使い、紙をやぶって

顔をだしたりするなど、赤ちゃん

のよろこぶやり方を工夫して

みましょう。
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子育てのことで相談できるところ

この他、お住まいの市町村児童福祉担当課や保健センターなどにも相談窓口
があります。一時保育についてもご相談ください。

子どもは、家庭だけでは育ちません。子育てにはたくさんの人の助けが

必要です。

困った時は、子育て仲間や祖父母、知人などに、助けてもらいましょう。

保健センターや子育て支援センターなどの公的機関にも相談できます。日

ごろから地域にどんな支援や相談機関があるのか調べておきましょう。早

めの対応は、混乱を防ぎます。

時には、思いきって子どもを預けてみるのもいいでしょう。赤ちゃんは、

親とは違うやり方にとまどうかもしれませんが、長期的にみるとそれが成

長につながります。家族だけで困難をかかえ込まないことが子育てのコツ

です。ニーズにあった援助機関を探しましょう。

困った時は、人を頼ろう
COLUMN⑥

子育て電話相談
（奈良県子育て

家庭サポートセンター）

TEL：0744-21-4154
月 ～ 金 午前9時～午後5時

（祝日、年末年始を除く）

育児、しつけ、
発達など子どもや

親の相談

子どもと家庭テレホン相談
（県中央こども家庭
相談センター）

TEL：0742-23-4152
月 ～ 金 午前9時～午後8時
土・日・祝　午前9時～午後4時

（年末年始を除く）

子どもに関する
悩みや心配事

安心子育てダイヤル
（ボランティアによる

電話相談）

TEL：0744-21-0852
月・火・木　午前10時～午後8時
土・日・祝　午後1時～午後5時

（年末年始を除く）

育児相談や子育て
関連情報の提供

子育て女性
健康支援センター
（社）日本助産師会

奈良県支部

TEL：0744-21-2422
月 ～ 金 ｠午前10時～午後4時

（祝日を除く）

お母さんや
家族のための
ホットライン

相談内容電話番号・相談日時相談機関
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「おうまぱかぱか」または、「う
さぎぴょんぴょん」と言いなが
ら、ひざの上で、ぴょんぴょん
ぴょんとはねるようにします

ごろん
ごろん
ごろん

（6）全身を使って遊ぶ
－体をつくり、人と過ごすよろこびを

通して基本的信頼感を育てる－

おうま、ぱかぱか（6か月ごろから）Let’s
try!

体を使う遊びは、とにかく楽しいもの。
赤ちゃんの笑顔や笑い声はお父さんのよろこびにもなります。赤ちゃん
と目をあわせてコミュニケーションを楽しみましょう。

赤ちゃんが寝返りをしようとする時
に、「ごろんごろんごろん」と声を
かけて励まします

ごろんごろんごろん
（寝返りのころから）

Let’s
try! 「まてまてまてー」と言ってはいは

いをする赤ちゃんを追いかけるまね
をします。
歩き方がしっかりしてきたら、歩い
て追いかけても遊べます

まてまてまて
（はいはいのころから）

Let’s
try!

まて
まて
まてー

この遊びは、ひ

ざの屈伸が上手にな

り、「はいはい」など

の運動をスムーズに

します。

赤ちゃんは、人に励ま

されて、体を自分で動かす

ことを覚えます。

※赤ちゃんは遊びに気をとられ、周りが見えなくなります。安全に注意して遊びましょう。
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目をあわせながら、ゆっくりと
上げて、おろします
（投げ上げは禁止）

たかいたかいたかい
（はいはいのころから）

Let’s
try!

たかい
たかい
たかい

寝ころがったパパのすねの上に
乗せ、飛行機ぶんぶんと言いな
がらゆすります

もう少し大きくなったら、足の
裏に乗せてもできます

飛行機ぶんぶん
（8～10か月ごろから）

Let’s
try!

四つばいのパパの背中につかまら
せて、「ぱかぱかぱか」と言いな
がらゆっくり体をゆする
パパの背中に乗っていられるよう
になったら、「ぱかぱかぱか」と
言いながら、ゆっくり室内をはい
はいで動く

おうま、ぱかぱか（上級編　背中につかまるようになったら）Let’s
try!

飛行機
ぶんぶん

ぱか
ぱか
ぱか
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歩けるようになったら、ますます「いたずらっ子」になっていきます。
お父さんと一緒に、体全体を使ったいろいろな遊びができるようにな
ります。

（7）いたずらっ子
－歩けるようになったら－

子どもと一緒に寝ころんで、体を回
転させながら「いもむしごーろごろ、
ひょうたん、ぽっくりこ」と歌いま
す。慣れてきたら、「ぽっくりこ」
で起き上がります

いもむしごーろごろLet’s
try!

ぐるぐるぐるLet’s
try!

歩けるようになると、あ

ちこちを自由に探索するのが大好

きになります。でも、よいことと、い

けないことの判断はできません。いけない

ことをした時には、「めっ！」と言ってにらん

だり、「いけないよ」と首を振って合図をして

ください。よい時には、にっこり笑ってあげ

ましょう。このように、毎回同じやり方で

かかわっていると、赤ちゃんはやってい

いことといけないことがあること

を理解します。子どもが回るのを「ぐるぐるぐる」
と声をかけて、励ましたり、一緒
に回って遊んだ
りします

歩きがしっかりし

てくると、体を回すよ

うになります。
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「だるまさん、だるまさん、にらめっこしましょ。
笑うと負けよ。あっぷっぷ！」と歌い、だる
まのようにしっかりと目を見あわせてにらみ
あいます

（8）幼児になったら
－勝ったり負けたり－

にらめっこ遊びLet’s
try!

じゃんけんだけでも、幼児にとって
は楽しい遊びです。じゃんけんで、
おもちゃを使う順番を決めることな
ども教えましょう。

じゃんけん、ぽんLet’s
try!

幼児になると、かけっこ、ボール蹴
りなどの外遊びもできるようになり
ます。子どもは外遊びが大好きです。
パパが覚えている遊びや子どもに伝
えたい遊びで一緒に楽しみましょう。

外遊びLet’s
try!

勝ち負けのある遊びは、おもしろいだけでなく、我慢する力や物事に
挑戦する力を育てます。

勝ち負けのある遊び

で、大人や子どもと十分遊ぶ

と、こころが健康に育っていきま

す。勝ち負けを理解し始めたころは、

負けると怒ります。たくさん遊び込

むと負けても遊べるようになりま

す。こうして、遊びの楽しさに

ひかれて、人とかかわる

力が育ちます。
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・「うっくーん」などの語りかけをする
・単純な手の動きを見せて遊ぶ

0歳前半 動きや音に注目する時期

具体的
遊び例

・口や手の簡単な動作を見せて遊ぶ
・全身をゆっくりと動かす遊び

0歳後半

具体的
遊び例

赤ちゃんは何もわかってい
ないと思いがちですが、実
は日々、学習しています

赤ちゃんは人の姿が見えな
いと探したり、ものごとを
口で確認したりします

・複雑な動作の手遊び
・全身を使った遊び

幼児期 何でも自分でやりたがり、自己主張をして自分を確かめる時期
子ども同士の葛とうを体験する時期

具体的
遊び例

自分が何でもできると思い、やりたが
ります。うまくできると自信が育ち、
失敗すると我慢する力が育ちます

遊びにルールがあることを知りま
す。人と遊び、勝って自信をつけ負
けて我慢やがんばる力を育てます

・手を連続して動かす遊び
・全身を使った遊び

大人にあわせてもらうだけの乳児期から、子ども
社会で生活する力を身につける幼児期になります。

1歳ごろ 大人に確認を求めながら、自分の世界を広げる時期

具体的
遊び例

赤ちゃんは勝手に動き回るように見えま
すが、時々ふりかえっては大人に確認を
求める時期です。赤ちゃんと目があった時
に判断の合図をはっきりと示すことが大切
です。この繰り返しで、社会のルールを
学び大人とのつながりを強めます

赤ちゃんの成長には、見守り、声をかけ、気持ちをわかってくれる人が必要です。
人との目や声でのコミュニケーションによって、こころが成長していきます。
ここでは、月齢ごとの赤ちゃんの特性と遊び方を紹介します。

（9）月齢別成長と遊び方
－乳幼児期は感性をみがく時期です－

人との「関係」を育てます。

赤ちゃんは首を振る、拍手、ばんざいなどの動
作をして、ほめられるよろこびを体験します。

体をつくり、基本的信頼感
ーこころーを育てます。

自分の思い通りにいかない
葛とうやけんかなどの体験で、
自分を強めていきます。

まねっこ大好きな時期



お父さん達が子どもの頃に見てきた父親像は、家族を経済的に支える父

親であり、子育てに積極的にかかわる父親ではなかったかもしれません。

しかしこれからは“母親とともに子育てをするお父さん、家族とともに歩

むお父さん”が求められます。だから、これからのお父さんは父親モデル

の“パイオニア”！　新しいことをはじめるには困難がつきものです。試

行錯誤もするでしょう。しかし、その分よろこびも、得られるものも大き

いはずです。

気負わずに、まずは赤ちゃんと地域に出てみましょう。そこで出会った

親子にあいさつすることからはじめましょう。パパ仲間からの情報には子

育てのヒントがいっぱいです。地域の人との交流は子育てには欠かせませ

ん。

パイオニアとしてのお父さんに育てられた子ども達は、大人になった

時、そんなお父さんをお手本にして、安心して子育てができるようにな

るのです。

これからのお父さんは“パイオニア”！
COLUMN⑦

Let's Enjoy パパにできること パパにしかできないこと ● 21



パパの事例集 

はじめての子育て、 

ママと一緒にがんばっているけれど、 

こんなやり方でいいのかな、 

みんなどうしているんだろうと思ったことはないですか。 

子育てのやり方はいろいろあるし、人それぞれ違いますが 

先輩パパ達の身近な事例を集めてみました。 

あなたと赤ちゃんにあった子育てのヒント、 

見つけてみましょう。 

こんな時 
どうしてる？

 

日
々
、子
ど
も
と 

　
成
長
し
て
い
ま
す
。 

パ
パ
の
子
育
て 

　
楽
し
ん
で
い
ま
す
！ 
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だっこ
「小さな赤ちゃんをだっこするのは、なかなか慣れない…」
そんなパパも、先輩パパたちにだっこのコツを聞いて、スキンシップを楽しみましょう！

・はじめのころはどんなに泣かれてもあきらめずに、何度もだっこすることが大切。
・だっこしながらでも常に話しかけてあげることが大事です。
・ママの匂いのするものでくるんでだっこするとおとなしくなりました。
・寝てばかりのころは横だきでしたが、つかまり立ちをしはじめたら縦だきの方が好きみたいです。
・要は慣れだと思うので、だける日はできるだけだいてあげればいいんじゃないかな。
・ママよりも子どもとのふれあいが少ないので、家族で出かける時などはだっこするように心がけています。
・泣き出したら部屋を移動したりテレビを見せたりしています。おんぶをしていると機嫌がいいですね。

あぐらでだっこ

利彦パパと颯平
そうへい

ちゃん（10か月）【橿原市】
以前は私がだくとよく泣いていました。そんな時、妻から「不
安な気持ちが伝わっているからかも」と言われました。それか
らは泣かれようとも常に気持ちを大きくもってだいています。
赤ちゃんは敏感に親の気持ちを感じ取るのかも。だっこしてい
る時、「大丈夫だろうか？」と思わずに「大丈夫だよ。そばにい
るよ」という気持ちでいることで落ち着くと思います。

一広パパと桃愛
ももか

ちゃん（7か月）【橿原市】
必ず両手でだっこをしています。片手だけでだいている人も
いますが、目線があうと安心するようなので、目と目を見あ
わせられるよう正面でだっこすることを心がけています。
首がすわっていないころは、恐くて力の入れ具合がよくわか
らずガチガチになっていましたが、子どもの股に右手を入れ
る形でだくと安定してだっこできるようになりました。だっ
このコツを覚えるのに、１か月くらい奮闘しましたよ。

パパ流子育て

ほかに
も

いろい
ろ！

あぐらでだっこしてました。あぐらのくぼみに赤ちゃんのお
しりをおいて頭をもたれさせるだけですが、すっぽりつつみ
こむようにして、体ごとゆらゆらするとよく寝てくれました。
首がすわったくらいからしていました。

おすすめ！

Let's Enjoy パパにできること パパにしかできないこと ● 23

パパの事例集こんな時どうしてる？
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授 乳
ミルクならできるけど、母乳に関してはママまかせというパパも多いかもしれません。
先輩パパたちは、母乳の時も大活躍のようですよ。

洋之パパと和之
かずゆき

ちゃん（5か月）【奈良市】
ママが授乳している時、なにができるか考えて、家事しかな
いと思ってやるようになりました。でもミルクを与える時は
できるだけ自分がやります。うちの子は、ほ乳びんの乳首の
形が嫌いなのか、すごくいやがるんですが、急にごくごく飲
み出したりします。あと、ミルクの温度にこだわりがあるよ
うで、思ったよりも熱いと感じるくらいのを飲んでいますね。
これも個性だなと思いますね。

隆延パパと綾菜
あやな

ちゃん（10か月）
【橿原市】
最初のころは熱湯を入れてミルクをつくっ
たあと、水で冷やしていましたが、調乳用
の電気ポットを購入しました。冷ます手間
が省けて助かりましたが、「適温」は思って
いたより熱く、それまでは冷ましすぎてい
たこともわかりました。

・ママが授乳しやすいように授乳グッズ（クッションやガーゼ）の用意を担当しています。
・静かな環境にするため、授乳の時は別室に行くようにしています。
・げっぷは、寝ころんだお腹の上に腹ばいに寝かせ、背中をかるくとんとんするとでやすかったです。
・長い授乳で肩がこるママに肩もみとマッサージをプレゼントしてます。

パパ流子育て

ほかに
も

いろい
ろ！

パパ体験談

うちの子の 授乳中と、
飲みきってからの
2回に分けて
すると楽に
出ました。

まったくげっぷが
出ないときは、

よくおならが出ました。

げっぷといっしょに
お乳を吐きました。
ビックリしました。

パパの事例集こんな時どうしてる？

飲んですぐは
出ない方が
多かったです。

げっぷが出ないまま
寝るとしゃっくりが
はじまることが
ありました。
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おむつ
赤ちゃんがよく動くようになると、
おむつを取り替えるのもひと苦労ですね。
毎日のことだから、
ちょっとした工夫がわかれば助かりますね。

・汚れてもいいシートを引いて替えています。動くようになってからはおもちゃなど特に興味を引くも
のをもたせるとうまくできますね。

・寝返りをしない時期はやりやすいので、そのころから慣れておくといいですよ。
・上からつるすおもちゃは、上を向かせたままにするのに役立ちました。
・適当に歌を歌って気を引かせている間に取り替えてます。
・いうことを聞かないからといって無理やり替えていると、本当におむつ替えが嫌いになってしまうと
思います。楽しく取り替えましょう。

佳史パパと智哉
ともや

ちゃん（1歳4か月）
【平群町】
おむつを替える前に遊んであげて、機
嫌よくしているうちにおむつ替えする
とスムーズにできることが多いです。
とにかくいっぱい子どもに話しかけな
がら楽しく替えていますね。

パパ流子育て

ほかに
も

いろい
ろ！

泰也パパと達成
たつなり

ちゃん（9か月）【橿原市】
なるべく神経質になりすぎず手早く取り替えていま
す。足をバタバタさせて取り替えにくいのですが、も
う「しょうがないな～」と割り切って、多少の汚れは
許してます（笑）。
うんちの時は取り替えないというパパもいるようですが、
うちの場合は私がうんち担当です。うんちの色ややわら
かさで健康状態もわかるようになりましたよ。１、２日
下痢が続いた時は心配しましたが３日目にはいつもの状
態に戻っていたので安心したということもありました。
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・洗髪されるのが嫌いなので、最後に洗っています。また、機嫌をよくするために、おもちゃをもたせ
ています。

・手についた石けんをなめるので、まずうつぶせにして背中を洗い、最後に手を洗うようにしています。
・帰宅が遅くなる日は連絡を入れ、間にあう場合は、体ふきをしています。
・お風呂は父親にとって子どもとの大事なスキンシップの時間だと思って楽しく入っています。
・いつも帰宅が遅く、赤ちゃんのお風呂には間にあいませんが、寝かしつけは担当して、ママに一人の
バスタイムをつくっています。

・お風呂でいっぱい遊んで、お風呂は楽しいところと思うようにしてあげて。

パパ流子育て

ほかに
も

いろい
ろ！

お風呂
「赤ちゃんをお風呂に入れるのはパパの仕事」という声もよく聞きますが、
「仕事」と考えず、パパと赤ちゃんの体もこころもあたたまる楽しいバスタイムをどうぞ。

お風呂で赤ちゃんを洗う時、太ももを閉じてその上
に縦向きにのせます。横だきにするより安定感があ
り、体のすみずみまで洗えます。

健パパと紗羅
さ ら

ちゃん（10か月）
【平群町】
はじめのころは、泣かれてあばれるため水
を飲まないかすごく不安でした。流す前の
かけ声を決めておくと、今からお湯をかけ
られるんだなと認識するみたいで、流す時
に役に立ちましたよ。

洋平パパと初音
はつね

ちゃん（7か月）【斑鳩町】
頭にガーゼをつけてシャワーをかけると、お湯が
ガーゼを伝わって流れていくので顔に水がかから
ないんです。耳に水が入らないように顔を左右ど
ちらかに向け、片耳をおさえてシャワーを顔と逆
方向に向けて流しています。
顔が荒れやすいので、ぬれたガーゼでていねいに
ふき、ふく時も「顔ふくよ～」「ゴシゴシするよ～」
と言っています。

パパの事例集こんな時どうしてる？

赤ちゃんの洗い方
おすすめ！
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寝かしつけ・夜泣き
ねむったと思ったら急に泣き出したり、夜中に何度も起こされたり…
大きくなるまでとはいうものの、毎日大変ですね。
みんなどうして乗り越えたのでしょう！？

【寝かしつけ】
・最初のころは、ＣＤをかけてだっこしていると、すぐ寝ていました。
・ミルクを飲んだあとに寝ることが多いので、寝る体制を整えてからミルクをあげます。
・軽いスクワット運動でゆらすと寝てくれます。ただし根気と体力が必要です。
・寝かしつけるのは、お風呂でたっぷりと遊んでからが楽でした。
・照明を暗めにし、部屋の中をだっこしながら歩くと早く寝てくれました。
・子どもが安心して寝てくれるのも、ある程度慣れが必要です。回数だと思います。

【夜泣き】
・日中、ママは子どもの世話をがんばってくれています。時々、夜はできるだけ妻を一人で寝かせてあ
げています。

・日ごろはママにまかせていますが、ママがイライラしている時と休みの前は覚悟して夜泣きとつきあ
います。

・ママに「泣いているの気づかなかったらゴメン」と言ってから寝ます。
・ママに次の日の朝「昨日もお疲れさん」と必ず声をかけます。

豊パパとあかりちゃん（6か月）【生駒市】
うちの子は、15分から20分くらいだいてゆらして
いると、うとうとしてきます。よく、寝たと思って
ふとんにおろすと泣き出すことがありますが、私の
寝かしつけのコツは、寝たのに気づいてから10分く
らいだきつづけるんです。完全に寝入ったと思って
からふとんにおろすとだいたい成功します。

健治パパと陽誠
ようせい

ちゃん（1歳4か月）
【平群町】
夜泣きは、ほとんどママにまかせてい
ますが、朝ぐらいはゆっくり寝てもら
えるように、私が早く起きて朝食をつ
くるようにしています。

パパ流子育て

ほかに
も

いろい
ろ！



離乳食
離乳食で、赤ちゃんは家族との食事の仲間入りをします。
先輩パパたちの工夫や裏ワザを参考に、赤ちゃんとの食事を楽しみましょう。

浩二パパと一寿
かずとし

ちゃん（8か月）
【生駒市】
私は子どもが生まれる前から育児雑誌を読
んでいたので、だいたいのことはわかりま
したね。生まれる前でも生まれたあとでも
勉強すれば何も悩むことはないですよ。今
はいろんな子育て本が出されていますから。

・以前はよろこんで食べていたのに食べなくなる時があります。好きな食べ物はころころ変わるみたい
です。

・休日は私が離乳食をあげるようにしています。
・そでつきのエプロンは服が汚れないので便利です。
・ご飯を与える時は、ママと二人で食べさせるようにしています。「あーん」と言いながら食べてます。

パパ流子育て

ほかに
も

いろい
ろ！

カンタン「重湯
お も ゆ

」
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パパの事例集こんな時どうしてる？

おすすめ！

離乳食をはじめたばかりのころ、簡単におか
ゆがつくれる裏ワザを会社の先輩パパにおし
えてもらいました。子どもの月齢に応じて米
つぶを足していけば、重湯からおかゆまでつ
くれるので、楽でした。

（１）炊飯器にお米をセットし、その
中央に空のぐい飲みを置きます。

（２）ぐつぐつ炊き上がっていくうち
に水分がぐい飲みに入っていき
ます。

（３）お米が炊けるとできあがり！ 炊
く前に米つぶを少し入れておけ
ば、おかゆもできます。
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早く帰って子育てしたいけど、仕事も忙しいし、ずるずる残業してしまう…
というパパも多いかも。先輩パパたちは、「ワーク・ライフ・バランス～仕事と生活の調和～」
をどう工夫しているのでしょう？

晃治パパと晃太朗
こうたろう

ちゃん
（10か月）【奈良市】
気持ちの中で「早く帰らねば」と意
識すると、勤務時間中の効率が上が
ると思います。仕事も大切なことで
すが、仕事以上に家族が大切だとい
う気持ちに変わりました。

哲史パパといち乃
の

ちゃん
（1歳2か月）【奈良市】
私は帰りが遅いのですが、夜はあきら
めて朝スキンシップをとるようにしま
した。お風呂も朝一緒に入っています。
これなら寝顔しか見られなくても大丈
夫です。

仕事と子育て

・帰りにくいと思ってしまうと帰れるものも帰れなくなりますよ。
・職場でできるだけ子どもの話をしていると早く帰るようにすすめてくれたりします。
・遅くともこの時間までには帰るという決まりをつけました。
・いつもの電車に乗れなかったら特急に乗って子どもの入浴に間にあうよう帰っています。
・今日やらなくてもいい仕事の場合は後日に回すよう、メリハリをつけるようになりました。
・２、３日ふれあえなかった時、私を忘れているようでショックだった…忘れられることだけじゃなく、
ママの負担を軽くしたいし、一緒に子育てしていきたいと強く思っています。

・仕事で疲れ、ストレスがたまっても、子どもの笑顔を見ると疲れもふっとびます。できるだけ子ども
にも笑顔で接するよう心がけています。

・子どもの扱い方がわかってから、子どもと楽しく遊ぶコツを覚えました。そうすると、子どもが私の
帰宅を待ってくれるようになりました。家に帰るのが楽しくなりました。

・共働きです。育児休業をとってみようかと考えています。
・保育所にママと交替でむかえに行ってます。毎日大変ですが、ママとよく話しあうようになりました。

パパ流子育て

ほかに
も

いろい
ろ！
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パパにしかできないこと、
ママへの思いやり編

これこそ「パパにしかできないこと」ママへの思いやりをご紹介します。

正樹パパと陽向
ひなた

ちゃん（7か月）【御所市】
ママが出かける時には、すすんで子どもと留守番
しています。父子セミナーにも自分から参加しま
した。子どもとかかわる時間はママよりも少ない
ですが、子どもの健康＝ママの健康と思っている
ので、ママの負担を軽くするためにも家事や子育
てに積極的にかかわりたいと思います。

秀樹パパと大空
そ ら

ちゃん
（5か月）【橿原市】
子育ては参加するのではなく、
あたり前にするものだと思っ
ています。子育ては自分自身
の成長につながると思います
ので、がんばりましょう。

ぐっ ときた、

パパからの思いやり

たまに一人になる自由な時間をつ
くってくれるのでリフレッシュで
きています。

子育てを「当たり前のことだから」
といつも言っていて、そして実行
してくれるのがうれしいです。

私が感情的に子どもを怒っている
時、注意してもよさそうなのに何
も言いません。いつも家族のこと
を大きなこころで見守ってくれて
いると感じます。ありがとう。

子どもがはじめてしたことに私よ
りもパパが先に気づいてくれた時
は、ちゃんと見てくれていている
んだなと感じます。

子どもの病気など気になること
を、会社で先輩パパに聞いてきて
くれたり、ネットで調べてくれた
りします。子育てを通して、パパ
自身がよりよく変わってくれたこ
とが一番うれしい。

出産後、美容院に行くことをあき
らめていたら「子どもの面倒を見
るから行ったら？」と言ってくれ
ました。

慣れない子育てでつらかった時
「母親１年生だから仕方ない。一
緒にがんばろう」と言ってくれ
たことがうれしかったです。

子どもと楽しそうに遊んでいる姿
を見たり、子育てに積極的にかか
わろうとしてくれているのだなと
感じるとうれしいです。

授乳は回数が多いし大変でした
が、できるだけ近くに寄り添っ
て私や赤ちゃんに話しかけてく
れました。

パパの事例集こんな時どうしてる？

ママにも
言わせて



人は親として生まれてくるわけではありません。私たちは皆、

周りの人に助けてもらいながら、親になっていくのです。

完璧な人はいません。完璧な親もいなければ、完璧な子どもも

いないのです。私たちにできるのは最善をつくすことだけであり、

時には助けてもらうことも必要なのです。

子ども家庭リソースセンター編　ドメス出版発行

「ノーバディズ・パーフェクト～カナダからの子育てメッセージ～」より
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