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───────────── はじめに ─────────────

　“はじめての子育てはわからなくてあたりまえ！ ” 
　はじめて子育てするお母さんやお父さん、そして、“大丈夫よ ”と言ってくれるおばあちゃん、
おじいちゃん。近所のおばちゃん、おじちゃんたちも、この子育てサポートブックをお手元に
おいて参考にしていただけたらと思います。
　そして、少しでも育児不安が解消したり、子どもに関わることが楽しくなればと思っています。
　自分の子どもも地域の子どもも、子どもはみんなの宝物。未来を担う子どもたちをみんなで
育てていきましょう！
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　瀬戸市は名古屋市の北東約 20㎞に位置する、1000 年の歴史を持つやきもののまち「陶都」
です。やきものの原料となる良質な陶土やガラスの原料となる珪砂、そして燃料となる豊かな
森といった自然の恵みに支えられ、大勢の人々によって受け継がれてきた「せともの」は、や
きものの代名詞として日本のみならず、世界の人々に知られるようになりました。
　名古屋駅まで交通機関で 40分というアクセスのよさから住宅開発も進んでいる一方、現在
でも市内にはたくさんの窯業関係の仕事をなりわいとする人がおり、陶都として独自のくらし
やまちなみが育まれています。また、かつてはやきものの燃料として使われてきた森は人の手
によって再生され、現在でも市域の約 6割を占めています。名古屋からほど近いとは思えない
ような豊かな自然は、オオサンショウウオ、シデコブシをはじめとする貴重な動植物の生命を
育み、また私たちを楽しませてくれます。

シデコブシの花

瀬戸の蛇ヶ洞川には特別天然記念物のオオサン
ショウウオが生息しており、生物調査も行われ
ています。

ものづくりの瀬戸市に住んでいる子
どもたちは、土、砂、粘土などに親
しんでいます。
─ノベルティ・こども創造館にて─

瀬戸市はこんなところ！11
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子育て支援のイメージ
●計画の基本理念
子どもたちの「つながる心」と「生きぬく力」が育つまち

基本目標２　子どもと子育て家庭にとって安全・安心なまち

基本目標１　子どもたちが健やかに暮らすまち

水

土

瀬戸市子ども・子育て支援事業計画22

【主な事業】
・保育園　・幼稚園　・時間外保育　・一時保育　・一時預かり
・病児・病後児保育　・ファミリーサポートセンター　　等

【主な事業】
・利用者支援事業　・各種健康検査　・放課後児童クラブ
・放課後学級　・学校サポーター　・特別支援教育　　等
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２.瀬戸市子ども・子育て支援事業計画

基本目標４　多世代・地域交流により思いやりを育むまち

基本目標３　親子がともに成長できるまち

おひさま

栄養

豊かな自然あふれるまち、瀬戸。
木が育って豊かな森ができるように、すべての子育て家庭を応援し、
「つながる心」と「生きぬく力」を育みます。

【主な事業】
・育児サロン　・地域の子育て支援の場としての保育園
・子育てサークルの拡充・支援　・地域力　　等

【主な事業】
・地域子育て支援拠点事業　・家庭教育支援　・幼児教室
・養育支援訪問事業　・キャリア教育
・キャリアアップ講習　　等
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これから親になる世代 0～ 2歳の子ども 3～ 5歳の子ども 小学生

◆保育園・幼稚園　◆低年齢児保育　◆延長保育無料化　◆一時預かり　◆休日保育
◆病児・病後児保育　◆放課後学級　◆放課後児童クラブ　など

◆体験学習　◆国際理解
◆文化体験　◆子ども会

◆交通安全指導　◆キャリ

◆赤ちゃんサロン　◆育児サロン　◆幼児教室
◆育児サークルの支援　◆親子ふれあい広場　など

◆母子健康手帳交付・
　妊婦相談

◆ミニママ教室、
　マタニティ教室
◆妊婦健康診査
◆妊産婦歯科健康診査
など

◆離乳食教室　◆乳幼児の健康診査　◆歯科健康教室　◆児童生活習慣病対策　など

◆療育・発達相談　◆療育支援　◆障害児保育　◆特別支援学級　◆児童虐待防止　◆い

◆子育て総合支援センター　◆こんにちは赤ちゃん訪問　◆育児相談　◆育児サロン　◆育児講座　◆地域子育て支援拠

ライフステージ別　子育て支援メニュー
●瀬戸市では、市にお住まいのすべての子どもたちの成長を支援するため、多岐にわたる子育
て支援事業を実施し、全ての子育て家庭を応援していきます！

次代の瀬戸を担う親へ・・・

メニュー④　子どもの保育・教育を応援します！

メニュー⑧　質の高

メニュー⑨　次代を

メニュー⑥　子育て家庭の居場所づくりと
仲間づくりを応援します！

メニュー①
子育てへの準備を
応援します！

メニュー②
母親と胎児の健康
を応援します！

メニュー⑤　子どもと保護者の健康づくりを応援します！

メニュー⑦　サポートが必要な子どもとその保護者を応援します！

メニュー③　子どもの悩み・子育て不安の解消を応援します！
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２.瀬戸市子ども・子育て支援事業計画

中学生 高校生 子どもを持つすべての世帯

教室　◆学校サポーターの配置　◆やきもの文化教材
　など

ア教育の推進　◆乳児・園児との交流　◆消防クラブ　など

◆キャリアアップ講座　◆せと・しごと塾　など

◆男女共同参画啓発　◆学びキャンパス

◆地域交流　◆移動児童館　など

◆子ども医療費助成　◆児童手当支給　など

じめ・不登校相談　◆外国人児童の日本語支援　など

点施設の整備　◆養育支援訪問　◆母子家庭相談　など

い学びと成長を応援します！

担う子どもの育成を応援します！

メニュー⑩　保護者の就労・再就職を応援
します！

メニュー⑪　保護者のワーク・ライフ・バ
ランスを応援します！

メニュー⑫　世代を越えた子どもとの交流
を応援します！

メニュー⑬　子育てにかかる経済的負担を
応援します！
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●子育てを取り巻く環境や状況は、科学の研究や進歩により、しだいに
変化していく流れがあります。“むかし”と“いま” を比べてみましょう！

ここが変わった！子育て事情33

日光浴

卒乳

うつぶせ
寝

むし歯
予防

いま

いま

いま

いま

むかし

むかし

むかし

むかし

1998年から、母子手帳から「日光浴」
の記述が消え、赤ちゃんを外気や温度
差に慣らす「外気浴」を勧める記述に
なった。オゾン層の破壊で紫外線量が
増加したことが原因。外気浴の際は、
紫外線が強い時間帯（10時 ~14時）
はなるべく避け、帽子などで直射日光
を受けないように注意する。

自然におっぱいから離れていくまで、
授乳していて問題はない。授乳の終
わりも卒乳と優しく表現される。

乳幼児突然死症候群（SIDS）から赤
ちゃんを守るため、厚生労働省は、
赤ちゃんを「医学上の理由で必要な
時以外は、仰向けで寝かせるように
しましょう」と啓発している。

生まれたばかりの赤ちゃんの口の中
には虫歯菌はなく、大人の口からう
つることが分かってきた。周囲の大
人は虫歯治療をし、箸やスプーンを
共有しない。また、毎日の歯磨きを
丁寧に行い、定期的に歯科検診を受
けるとよい。

日光浴をしないとくる病（ビタミン
Ｄ欠乏症）になる。

母子手帳に１歳までに断乳（ママが
リードして授乳をやめる事）の完了
という記載があった。

頭の形が良くなる、寝つきが良くな
る。

離乳食は大人が噛み砕いたものを子
どもに与えたり、箸やスプーンを共
有してきた。



7

3. ここが変わった！子育て事情

だっこ はちみつ

離乳食

授乳

おむつ

いま いま

いま

いま

いま

むかし むかし

むかし

むかし

むかし

だっこは、人への信頼関係が育つなど、
心の成長に大切。だきぐせは気にしな
くて良い。

はちみつの中にはボツリヌス菌が潜
んでおり、1歳未満の赤ちゃんの体
内に菌が侵入すると食中毒になる恐
れがあるため、厚生労働省は 1987
年から 1歳未満の乳児にはちみつを
与えないよう指導している。

通常５～７か月頃にかけて哺乳反射
が消失することで、自然にスプーン
が口に入ることも受け入れられるよ
うになる。
また、果汁の摂り過ぎによって母乳
やミルクの摂取量が減少し、たんぱ
く質、脂質、ビタミン類や鉄、カル
シウム、亜鉛などのミネラル類の摂
取量低下が心配されるため、果汁な
どでの離乳の準備は必要ない。

赤ちゃんによって個人差があるので、
むりに飲ませることはしない。よろ
こんで飲み、体重が順調に増えてい
るのなら心配ない。

子どもが膀胱に十分に尿が溜められるよ
うになったら、トイレに誘ってみる。誘っ
てもいやがる時は、無理強いはやめる。

だきぐせをつけると、あかちゃんは
だっこを求めてしょっちゅう泣くよ
うになる。

天然の甘味料で栄養も豊富なため、
便秘や赤ちゃんの体調が悪い時など
に与える。

離乳の準備として２か月から４か月
ころに、果汁や野菜スープをスプーン
で与え、味やスプーンに慣れさせる。

３時間おきに授乳するのが良い。

１歳を過ぎたら夏場にはずした方が
良い。
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あがりめ

身近にある葉っぱであそぼう！

絵本の読み聞かせ
　子どもたちは、絵本を読んでもらうことが大好きです。膝の上
やベッドの中など、いろいろな場所で語りかけるように読んであ
げてください。絵本は子どもの心を動かし、想像力や思いやり、
好奇心などを育てます。たくさん絵本を読んでもらった経験のあ
る子どもたちは、成長しても本が大好きになることでしょう。

いっしょにあそぼ！44

パパやおじい
ちゃんにも読ん
でもらおう！

1. あがりめ
　目じりをうえにあげます

1. 葉の点線を切る

2. さがりめ
　目じりを下に下げます

2.葉に穴をあけ茎を入れひっぱる

3. ぐるっとまわって
　目じりをまわします

3. うさぎのできあがり

4.「にゃんこ」の
　目じりを内側に寄せます

4. 点線を切るときつねになる

5. め
　目じりを外側に広げます

5. きつねのできあがり

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
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4. いっしょにあそぼ！

てあそび　～いっぽんばし～

かえるのビックリジャンプ！

作り方
①牛乳パックを開き斜線の部分を切り
取る。6センチ幅にし点線を切る。 

②牛乳パックを折りたたんだまま上か
ら 1～ 2センチのところに切込みを
入れ角を丸くする

③折り紙を牛乳パックに貼り、かえる
やうさぎの絵を描く

④輪ゴムを切り込みに引っかけ図のよ
うにバッテンにかけると出来上がり 

※ゴムを引っ張りながら厚紙を裏返し、
手を放すと弾力でかえるがはねる。

準備するもの
材料：牛乳パック・輪ゴム・折り紙
用具：はさみ・セロハンテープ
　　　ペン・のり

手遊びは大人と子どものコミュニケーションの力を育てます。

1. ♪いっぽんばし
　指を一本たて一筋なぞる

幅 6センチの
紙が６枚でき
る。

角を丸く切る

切込みを入れる

牛乳パックを折りたた
んだまま切る。

2. ♪こちょこちょ
　やさしくくすぐる

3. た～たいて
　手のひらをやさしく 2回た
たく

4. つ～ねって
　人差し指と親指でてのひら
をそっとつまむ

5. かいだんのぼって
　人差し指と中指で手のひら
から腕の方向へ動かす

6. こちょこちょ！！
　お子さんのからだをくすぐ
る

1

1 2

3 4

2 3

4 5 6
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完成！

広告紙で作ると大き
な音がでますよ！

紙で遊ぼう！　かみてっぽう

ハンカチ　ソフトクリーム

1. 長方形の紙を 2つに折り
線をつける

1. ハンカチを半分に折る

2. 開いて四隅を中側へ折る

2. もう一度半分に折る

3. ２つに中折りする

3. くるくるまるめる

4. もう 1回折り台形の形を
作る

4. まん中を引っ張りだす

5. 中を開いて四角形を両面作
る

5. ソフトクリームできた！

7. 力いっぱいふり降ろす

6. ２つに折る
　 開く側を下にする

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

7

6

少しゆる
めに！
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4. いっしょにあそぼ！

積木あそび

描画

幼児の運動あそび

•自由に表現することで創造性を高める。
•積木がくずれても何度でも挑戦していく気持
ちを体験できる。

•失敗しても気持ちを立て直すことにつながる。
•積木あそびを繰り返し経験する中で、命のエ
ネルギーを育む。

　子どもは鉛筆やボールペンなど、大人が文字を書いている様子をみてその道具
を使いたがります。子どもの絵はそんな日常生活の中から自然に生まれます。上
手、下手で評価すると描くことが苦手な子になってしまいます。子どもが何気な
く選ぶ色や描く絵の色使いには、言葉にならない気持ちや体調が反映されていま
す。子どもの絵は、感情表現の宝庫です。
　子どもの気持ちやストーリーに共感し、子どもが描いた絵のお話を聞いてあげ
ましょう。

つんだり、並べたり、
つなげたりする自由な
表現活動を展開する素
材です。

子どもが楽しみ
ながら自分で取
り組める環境が
ポイント！

小さい頃からいろんなあそ
びをすることがポイント !

ヒトの動きを司る筋肉に指令を出
す神経が 6歳頃までに９０％発達
すると言われ、６歳までにできる
だけ多くの運動発達の動作を行う
機会をえることが、豊富な神経発
達を促すと考えられます。

鉄棒
　ぶら下がり・豚の丸焼き・前回り・
　逆上がり
しっぽ取り
　鬼役が他の子どものしっぽを取る。

フラフープを使って！
　フープ縄跳び
　フープ転がし
徒競走　２人１組で１０メートル走
ロープを使って
　ひもとり・でんしゃごっこ・
　へびじゃんけん

平均台
　落ちずに渡りきる。
ボールを使って
　的あて
　キャッチボール
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子どもの様子を観察しましょう！
●子どもの平熱を知っておきましょう。（１週間位、同じ時間を目安に測りましょう）

①熱があるとき !!　発熱=38℃を超える
例えばぐったりしている・無表情・顔色が悪い・おしっこが出ない・呼吸が苦しい・食べられない・
飲めない。

処置
•体温を測る 熱が高ければ、子どもの様子を見ながら血管を冷やして体温を下げる。
•熱を下げるには 子供用イオン飲料・麦茶が効果的です。脱水症状にならないようにス

プーンやスポイトで少しずつのませる。
•解熱剤を使用するときは 　熱を一時的に下げるものですが、医師の指示に従う。

②けいれんをおこしたら !
•何時に始まった？　何分続いた？
•何をしている時に？
•意識はありますか？
•けいれんの時の動作は？…片手足だけ？左右対称？全身？
•呼吸・脈拍の状態は ?　　眼球の位置は？　皮膚の状態は？
•失禁しているか？

処置
•唾液・吐物の誤飲防止・顔は横向きにする
•胸元は緩めて呼吸を楽にする
•無理な押さえつけはしない
•口の中に物を入れない
•様子を見て病院へ行く

子どもの病気55

あわてない！
落ち着いて！そして

観察です！

できれば脇で
測ろう 汗をふいてから

体温を測ってね !
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5. 子どもの病気

③泣いてばかりいる！
•どこかがいたくて泣くことも 風邪の前兆かも？家でゆっくり過ごしましょう。
 便秘かも？
 腹痛の原因が食物アレルギーの場合も！
•こんなときは受診を 熱・下痢・せきなど（機嫌が悪いのは病気が原因かも？）
 長い時間火がついたように泣く。いつもと泣き方が違う。
 顔色が悪い。
•こんなときはすぐ救急車 足を縮めるようにして激しく泣く。（腸重積かも？）
 泣き方が激しく、嘔吐や血便がある。

やけどの重傷度は広さと深さで決まる
体の広い範囲に及べば重傷。全身をやけどする
と意識を失うこともある。水泡やただれている
ときには、医療機関で処置を受けましょう。

鼻血が出たら…
•下を向かせるかうつぶせにする。
•鼻をつまんで止血する。
•脱脂綿などを詰め、冷たいタオ
ルで鼻を冷やして安静にする。

口の中を怪我したら…
• 口の中を清潔にする。
•出血をとめる。
•しばらくは観察を！
•少しでも歯がかけたら受診しましょう。

やけどしたら…
•どんなやけどもまず２０分流水で冷やす。
•水ぶくれはつぶさない。
•みそ・アロエなど民間療法はしない。

傷ができたら…
小さな傷ならぬるま湯で洗う。
出血が多い時は止血のみ。
傷口を消毒したらガーゼなどで
覆う。軽い傷なら自然に治す。

異物を飲み込んだら…
「飲み込んだものによって対応が違う。」
窒息のときには赤ちゃんをさかさまにして背中
をたたく。
灯油や防虫剤などは吐かせない方がよい。受
診のときは飲み込んだ物の外箱や同じものが
あれば持参する。

目に異物が入ったら…
目に薬品が入ったら洗い流します。とがった
ものが取れないときは無理にとらず様子を見
てから受診をする。
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豆知識

事故

誕生から生後１か月まで　――ねんねのころ――

•この時期の赤ちゃんは眠りと目ざめのリズムが安定せず、一日中寝ているように見えますが、
呼吸をし、おっぱいを飲み、消化して出すという『生きるための基本となる力』をたくわえ
ている時期といえます。

•生まれたあとには、快、不快の表情が徐々に分化し、授乳後や寝入りばなにふんわりとした
笑顔を見せてくれることがあります。これは「天使の微笑」とも呼ばれる生理的微笑です。

•脳からの指令とは関係なく身体がかってに動いてしまう「原始反射」が見られます。これら
の原始反射は、生後３～４か月頃までには消えていきます。

子どもの発達66

≪赤ちゃんを寝かせるときの注意≫
•敷布団は硬めにし、仰向けで寝かせましょう！顔が埋まって鼻や
口がふさがってしまうことがあります。

•布団で添い寝をするときも気をつけましょう。
お母さんの乳房や身体で赤ちゃんが窒息するこ
ともあります。
0 歳児の事故の死亡原因の多くは不慮の窒息です。

≪生後 1か月であっても、
意識してコミュニケーションをとることが大切です！≫
生後 1か月くらいで、目は良く見えなくても、顔を判別する能力を
持ち合わせ、声や音にも反応し大人の模倣も始まることが分かってき
ました。そして、だっこされているときは 60センチ先に焦点があり、
だっこしている人の黒眼を見ていると言われていま
す。まだまだ反応しない月齢だからといって投げか
けをしないのではなく、
　・子どもに目を向けているか？
　・子どもに声をかけているか？
　を意識して、育てましょう！
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6. 子どもの発達

豆知識

１か月～３か月前後　――首がすわるまで――

•生後２か月を過ぎる頃になると、赤ちゃん自身が自分の意志でおっぱいを哺乳しようとした
り、飲み方を調整したりし始めるでしょう。お母さんが、赤ちゃんの意志と愛情を感じ始め
る頃です。

•泣き方も変化し多彩になり、生後１か月半ころから２か月になると、お腹がすいたり、オム
ツが濡れているわけでもないのにグズグズと泣いたりします。何をしても泣き止まず、お母
さん、お父さんが「どうしたら泣き止むの？」と悩んだり疲れたりするのもこの頃です。

•まだ首がすわっていないために、お母さんの声がする方に向きたいのに向けない、そのもど
かしさを泣くことで表現します。このようにして赤ちゃんは、周りの世界と気持ちのやりと
りをしながら、自らの感情を豊かに育んでいきます。

≪だっこしよう！≫
赤ちゃんは、だっこされると愛されていると実感して安心します。
• 横だき ( 首がすわるまで )
　軽く曲げたひじに赤ちゃんの首を乗せ、もう片
方の手で赤ちゃんのお尻を支える。
• 縦だき ( 首がすわってから)
　腰を下から抱え、まだ完全に首がすわってない
時はもう片方の手で首を支える。

≪新米パパへのちょっとした一言≫
　母親は産後、授乳や夜泣きで眠れない夜が続きます。妻の苦労に共感する言
葉かけをしましょう。また、赤ちゃんが体調を崩したときなど、「調子はどう ?」
「～大丈夫？」など子どもを気遣う言葉や、妻への感謝の言葉
をかけるように心掛けていきましょう。ちょっとした一言で
妻の気持ちを楽にすることができて、妻の気持ちの理解にも繋
がっていきます。日々の暮らしの中で「ありがとう」「大丈夫？」
など感謝の一言や相手を気遣うちょっとした一言をお互い掛け
合っていきましょう！
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危険

３か月～４か月まで　――首がすわるころ――

•夜間にあたる時間帯にまとまった時間眠ってくれるようになり、お母さんもようやくほっと
できる時期になります。

•手や腕、足が左右対称に動き始め、お母さんやお父さんの声や顔を覚え、目で追ったり、話し
かけると視線を向け、相手の顔をじっと見て、赤ちゃんも自分から声を出して応じるようにな
ります。あやしてもらうと笑顔になり、そばを離れると声をあげて呼んだり泣いたりし、家族
のみんなにとっても、赤ちゃんとコミュニケーションがとれたという実感がもてるときです。

≪ベビーベッドの柵は必ず上げましょう≫
　まだ、寝返りしないからと柵を下げたままそばを離れるのはやめましょう。
この頃から、転落事故が起きています。
　ソファや段差のある室内に寝かせてそばを離れたりしないようにしましょう。
赤ちゃんの成長は早く、毎日変化します。「まだ、動かないから大丈夫」
という思い込みは危険です。

≪赤ちゃんを一人にしないようにしましょう≫
　寝返りを始めると、大人が考える以上に赤ちゃんは動きます。また、
「あらっ、いつのまにはいはいができるようになったの？」と思うくらい、
寝かせていた場所から動いています。

危険
ちょっとお買いもの！・・・は危険！
　いつ地震や火災等の災害が起きるかわかりません。赤ちゃんは、一
人で逃げることはできません。寝ていても、外出する時は一緒に連れ
ていきましょう。

車の中で・・・。
　「寝ているから、かわいそう」と置いていくのもや
めましょう。特に夏は、ほんの数分でも車内の温度
が急上昇し、あっという間に 40～ 50℃以上になり
ます。赤ちゃんは短時間でも脱水症状を起こすため、
死亡事故につながります。
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6. 子どもの発達

４か月～６か月ころ　――寝返りのころ――

•原始反射が消失していき、手指の動きも親指が手のひらから外に出て広がってだんだんと自
由に動くようになり、首もすわり始め半月もすると寝返りができるようになります。

•繊細さが備わり、自分で見つけたもの、好きなものに手を伸ばして、その瞳と指でしっかり
と対象を捉えはじめ、赤ちゃんの世界が広がります。この力を丁寧に受け止め、支え、導い
ていくことが、子育ての大事なポイントになります。

事故

豆知識

≪手に触れるもの、何でもひっぱります！≫
•食卓にテーブルクロスをしくのはやめましょう。
•ポットや炊飯器は手の届かない所に置きましょう。
•コンセントには、カバーをしましょう。コンセントの穴は好奇心
の対象になり、指を入れて感電したり、火傷をする事故が起きて
います。

≪見つけたものは何でも口に入れて確かめます！≫
　赤ちゃんは、口が五感の入口になっており、見つけたものをまず口
に入れてみることで確かめます。

≪誤飲事故を防ぎましょう！≫
•床や手の届く低い所に細かなものを落としたりしていませんか
•たばこや危険なものを置いていませんか
　（赤ちゃんの口径は3.5㎝まで広がるので、3.5㎝以下のものは危険です。）

≪離乳食のはじまり≫
　　離乳食は授乳に次いで、人間的な食生活の第二のスタートです。離
乳食を食べる時間は、耳、目、手、口から体の栄養と心の栄養を取り
入れる大切な時間です。温かい交流の中で、赤ちゃんとともに食事を
楽しんでいきましょう！
離乳を始める目安
① 首のすわりがしっかりして、支えてあげると座れる。
② 食べ物に興味を示す。
③ スプーンを口に持っていっても舌で押し出す動きが弱くなる。
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豆知識

６か月～８か月ころ　――寝返りからずりばいのころ――

•生活リズムも安定し始め、お母さんやお父さんを手始めに、家族のみんなと気持ちを通わせ
あって、絆をしっかりと結び始めます。

•寝返り、向き変え、お坐り、おもちゃの持ちかえがしっかりとでき始めます。好きなもの、取っ
てほしいものを見つけてはお母さんを振り返り、期待のまなざしを向けてくるでしょう。感
情表現も豊かになり、身近な親しい人との交流がうれしくて、あやしかけに嬉々として笑っ
たり、悲しくて泣いたりします。

•生活面でも、飲む、食べる、遊ぶことに関してや興味ある対象に対しても、自分から向かお
うとする気持ちが芽生えてきます。暮らしの中で赤ちゃんに関わっていく際には、赤ちゃん
の中に「～したい」という気持ちが生まれてくることを待つとともに、その力が順調に生ま
れ育つようにしっかりと受けとめて、手助けをしていきましょう。

≪自己肯定感を大切に子育てしていきましょう！≫
　自己肯定感とは、持ち味も弱点も、隠すことのないありのままの自
分をそのままでいいと感じる感情です。この自己肯定感は思春期を見
通した子育ての中で、とても大切なものです。
　そしてこの自己肯定感は、他者に受け入れられ、認められて初めて
実感できるのです。子ども自身が最初に自分の存在の価値に目覚め、
実感するのは親との関係からです。「自分は大切な存在なんだ」「私の
心とからだは大切なんだ」と思えるような言葉かけやあたたかいまな
ざしを小さいうちから、いっぱいいっぱいかけていきましょう！
※「○○ができたね。」「○○頑張ったね。」と、「できなさ」を「で

きるようにすること」が子育ての目標になると、子どもは追い詰
められていきます。「○○ちゃん大好きだよ！」「○○ちゃんはた
からもの！」など心の底からいとおしく思っている気持ちを伝え
ていきましょう！
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6. 子どもの発達

豆知識

８か月～ 10か月ころ　――はいはい、おすわりから、つかまり立ちのころ――

•自分と相手との間で２つの結び目を結べるようになると、自分と特定の人（例えばお母さん）
との１対１の関係だけでなく、他の人や場所に対しても気持ちを向けて、新しい相手を受け
入れることができ始め、自分からも生き生きと応答を返してきます。

•腕と脚の指で床を蹴って進む「ずりばい」からスタートし、その後つま先に力を入れて踏ん
張って、お腹を持ち上げて進む「四つばい」が完成していきます。視界も広がり、しっかり
と目標をとらえて自由に移動でき、自分から積極的に新しい世界を探索していくことによっ
て、感情表現が豊かになり、身近な大人との交流が嬉しくて笑ったり、悲しさ、寂しさ、恋
しさを感じて泣いたりするでしょう。人見知りが本格的になって、お母さんへの後追いも激
しくなります。

≪はいはいって大事だよ！≫
　はいはいをしない赤ちゃんの中には、はいはいをするスペースがな
く、はいはいをする機会のないまま、つかまり立ちに進んでしまう場
合もあります。また、のんびりとした赤ちゃんは、移動したいという
気持ちがあまり強くない場合もあります。はいはいは必ずしなくては
いけないものではありませんが、背筋力、腹筋力、手、足、腰の力を
つけます。
　たまには公園の芝生の上など広々とした場所で腹ばいにしてあげた
り、赤ちゃんの喜ぶおもちゃなどを目の前に置いて、はいはいができ
るきっかけをつくってあげるのもいいですね。うまく前に出られない
ようなら、足の裏をちょっと押してあげるといいでしょう。

≪卒乳について≫
　断乳とは、お母さん側の理由や都合で、無理矢理におっぱいを止め
る方法です。そして卒乳とは、赤ちゃんが母乳を欲しがらなくなるま
であげ続けて、自然に終わりになることです。
　母乳は単なる食料ではないので、離乳食を食べられるようになったからといっ
て、やめる必要はなく “ 赤ちゃんが欲しがる間、欲しがるように与えれば一番
よい ” と考えられるようになりました。１歳を過ぎての母乳は、心の栄養素で
あり精神安定剤です。「断乳」中は、赤ちゃんも情緒不安定になりがちなので、
いつも以上に関わり合いをもつよう、スキンシップなどを心がけましょう。
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10 か月~12か月ころ　――立っちのころ――

•自由に姿勢を変えることができ始め、いよいよ歩行への準備が整い始めます。そのことによっ
て生活範囲も広がり、これまで以上に赤ちゃん自身が生活や遊びの主人公となって周囲との
人間関係を結んでいきます。自分でしたいという意欲が高まり、大人の真似をしたり、物へ
の興味もひろがって、新しい世界を探索する行動もさらに多くなってくるでしょう。

　　まだ言葉は話せなくても、手差しや指さし、表情の変化で自分の要求や気持ちを語るよう
になってきます。そして自分で発見したものを教えようとしてくれます。赤ちゃんの発見を
言葉にしたり、赤ちゃんができた喜びを共有して、気持ちを受け止めていきましょう。

•はいはいを駆使して、大好きな人、関心がある物に向かってずんずん進み、到着すると坐位
や立位になって、手指を使ってさかんに遊び始めます。

豆知識≪スマホと子育て ! ≫
　かわいい子どもも、いつも機嫌がよいとは限りません。いつまでも
ぐずり続けると、スマホや携帯を渡してその場をしのぐ・・そんな経
験もあるかと思います。
　2013 年 1月に日本小児科医会は電子メディアの乳幼児の発達へ
の影響が心配されるとして保護者に対し、スマホ頼みの育児に警鐘を
鳴らす活動をスタートさせています。
　乳幼児期は、自らの身体を使って様々なものを見たり、聴いたり、
嗅いだり、触ったりしながら、五感を育んでいくべき時期です。
　ところが、電子メディア相手では目で画面を見る「視覚」、電子音
を聞く「聴覚」に偏ってしまい、人と会話することなく、一方通行の
やりとりになり、五感をフルに働かせることができません。実際に物
を触って形や大きさ、触感、温度の違いなどを感じ取れる体験と、タッ
チパネルに触れることは、全く別なものです。スマホで一人で遊んで
いるだけでは五感がバランスよく育ちません。
　文部科学省などの調査においても、メディアとの接触時間が長いほ
ど「自己肯定感」が低く、「対人関係に消極的」で、「我慢強さ」がな
くなり、「すぐにムカつく」子どもが多くなる傾向があることもわかっ
てきました。
　まず、大人がスマホと距離をおいてみて、子どもの声や訴えに、心
を傾けることが大切です。
　電子メディアとの接触よりも人と触れ合う時間を大切にしていきま
しょう !
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6. 子どもの発達

豆知識

１歳～１歳３か月ころ　――歩き始めるころ――

•歩行が始まり、大好きな人に向かって一直線に近づいて行こうとします。
途中に障害があって、それ以上進めないと、泣いたりその人の方を振り
向いたりして訴えます。喜怒哀楽をはっきりと示し、自分の要求が満た
された時や、そうでない時に、率直に要求や感情を表現します。（だだこね）
自我の芽生えです。大人の模倣をすることも好きになってきます。模倣
は物真似ではなく、お父さんやお母さんの気持ちや立ち居振る舞いの中
にある大事な価値を、自分自身の表情やしぐさによって表現する自我の
営みです。

≪何でもやりたい !! ≫
　そんな子どもの気持ちをどうする？
　行動範囲が広くなり、大人から見て困る行為、危険
な行動もみられてきます。お母さんは悩むときかもし
れません。危険な行動の制止は必要ですが、大きな声
や怖い声で叱ったりせず、その子自身が自分で行動を
制止できるように導きましょう！ティッシュを箱から
全部出したり、口紅を塗りたくったり・・・・子ども
の好奇心の旺盛さを認め、「なるほど、こんなことに興
味があるんだ」と子どもの発達の力ととらえてこのエ
ネルギーをあそびに結び付けていきましょう！
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事故

豆知識

１歳３か月～１歳６か月ころ　――トコトコ歩きのころ――

•大好きな人に向かってしっかりと歩き始めます。また、直線的に歩くだけでなく、間に障害
物がある場合には別の方からまわり込んだり、方向転換もできるようになります。

•自我が芽生えることによってしっかりとだだこねをし始めます。１歳３か月の頃はなかなか
気持ちの立ち直りができませんが、１歳半ばをすぎる頃から「～ではない～だ」というように、
気持ちを立て直すことができるようになってきます。自我が育つ大事な時期ととらえ、子ど
もの大きくなろうとする要求をしっかりと受け止めていきましょう！

≪事故につながるあんなこと、こんなこと≫
•浴槽や洗濯機に水をためておかない。
　浴槽に湯を入れて、入浴の準備をしている間は、入り口に

をかけておく。
•洗剤、化粧品、医薬品は手の届かない場所に移動しておく。
•ドアの開閉で手足をはさまないように、角の
鋭い家具にはクッションテープをつける。

•階段から落下する事故も多発！柵やゲージを
つける。

≪かみつき≫
　自我が芽生えてくる頃になると子どもは、「自分で○○したい！」「友
達にかかわりたい！」という思いから言葉でうまく伝えられずにかみ
ついてしまうこともあります。「わがままになっちゃったかしら？」「な
んて乱暴な子なのかしら？」と思いがちですが自我が発達しているあ
かしでもあります。子どもはかみつきによってどんな思いや願いを表
現しようとしているか子どもの思いを大人が理解
することが大切です。また、かみつきは相手を傷
つける行為であることから、トラブルの原因にな
ることも考慮し、未然に防ぐ方法や子どものあふ
れるエネルギーを発散させる方法、遊具の数、落
ち着いて遊べる空間の工夫など、一人一人が満足
して遊べる環境を考えていきましょう！
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6. 子どもの発達

豆知識

１歳６か月～２歳　――みちくさをして歩くころ――

•１歳半ばを経て、子どもたちは表情が変わり始めます。大好きな人にやわらかな笑顔を向け、
相手がしてくれることを期待して待ち、喜びを身体いっぱいに表現します。

•「折り返し」や「切り換え」の力を日常生活のいろいろな場面で発揮し始め、歩行、道具の利用、
表情やしぐさや言葉での表現力が互いに関連しあいながら豊かになっていきます。

•自分の思いを具体的な行動によって明瞭に表現します。“だだこね”による自己主張もあらた
めて強くなってくるでしょう。

≪指しゃぶりをすると出っ歯になるの？≫
　乳児期の指しゃぶりは、むしろ大切なもので、指を
しゃぶることが離乳食や歯磨きを始める準備にもなっ
ているということが分かってきました。前歯だけのう
ちは、指しゃぶりをしても歯並びに影響することはな
いのでやめさせる必要はありません。
　しかし乳歯が生えそろった３歳を過ぎても、長時間
指をしゃぶっていると、歯並びや、かみ合わせへの影
響が出やすくなります。集中して遊んでいるときは指
しゃぶりをしていません。外遊びや手を使う遊びを増
やしてあげて、指しゃぶりをする時間を減らすように
しましょう！
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豆知識

２歳～２歳６か月　――リズミカルに歩くころ――

•これまで以上に強く自我を表現し、それを受けとめてほしいと地団駄を踏んで泣いたり、強
いこだわりを見せたりします。子育ての中のこのような「きしみ」にお母さんは悩むかもし
れません。２歳半ばを迎える子どもたちは、大人の言うことなどにはおかまいなしによく動
き回り、周囲にある未知のものにどんどん興味を示すでしょう。何でも試したり、やってみ
たくなる好奇心にあふれています。

•一見、反抗に見える「イヤ！」「モット！」をばねにして、自分が今やっていること以上に「もっ
と～したい」「もう一回やる」という意欲や挑戦しようとする気持ちを表現します。自我を拡
大しながら子ども自身が大きくなっていく時期です。

≪２歳ころから始まる｢イヤイヤ｣｢自分で｣期の育て方≫
　２歳児の特徴は「イヤ」と「自分で」とよく言われます。何事もす
んなりいかず、さんざん手こずらせたあげく結局大泣きで終わること
もあります。「イヤ」「自分で」と言えるのは自分の考えを主張できた
証拠。大人には反抗に見えるのですが、しっかりとした意思をもった
人間としての成長のために喜ぶべきことなのです。
※「イヤなのね」「～してほしかったのね」と子どもの気持ちを受け

入れながら、「いやなら後にしようね」と気分を立て直しゆっくり
待ってあげましょう。

※楽しみが待っているとその前の障害を乗り越えることができます。
小さな期待を持たせてあげることも良いでしょう。

≪トイレトレーニングのポイント≫
• 出る感覚を体験させる
　前のオムツ交換から２時間くらい経ったら、おしっこチェック！濡れていなければおまる
に誘います。出たらほめてあげましょう。２～３分で出なければ、気にせずまたおむつを。
•トイレに慣れる
　おまるにまたいで座ることに慣れたら、トイレにステップアップ。ただし、逆戻りするこ
とも。大人は気にせず、たくさんほめてあげること。
• 出たあとに教えてくれる
　誘って成功する回数が増えたら、誘うタイミングを遅らせてみます。思い切ってパンツ
に切り替えてもいいでしょう。
• 自分でできるが、フォローも必要
　自分からトイレに行けるようになればほぼ完了。いつでもフォローできるように、近くで
見守ってあげましょう。
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6. 子どもの発達

豆知識

２歳６か月～３歳　――片足立ちができるころ――

•２歳半ばを過ぎると、自分だけでなく、相手（友だち、お母さん）と自分のどちらも大切に
しようとする力がしっかりと育ってきます。「自我の充実」です。３歳に近づくにつれて「い
やいや」「だだこね」も落ち着いてきます。子ども自身も「もうすぐ３歳だもん」と言って、「お
兄ちゃん」「お姉ちゃん」になって大きくなってきた自分を実感していきます。

•「大きい‐小さい」、「たくさん‐少し」、「長い‐短い」などの多様な対関係の認識によっ
て対象の状態の特徴を鮮明にとらえはじめます。

≪赤ちゃん返り（第２子の誕生）≫
　上の子は下の子が生まれると大好きなお母さんを取
られてしまいそうで、今まで以上にだだこねをしたり、
乱暴になったり、泣き止まなかったり・・・と自分を
アピールする行動をとったりします。弟（妹）の存在
を受け入れるには時間がかかります。そのような、揺
れる気持ちを受け止めて、赤ちゃんが寝ているときは、
「あなただけのお母さん」としてどっぷり付き合う時間
を作ったり、要求にこたえていくように意識していき
ましょう。上の子は、お母さんの愛情を確認しながら、
しだいに新しい家族を受け入れていくようになります。
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豆知識

３歳～３歳 11か月　――三輪車がこげるころ――

• “大きくなった ”ことへの誇りを持って自信満々に行動します。自分のことはさておいて「手
伝ってあげる」「やってあげる」と、周りの様子を見ながら小さな大人のように振る舞うこと
も多くなります。

•まだまだ反抗や拒否、落ち着きのなさを伴いながらも、充実してきた自我が、様々な場面で
粘り強くやり抜こうとする姿を見せ始めます。受容的な人間関係の中で、自分自身を励ます
心や自制心の芽生えに向かっていく時期です。

≪ごっこあそびの大切さ≫
　子どもたちはあそびの主人公になれるごっこあそび
が大好きです。「ごっこの世界」は、一人ひとりのイメー
ジが大切にされながら、仲間のイメージが支えとなっ
て、活動が展開される世界です。子どもたちは、ルー
ルを大事にして、友達と役割を担い合って遊ぶことが
楽しく、また、満足感を感じるようになります。ぶつ
かり合いを経験しながらも、相手の思いに気づくこと
ができるようになり、あそびの中で自己主張を持ちな
がらも、他者を受容する社会性が確実に育ってきます。

≪「食べる、寝る、遊ぶ」は、
　子どもたちの生活に欠かせない大切なものです。≫
　生活の夜型化、孤食や欠食などの食事の問題、遅寝遅起きな
どの睡眠リズムの問題は、実は子どものあそびの問題につながっ
ているのです。
　早起きして朝食を食べないと、脳と体は動きだしません。脳を
目覚めさせ、いろいろなことに好奇心を持って見たり考えたりす
るためにはあそびが欠かせません。思う存分遊んでこそ、人と関
わる力もつき、おなかも減り、ぐっすり眠れるのです。
　朝食は午前中のエネルギーです。しっかり食べて脳と体を使い
ましょう。

※「子どもの発達」については乳幼児保育研究会編著 “続 発達がわかれば子どもが見える ”より一部引用
※ 子どもの発達は一人ひとり違います。ここに記述したものは、おおまかな目安です。　　　　　　　　
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7. 子どもに人気の手づくりおやつ

ミルクくずもち

ヨーグルト蒸しパン

身近な材料で手軽にできる簡単おやつ！
子どもに人気の手作りおやつ77

和と洋の素材が美味しくひとつになりました !!
＜材料４人分＞
片栗粉　60ｇ　　砂糖　40ｇ　　牛乳 200cc
水 100cc　　きな粉　40ｇ　　砂糖　少々
＜作り方＞
①鍋に片栗粉、砂糖、牛乳、水を入れて、火にかける前によく混ぜ合わせる。
②①をよく混ぜながら火にかけ、粘りが出てきたら火を弱くしてさらに混ぜ、透明感が出てき
たら火を止める。（焦げやすいので火加減に注意！）

③バットに半量のきな粉を入れ、その上に②のくずもちをのせ、さらに上から残りのきな粉を
ふりかけ広げて冷ます。

④冷めたら適当な大きさに切って器に盛り、バットに残ったきな粉に好みで砂糖を加えたもの
をふりかけて出来上がり。

ヨーグルトの種類を変えると色々な味が楽しめます！
＜材料４人分＞
ホットケーキミックス100ｇ　　カップヨーグルト（１人用）　80～90ｇ　　水　10g～20g
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ヨーグルトと合わせて 100g になるよう）
サラダ油　小さじ２　　アルミカップ　4枚程度
＜作り方＞
①ボールにすべての材料（ホットケーキミックス、ヨーグルト、水、サラダ油）を入れ、全体
がなじむまで混ぜ合わせる。

② ①をアルミホイルカップに入れて、よく沸騰した蒸し器で 10～ 20分程度蒸して出来上がり。
（竹串で刺してみて何も付いてこなければOK！）
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子育てで困ったときの相談窓口

その他88

相談場所 電話番号 子育てガイドにも
載っています

子育て家庭の相談全般
<せとっ子すくすく相談>
こども未来課（市役所 2階）

８８－２６３６ 子育てガイド
14・15ページ

母親、妊婦、乳幼児の健康・育児に関する相談
健康課（やすらぎ会館４階） ８５－５５１１ 子育てガイド

7・13・15ページ

心身の発達の遅れや障害全般に関する相談
児童発達支援センター発達支援室 ８８－２４１５ 子育てガイド

14・36ページ

子どもの養育不安からくる悩みの相談・不登校、
いじめ、性格等の相談・児童虐待に関する相談
家庭児童相談室

８２－１９９０ 子育てガイド
14ページ

心身の発達の遅れや障害全般に関する相談
療育相談「おおぞら」
児童発達支援センターのぞみ学園

８２－０１５４
子育てガイド
14・36・37・38ペー
ジ

乳幼児の子育てに関する相談
プレイルーム（やすらぎ会館２階） ８４－２０１１ 子育てガイド

13・20ページ

乳幼児の子育てに関する相談
交通児童遊園（せとクルランド） ４８－２３５０ 子育てガイド

13・19ページ

乳幼児の子育てに関する相談
子育て支援センター
（せとっ子ファミリー交流館）

８７－３６３６ 子育てガイド
13・17・18ページ

心身の発達の遅れや障害全般に関する相談
障がい者相談支援センター
(瀬戸市役所南庁舎２階 )

８４－０６０６ 子育てガイド
14・39ページ

小児慢性特定疾患児とその親への相談
瀬戸保健所 ８２－２１９６ 子育てガイド

13ページ

【市外局番０５６１】
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8. その他

子育てガイド 瀬戸市子育て支援
事業計画概要版

公園マップ

無料冊子のご案内
お出かけスポットの詳しい情報を知りたいときは・・・

●子育てガイド
子育て支援センターをはじめとする子どもと一緒に出掛
けられるご近所の施設など紹介されています。
●公園マップ
市内各地域ごとに、子育て支援センターなど地域にある子
育て関連施設がひと目でわかるマップを作成しています。
●瀬戸市子ども子育て支援事業計画概要版
瀬戸市にはどのような子育て支援メニューがあるのか ?
など詳しく書いてあります。

瀬戸市役所（こども家庭課）・
せとっ子ファミリー交流館・
交通児童遊園・健康課・支所
などで配布しています。

無料で
配布している
冊子を

ご利用下さい

瀬⼾市モバイルサービス
『せとっ⼦ ⼦育て応援！予防接種ナビ』

『予防接種情報』『⼦育て情報』『市からのお知らせ』など、⼦育てに必要不可⽋な情報をモバイル
で提供します。登録は無料です！ぜひご活⽤ください。（通信費、パケット代はご⾃⾝でのご負担となります）

予防接種情報をオーダーメイドで提供します

携帯電話やスマホ、パソコンから、予防接種
スケジュールや⼦育て情報を確認できます。

お⼦さんに合わせた予防接種スケジュール
を⾃動で作成し、接種⽇が近づくと、メー
ルでお知らせします。

ケータイからアクセス！
hhttttpp::////sseettoo..cciittyy--hhcc..jjpp//

【注意事項】
・実際の接種にあたっては、当⽇のお⼦さんの体調などを考慮して
いただき、接種医の判断で接種してください。

・⺟⼦健康⼿帳の代わりにはなりません。あくまで予防接種のスケ
ジュールを管理するサービスです。接種にあたっては、必ず⺟⼦
健康⼿帳をお持ちください。

このサービスは、瀬⼾市在住の⽅が利⽤
できるものです。
登録には、お⼦さんの⽣年⽉⽇、メール
アドレス、ニックネームなどの⼊⼒が必
要です。個⼈が特定されるような情報
（実名等）は登録には必要ありません。

まずは登録ね
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名前・名称 電話番号 住所・所在地

家　族

かかりつけ医

タクシー会社

休日・緊急当直医案内
        瀬戸旭休日急病診療所　82-9911
休日平日夜間など急病やけがなどで困った時
        救急医療センター　82-1133
休日夜間の急な子どもの病気の対処に迷ったとき
        小児救急電話相談事業　♯8000（全国同一の短縮ダイヤル）

19：00～翌朝 8：00まで
消防署・救急車　119
瀬戸警察　110・82-0110
虐待通報　189

携帯電話やスマートフォンにも登録しておきましょう

緊急時の連絡先


