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 子どもの泣きについて 

     聞きました！ 
 

  
 

 
      

一宮市子育て支援センター情報紙 

２０１３年１０月  NO. ３５ 

移動子育て支援センター こっこ  
 

こっこ号が毎月 1 回 みなさんの近くに出かけます 
 写真は 開明老人いこいの家での こっこ の様子です 

パパってステキだな 
「Ｎちゃんパパにインタビュー」 

 
   子育てサークル紹介 

「ミックスジュース」 
 

ママ パパ 気をつけて！ 
「防ごう！子どもの事故＆けが リビング編」

 



Ｑ．子どもが泣き止まず、 

困ることがありますか？ 

聞きました！・・・ 

 

「赤ちゃんは、泣いて当然」「子どもは泣くのが仕事」とわかっていても、やっぱり泣かれるとツライ！

「何で泣くの？」「いつまで泣くの？」・・・不安がこみ上げたり、 

時には焦ったりイライラしたりするのも、ママ＆パパなら無理のないこと。 

今回は、子育て真っ最中のママ＆パパ２００人に、 

“子どもの泣き”の受け止め方やその対処法を聞いてみました。 

「何で泣くの？」「どうすれば泣き止むの？」…と 

思い悩むとき、ちょっと参考にしてみてはいかがでしょう。 

について
  

  困ることがある     困ることはない 

    ２００    ０ 
       /200 人中       /200 人中 

ポイント：“子どもの泣き”に悩んでいるのは 

あなただけじゃない！ 

子どもの泣きに、困った経験のないママは

いない！ 

どうした？ 
  ０歳パパ 

泣いてもカワイイ！ 
でも、やっぱり笑って欲しいよ～ 

８か月ママ 

そんなに泣かなくても・・・ 
       １歳５か月ママ 

ちょっと うんざり・・・。最近 自分の思い通り 
にならなくて泣くことが多くて…。疲れちゃう 

                  ２歳ママ 

あ～あ スイッチはいっちゃったー 
          １歳８か月ママ 

こっちのことも分かってよ・・・help me!
  １歳 11 か月ママ 

泣きすぎ ちょっと イラッ！ 
          ３歳ママ 

うわー 泣いちゃった！ 
まだ話せないから仕方ないか・・。 
早く大きくなってよ！ 

          １歳３か月ママ 

まただ…。（自分自身に向かって）がんばれ！ 
               ３歳ママ 

Ｑ．子どもが泣いた時の気持ちは？ ひとこと！ 

２歳児～（2歳・3歳児～の親 100 人）複数回答 

ポイント：“子どもの泣き”は年齢とともに、変化する。 

赤ちゃんは「眠い」「空腹」といった“体の不快”を泣いて伝えたり、ママとの

繋がりが深くなって、甘えて泣いたり「私に注目して!」と泣いて訴えたりしてい

るようですね。2・3 歳は心が育つ時期。自己主張して反抗したり甘えたりの繰り

返し。「イヤ」を連発しながら泣いたり「ママ～」と甘えて泣いたり…。心の成長

からの“泣き”が多いですね。 

ポイント：年齢が高くなるにつれ 

“原因が分かる”が増えてくる。 

どの年齢でも、泣きの原因が分からない

というママは多いようです。でも、子ども

が成長するに伴い“分かる”が増えていま

す。ママとの絆が強くなることに加え、子

どもが言葉や態度で伝えてくれるように

なることも大きいですよね。原因が分かる

とそれなりの対応も可能に！ 

子どもは日々大きくなっています。“子どもの泣き”も日々変化します。子どもの泣きに付き合っ

て、抱っこ・おんぶ・玩具で遊ぶ・散歩・しばらく じ～っと待ってから「あのね…」と話す。時に

は一緒に泣くことも…。あの手この手を工夫しながら、向き合っているママ＆パパ。「あの頃はよく

泣いていたね…」という日が来ます。それまで、あわてず。あせらず。あきらめず。 

（0 歳・1歳・2歳・3歳児～の親 各 50 人） 

５6 人おなかがす

３０人眠い 

２４人痛い 

６７人甘えたい 

７２人いやいや 

４２人悔しい 

１９人寂しい 

７人夜泣き 

３９人その他 

Q．どんな原因で泣くことが多いですか？ 

0歳 1歳 2歳 3歳

分かる 

分からない 

0・1 歳児（0 歳・1歳児の親 100 人）複数回答 

86 人眠い 

４８人甘えたい 

２５人後追い 

２４人寂しい 

１９人いやいや 

８人夜泣き 

３４人その他 

５6 人おなかがすいた 

子どもの泣き 

Q．子どもが泣いている原因は、 分かる？ 分からない？ 

   ２ ３ 

１７人 ３９人 １６人 ２４人 



☆「僕の子どもだなぁ」と、思うところは？

自分にそっくりな顔 

お調子者なところ 

                                               

０～３歳の未就園の子ども達とママが集まって、 

季節に合った行事や遊びをしたり、ワイワイ 

おしゃべりをしたり・・・楽しく活動しています。 

ぜひ、気軽に遊びに来てください。 

お待ちしています。 

ミックスジュース 

＜活動場所＞ 
  一宮市立浅井中保育園 

一宮市浅井町大日比野字東屋敷２４１５

℡ ２８－９７２７ 
＜活動日時＞ 

  毎月第３金曜日 
午前１０時００分～ 

☆どんな子に育ってほしいですか？ 
明るくて元気で優しい子 

（スーパーモデル） 

子育て支援センターには、笑顔の素敵なパパがたくさん来て

くださいます。パパの表情や言葉の端々からは「わが子が、

かわいくてたまらない」「パパになって幸せ！」…と、愛情が

にじみ出ています。「パパもいっしょに遊ぼっ！」で、見つけた

そんな素敵なパパを紹介します。 

☆わが子を初めて抱いたときの感想は？ 

生まれた直後に抱いたので、すっごく 

小さくて抱くのが怖かった 

☆育児をしていて面白い！と感じるところは？

愛情を持って育児すると伝わるところ 
不慣れな育児を頑張っていると、子どもと一緒

に自分も成長していると思う 

Ａ・Ｍさん（パパ）  
Ｎちゃん ２歳 

☆ N ちゃんパパにインタビュー ☆ 

ママからパパへ   一言 
平日に子どもと接する時間があまりないので、週末に、一日中 一緒にいると大変なことが多い

だろうと思います。家族みんなで最強チームになれるようがんばろうね！いつもありがとう 

                                 

   ４ 



家族で多くの時間を過ごすリビングには、さまざまなものや

家具、電化製品があり、子どもが興味をひかれるものばかり。

大人にとっては快適な空間が、子どもにとっては予想外の事故

がおこる危険な空間になっています。家具や電化製品、家族

みんなが使う日常品の整理点検をしましょう。 

＜見直しポイント＞ ・ソファー・ベットから落ちる

・家具にぶつかる 

＊公園へいこっ！ 時間：午前１０時３０分～１１時 申し込み：不要    
１０月１０日（木）  大平島公園    朝日２丁目６－１ 
１１月２０日（水） 奥 町 公 園     奥町字宮郭７ 

＊パパもいっしょに遊ぼっ！ 時間：午前１０時～１１時３０分 申し込み：不要

１０月１９日（土） 千秋保育園          
  １１月１８日（月） 丹陽子育て支援センター

＊育児講座 時間：午前１０時～１１時３０分  申し込み：必要 
１１月２２日（金）  ２歳児のイヤイヤ期とかかわり方       産業体育館 
                               （詳細は１０月号広報にて） 

１２月 ４日 （水）  １歳児の自我の芽生えとかかわり方      産業体育館 
                               （詳細は１１月号広報にて） 
１月３１日（金）  イヤ！ダメ！ジブンデ！に付き合う法    尾西南部生涯学習センター 
                              （詳細は１２月号広報にて） 

＊ママといっしょでいいな（１歳児対象） 時間：午前１０時～１１時３０分  
１１月２８日（木）              申し込み期間：１０月２３日～２５日 

１２月 ３日（火）              申 し 込 み 先：黒田北子育て支援センター 

＊親子エプロンタイム（２歳児対象） 時間：午前１０時～１１時３０分 材料費：３００円 
 １１月１５日（金）    尾西生涯学習センター 申し込み期間：１０月１５日～１７日 

               西館       

  １月２４日（金）              申し込み期間：１２月 ９日～１１日  
申 し 込 み 先：黒田北子育て支援センター 

申 し込み 先 ：里小牧子育て支援センター 

 

子どもの事故やけがは、大人の目の前で一瞬のうちに起きてしまうことがあります。痛ましい事故や

けがを起こさないために、家の中を見直し、部屋を子どもにとって安全・安心なスペースにしましょう！

リビング編 

熱傷 

転倒 

転落 

誤飲 

・アイロン・ストーブで 

やけどをする

・タバコ・灰皿の吸殻を口に

入れる 

・電気コードが首に巻きつく 

・ビニール袋をかぶる 

＜おきやすい事故例＞ 

窒息 

   ５ 

産業体育館 

 〃 



図書の紹介 

子育てに関する本や絵本を貸出しています。 

一人一回につき２冊まで、貸出期間は２週間です。 

電話での予約も受け付けています。 

是非、ご利用ください。 

千秋子育て支援センター 
〒491-0804 

千秋町佐野字下川田３６ 
（一宮市立千秋保育園内併設） 

   ２８－９７７１ 

FAX  ８１－０２７７ 

丹陽子育て支援センター 
〒491-08２６ 

三ツ井３丁目２－３７ 
 

   ２８－９１４６ 

FAX  ７６－７０２１ 

中央子育て支援センター 
〒491-0８５８ 

栄 3 丁目 1―2 

（ｉ‐ビル 5 階） 

   ８５－７０２６ 

FAX  ８５－７０２７ 

東五城子育て支援センター 
〒494-0008 

東五城字大平裏３８ 
（尾西生涯学習センター西館 2 階）

   ２８－９７６７ 

FAX ６３－３６６０ 

黒田北子育て支援センター 
〒493-000１ 

木曽川町黒田字篭守西１０８ 
（一宮市立黒田北保育園併設） 

   ２８－９７６９ 

FAX ８６－６３３３ 

（私立）子育てひろば かもめ 
〒491-0918 

末広 1 丁目２１－１０       
（かもめ保育園内 ホール） 

   ４５－３８３９ 

FAX ４５－３７０２ 

（私立）子育てひろば 若の宮 
〒491-0121 

島村字下老光寺４４－１       
（若の宮保育園内 ２階ホール） 

   ５１－２７２７ 

FAX ５１－２９１５ 

＜子育てひろば＞ ＜市立子育て支援センター＞ 

くんくんくん 
    作・上野 与志 

絵・末崎 茂樹  
「くんくんくん」焼きたてのホットケーキ

の甘い匂いに誘われて、やってきたお客さん

は・・・ 
絵本の中のドアを親子で一緒に開けなが

ら、「だあれ？」と当てっこを楽しんでみて

はいかがですか？ 

子育てハッピーエッセンス 100％ 
 作・明橋 大二 
絵・太田 知子   

 子育てに疲れたとき、仕事の合間にふと子ども

のことが頭をよぎったとき、この本の１ページを

開いて、子育てでいちばん大切なこと、もう一度、

思い出していただければ幸いです。 
              はじめにより 

里小牧子育て支援センター 
〒493-0005 

木曽川町里小牧字神明東５－１ 
（一宮市立里小牧保育園併設） 

    ２８－９７７０ 

FAX  ８７－７４９０ 

紹介図書は、 

丹陽子育て支援センターにあります 

※ 子育て支援センターは、いちのみやファミリー・サポート・センター（ ２８－９７７２）と 

連携しています。気軽にお問い合わせください。 

 

日 時 １１月９日（土）１０：００～１１：３０ 
場 所 尾西生涯学習センター西館 講堂 
講 師 明橋 大二 さん 
テーマ ｢大好き！が伝わる子育てハッピーアドバイス｣

定 員 １８０名（市内在住の方） 
申し込み 必要 １０月７日（月）９：００より 
    東五城子育て支援センターへ電話または直接 

＊著者の育児講演会を 
行います 

   ６ 


