
赤ちゃんの
様子

ママの様子

パパの心得

２か月(４週～７週まで) ３か月(８週～11週まで) ４か月(12週～15週まで) ５か月(16週～19週まで) ６か月(20週～23週まで) ７か月(24週～27週まで)

妊娠中のサポート　
妊娠したときからパパは始まる

家族みんなで、子育ての楽しさと喜びを再認識して、家族が笑顔でいっぱいになるためのお手伝い
と、育児を楽しみながら、ご自身も輝くかっこいいお父さんを応援しています。

妊娠中は、ママの心身に様々な変化が起こります。特に妊娠初期は、つわりによ
る体調不良や流産に注意が必要な時期です。パパはママの体調や気持ちを理解
し、支えてあげましょう。

妊娠初期
妊娠中期に入ると、胎盤が完成し、比較的母体が安定します。
ママの体調が落ち着いたら、二人で散歩やお出かけなどを楽
しみましょう。

妊娠中期

◆脳、心臓、肝臓などからだの各器官ができ始める

◆月経が止まる

◆ママの体調の変化や気持ちの変化をよく聞いて、どうすれば楽になるか、
話し合ってみましょう。

◆妊婦健診に付き添う時間を作りましょう。
◆帯祝い…犬の出産が軽いのにあやかって妊娠５か月の戌の日にさらしの
腹帯を巻いて祝います。

◆両親学級などに参加しよう
　パパが妊娠や出産についての情報収集をすると、ママもとても安心し、夫婦
で出産や育児について相談しやすくなります。参加することで妊娠中の生活
や出産、育児について学ぶことができるうえに、不安なことを相談したり、経
験談やアドバイスを聞いたりすることができます。また、地域の育児仲間づく
りのきっかけにもなります。我孫子市では出産を迎える
方(20週以降)を対象に「しあわせママパパ学級」を開催
しています。また、病院によっては両親学級などを開催し
ているところもあります。スケジュールを調整し、ぜひ参
加してみましょう。

◆ママの体調が落ち着いてきたら、赤ちゃん用品の買い物に一緒に出掛けてみましょう。
◆ママの腰や背中をマッサージしてリラックスさせてあげましょう。

◆出産に立ち会う？立ち会わない？
　立ち会う場合は、出産時にパニックにならないように、出産についての知識を身につけておき
ましょう。

　なお、病院によっては、事前に出産にあたっての心構えや呼吸法について、勉強する講座を受
講しないと立ち会えないこともあります。また、立会い出産を行っていないところもあるので、
事前に確認が必要です。

◆つわりが続く
◆感情が不安定
になる

◆つわりが少しずつ
楽になる

◆性別がわかる
ようになる

◆胎盤が完成する
◆骨格がしっかりしてくる

◆指先に爪が生え、眉毛、まつ毛
が生える

◆皮下脂肪が少なく、
皮膚はしわしわ

◆かすかに胎動を感じる
◆乳房が大きくなり、母乳を作
り出す準備が進む

◆胎動をはっきりと感じる
◆下腹部がふくらみ目立って
くる

◆上腹部までおなか
がふくらむ

◆貧血・腰痛になり
やすい

夫婦で子育て楽しもう！～パパの育児休業取得のすすめ～
仕事も子育ても、どちらも充実させたい！どちらも楽しみたい！どちらも今しかできないことを大切
にしたいですね。育児休業や短時間勤務などを上手に活用して、仕事と子育てを両立するために、自
分らしい子育て期のワーク・ライフ・バランスを考えてみましょう。

●育児・介護休業法 改正ポイント
育児・介護休業法が改正され令和４年４月１日から段階的に施行されます。
産後パパ育休（出生時育児休業）の創設（令和 4 年 10 月 1 日～）により、出産直後から育児休業
が取得可能になります。
※産後パパ育休も育児休業給付（出生時育児休業給付金）の対象です。育児休業給付については、 
   ハローワークへお問い合わせください。

対象期間
取得可能日数

申出期限

分割取得

休業中の就業

１歳以降の延長

１歳以降の再取得

産後パパ育休（R4.10.1 ～）
育休とは別に取得可能

子の出生後８週間以内に４週間まで取得
可能 

原則休業の２週間前まで

分割して２回取得可能 （初めにまとめて
申し出ることが必要）

労使協定を締結している場合に限り、労
働者が合意した範囲で休業中に就業する
こと が可能 

育休制度（R4.10.1 ～）

原則子が１歳（最長２歳）まで 

原則１か月前まで

分割して２回取得可能 （取得の際にそれ
ぞれ申出）

原則就業不可

育休開始日を柔軟化

特別な事情がある場合に限り再取得可能

育休制度（現行）

原則子が１歳（最長
２歳）まで

原則１か月前まで

原則分割不可

原則就業不可

育休開始日は１歳、
１歳半の時点に限定

再取得不可

※詳しいことは
厚生労働省

　「イクメンプ
　ロジェクト」
　の HP をご覧
　ください。
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赤ちゃんの
様子

ママの様子

パパの心得

２か月(４週～７週まで) ３か月(８週～11週まで) ４か月(12週～15週まで) ５か月(16週～19週まで) ６か月(20週～23週まで) ７か月(24週～27週まで)

妊娠中のサポート　
妊娠したときからパパは始まる

家族みんなで、子育ての楽しさと喜びを再認識して、家族が笑顔でいっぱいになるためのお手伝い
と、育児を楽しみながら、ご自身も輝くかっこいいお父さんを応援しています。

妊娠中は、ママの心身に様々な変化が起こります。特に妊娠初期は、つわりによ
る体調不良や流産に注意が必要な時期です。パパはママの体調や気持ちを理解
し、支えてあげましょう。

妊娠初期
妊娠中期に入ると、胎盤が完成し、比較的母体が安定します。
ママの体調が落ち着いたら、二人で散歩やお出かけなどを楽
しみましょう。

妊娠中期

◆脳、心臓、肝臓などからだの各器官ができ始める

◆月経が止まる

◆ママの体調の変化や気持ちの変化をよく聞いて、どうすれば楽になるか、
話し合ってみましょう。

◆妊婦健診に付き添う時間を作りましょう。
◆帯祝い…犬の出産が軽いのにあやかって妊娠５か月の戌の日にさらしの
腹帯を巻いて祝います。

◆両親学級などに参加しよう
　パパが妊娠や出産についての情報収集をすると、ママもとても安心し、夫婦
で出産や育児について相談しやすくなります。参加することで妊娠中の生活
や出産、育児について学ぶことができるうえに、不安なことを相談したり、経
験談やアドバイスを聞いたりすることができます。また、地域の育児仲間づく
りのきっかけにもなります。我孫子市では出産を迎える
方(20週以降)を対象に「しあわせママパパ学級」を開催
しています。また、病院によっては両親学級などを開催し
ているところもあります。スケジュールを調整し、ぜひ参
加してみましょう。

◆ママの体調が落ち着いてきたら、赤ちゃん用品の買い物に一緒に出掛けてみましょう。
◆ママの腰や背中をマッサージしてリラックスさせてあげましょう。

◆出産に立ち会う？立ち会わない？
　立ち会う場合は、出産時にパニックにならないように、出産についての知識を身につけておき
ましょう。

　なお、病院によっては、事前に出産にあたっての心構えや呼吸法について、勉強する講座を受
講しないと立ち会えないこともあります。また、立会い出産を行っていないところもあるので、
事前に確認が必要です。

◆つわりが続く
◆感情が不安定
になる

◆つわりが少しずつ
楽になる

◆性別がわかる
ようになる

◆胎盤が完成する
◆骨格がしっかりしてくる

◆指先に爪が生え、眉毛、まつ毛
が生える

◆皮下脂肪が少なく、
皮膚はしわしわ

◆かすかに胎動を感じる
◆乳房が大きくなり、母乳を作
り出す準備が進む

◆胎動をはっきりと感じる
◆下腹部がふくらみ目立って
くる

◆上腹部までおなか
がふくらむ

◆貧血・腰痛になり
やすい

夫婦で子育て楽しもう！～パパの育児休業取得のすすめ～
仕事も子育ても、どちらも充実させたい！どちらも楽しみたい！どちらも今しかできないことを大切
にしたいですね。育児休業や短時間勤務などを上手に活用して、仕事と子育てを両立するために、自
分らしい子育て期のワーク・ライフ・バランスを考えてみましょう。

●育児・介護休業法 改正ポイント
育児・介護休業法が改正され令和４年４月１日から段階的に施行されます。
産後パパ育休（出生時育児休業）の創設（令和 4 年 10 月 1 日～）により、出産直後から育児休業
が取得可能になります。
※産後パパ育休も育児休業給付（出生時育児休業給付金）の対象です。育児休業給付については、 
   ハローワークへお問い合わせください。

対象期間
取得可能日数

申出期限

分割取得

休業中の就業

１歳以降の延長

１歳以降の再取得

産後パパ育休（R4.10.1 ～）
育休とは別に取得可能

子の出生後８週間以内に４週間まで取得
可能 

原則休業の２週間前まで

分割して２回取得可能 （初めにまとめて
申し出ることが必要）

労使協定を締結している場合に限り、労
働者が合意した範囲で休業中に就業する
こと が可能 

育休制度（R4.10.1 ～）

原則子が１歳（最長２歳）まで 

原則１か月前まで

分割して２回取得可能 （取得の際にそれ
ぞれ申出）

原則就業不可

育休開始日を柔軟化

特別な事情がある場合に限り再取得可能

育休制度（現行）

原則子が１歳（最長
２歳）まで

原則１か月前まで

原則分割不可

原則就業不可

育休開始日は１歳、
１歳半の時点に限定

再取得不可

※詳しいことは
厚生労働省

　「イクメンプ
　ロジェクト」
　の HP をご覧
　ください。
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赤ちゃんの
様子

ママの様子

パパの心得

８か月(28週～31週まで) ９か月(32週～35週まで) 10か月(36週～39週まで)

妊娠中のサポート　
妊娠したときからパパは始まる

父親の育児を
たのしむ機会の提供

◆皮下脂肪がつき、体が
丸みを帯びる

◆聴覚が完成する

◆赤ちゃんらしい顔つき
になる

◆肝機能が充実する

◆大きくなった子宮が
胃を圧迫し、一度に
食べれる量が減る

◆もうすぐ生まれるサインはこれ！
◆おしるし
血性のおりものが少量みられます。ふつう、このあと１～２日のうちに陣痛が
始まります。
◆陣痛
おなかが張って腰にも響く状態が、一定の間隔で規則的に起こります。陣痛が
10分おきの間隔で起こるようになったら、いよいよ出産間近です。
◆破水
ふつうは子宮口が胎児の頭が通れるくらいに十分に開いたときに破水が起こ
りますが、その前に破水してしまうことがあります。破水した
らすぐに病院に連絡をしましょう。その他、出血があったと
きやお腹の痛みが休みなく続くときなど、何かの異常を感
じたときはすぐに病院に連絡しましょう。

◆頻尿になる
◆時々おなか
がはる

◆胃の圧迫感が減る
◆腰や足の付け根が痛く
なる

◆おなかのはりを頻繁に
感じる

◆皮下脂肪が完全につい
て、胎外生活の準備が
完了する

子育て支援センターで、パパや家族を対象としたさまざまな楽しいイベントを行っています。
※詳細は市のHP等でご確認ください。

公共施設などで、パパと子どものための親子イベントを行っています。
フットサル　かけっこ教室　工作教室　親子ヨガ　など

妊娠後期になると、ママのお腹はますます大きくなって、体のバランスが悪くな
り、日常の動作もしにくくなります。ママが大変な動作はパパが手伝ってあげま
しょう。

妊娠後期

パパのタネ～そしてパ
パになる～

最初からパパであるパパはいない。
パパ（お父さん）という呼び名は、子どもがくれたあなたへの最初のプレゼント。
子どもが産まれ、パパと呼ばれながら子どもと共にパパへと育っていくのです。子育ては楽しいことがいっぱい。
でも、我慢もいっぱい。子どものために…いいえそれは自分のためなのかもしれません。
初めはみんな“パパのタネ”ゆっくりでいい。今しかない可愛いお子さんの姿に触れながら、
ひとりひとり素敵な“パパの花”を咲かせてくださいね。家族の笑顔のために。

愛する我が子の発達過程～案ずるより育てるが易し～
０歳　夜泣きは夫婦で乗り切るべし！
つらい夜泣きの時期を乗り超えるには夫婦の協力が不可欠です。夜泣きの抱っこを代わったり、
ママの昼寝の時間を確保してあげるなど、自分にできるサポートをしてみましょう。
１歳　食べない大人はいない！
好き嫌い・ばっかり食べ・あそび食べ…。この時期の食事の悩みは尽きません。何より大切な
ことは、食事が楽しいと感じること。無理強いせず「いつか食べるようになるだろう」と、大
らかな気持ちで見守りましょう。
２歳　子の「イヤイヤ期」は親のイライラ期！？
自分のこだわりが親に理解されないことがイヤイヤの引き金に。無理に抑えつけず、気持ちが
落ち着くのを待ち、まずは子どもの思いを聞いてみましょう。自我が芽生えるイヤイヤ期は成
長の過程ととらえ、大人も上手に気分転換をしながら子どもに寄り添っていけるといいですね。

３歳　「なぜ」「どうして」にとことん付き合うべし！
知的興味や関心が高まるこの時期。質問攻めで正直面倒に思うことがあるでしょう。しかし、
子どものより良い成長には好奇心の芽生えを伸ばしていくことが重要です。
４歳　想像力から生まれる悪気のない嘘！？
想像力が豊かになることで、子ども自身の世界を作り上げ事実のように話をすることがありま
す。その時の子どもからすれば全く悪気のない嘘なのです。想像の世界を一緒に楽しんじゃい
ましょう。
５歳　みんなちがってみんないい！
就学に向け、他の子と比べてしまうことも多くなる頃。でも、得意分野は人それぞれ。悪いと
ころに目がいきがちですが、良いところを見てあげましょう。
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赤ちゃんの
様子

ママの様子

パパの心得

８か月(28週～31週まで) ９か月(32週～35週まで) 10か月(36週～39週まで)

妊娠中のサポート　
妊娠したときからパパは始まる

父親の育児を
たのしむ機会の提供

◆皮下脂肪がつき、体が
丸みを帯びる

◆聴覚が完成する

◆赤ちゃんらしい顔つき
になる

◆肝機能が充実する

◆大きくなった子宮が
胃を圧迫し、一度に
食べれる量が減る

◆もうすぐ生まれるサインはこれ！
◆おしるし
血性のおりものが少量みられます。ふつう、このあと１～２日のうちに陣痛が
始まります。
◆陣痛
おなかが張って腰にも響く状態が、一定の間隔で規則的に起こります。陣痛が
10分おきの間隔で起こるようになったら、いよいよ出産間近です。
◆破水
ふつうは子宮口が胎児の頭が通れるくらいに十分に開いたときに破水が起こ
りますが、その前に破水してしまうことがあります。破水した
らすぐに病院に連絡をしましょう。その他、出血があったと
きやお腹の痛みが休みなく続くときなど、何かの異常を感
じたときはすぐに病院に連絡しましょう。

◆頻尿になる
◆時々おなか
がはる

◆胃の圧迫感が減る
◆腰や足の付け根が痛く
なる

◆おなかのはりを頻繁に
感じる

◆皮下脂肪が完全につい
て、胎外生活の準備が
完了する

子育て支援センターで、パパや家族を対象としたさまざまな楽しいイベントを行っています。
※詳細は市のHP等でご確認ください。

公共施設などで、パパと子どものための親子イベントを行っています。
フットサル　かけっこ教室　工作教室　親子ヨガ　など

妊娠後期になると、ママのお腹はますます大きくなって、体のバランスが悪くな
り、日常の動作もしにくくなります。ママが大変な動作はパパが手伝ってあげま
しょう。

妊娠後期

パパのタネ～そしてパ
パになる～

最初からパパであるパパはいない。
パパ（お父さん）という呼び名は、子どもがくれたあなたへの最初のプレゼント。
子どもが産まれ、パパと呼ばれながら子どもと共にパパへと育っていくのです。子育ては楽しいことがいっぱい。
でも、我慢もいっぱい。子どものために…いいえそれは自分のためなのかもしれません。
初めはみんな“パパのタネ”ゆっくりでいい。今しかない可愛いお子さんの姿に触れながら、
ひとりひとり素敵な“パパの花”を咲かせてくださいね。家族の笑顔のために。

愛する我が子の発達過程～案ずるより育てるが易し～
０歳　夜泣きは夫婦で乗り切るべし！
つらい夜泣きの時期を乗り超えるには夫婦の協力が不可欠です。夜泣きの抱っこを代わったり、
ママの昼寝の時間を確保してあげるなど、自分にできるサポートをしてみましょう。
１歳　食べない大人はいない！
好き嫌い・ばっかり食べ・あそび食べ…。この時期の食事の悩みは尽きません。何より大切な
ことは、食事が楽しいと感じること。無理強いせず「いつか食べるようになるだろう」と、大
らかな気持ちで見守りましょう。
２歳　子の「イヤイヤ期」は親のイライラ期！？
自分のこだわりが親に理解されないことがイヤイヤの引き金に。無理に抑えつけず、気持ちが
落ち着くのを待ち、まずは子どもの思いを聞いてみましょう。自我が芽生えるイヤイヤ期は成
長の過程ととらえ、大人も上手に気分転換をしながら子どもに寄り添っていけるといいですね。

３歳　「なぜ」「どうして」にとことん付き合うべし！
知的興味や関心が高まるこの時期。質問攻めで正直面倒に思うことがあるでしょう。しかし、
子どものより良い成長には好奇心の芽生えを伸ばしていくことが重要です。
４歳　想像力から生まれる悪気のない嘘！？
想像力が豊かになることで、子ども自身の世界を作り上げ事実のように話をすることがありま
す。その時の子どもからすれば全く悪気のない嘘なのです。想像の世界を一緒に楽しんじゃい
ましょう。
５歳　みんなちがってみんないい！
就学に向け、他の子と比べてしまうことも多くなる頃。でも、得意分野は人それぞれ。悪いと
ころに目がいきがちですが、良いところを見てあげましょう。
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