
パパと　　　　 ちゃんの
おもいでぶっく

秋田市オリジナル

Thank you
father

余白部分には写真を貼ったり
イラストを書いてみてもいいですね

秋田市
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〜もうすぐパパになるあなたへ〜
　妊娠おめでとうございます。
　パパになるうれしい気持ちと、赤ちゃんをむかえるとまど
いや不安な気持ちもあることでしょう。

　秋田市では、　「ワーク・ライフ・バランス推進事業」の一
環として、妊娠・出産期から子育て期にわたりお子さんとご
家族の歩みを記すオリジナル父子手帳「パパと○○ちゃんの
おもいでぶっく」を作成しました。

　毎日大忙し！働き盛りのパパ・・・ですが、お子さんの誕
生を前に、ほんのひとときでも、この手帳を手にして、ご家族
と、仕事や育児、家族との関わり方を見つめてみませんか？

　パパ独自の視点で、世界に1つだけの手帳を作っていただ
けたら幸いです。　

ワーク・ライフ・バランスとは…
　性別や年齢にかかわらず、働く人すべてが、仕事と生
活（家事や育児、趣味、介護や地域活動など）の調和をと
りながら、健康に、心豊かに暮らすという考え方です。

手帳には、赤ちゃんが生まれたあとの
「タイムスケジュール表」や

家族の計画を考える
「ライフプラン表」もあるよ！
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連絡先一覧（出産予定の病院など）
名　称 所在地 電　話

※モバイルサイトでも
　秋田市子育て情報を
　ごらんいただけます→

支え合うすこやか子育て夢ある秋田
〜みんなで育むかがやく笑顔〜

〜子育て情報は
� ホームページをごらんください〜
「育児をもっと楽しく！秋田市子育て情報」
http://www.kosodate-akita.com
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　お子さんの誕生までにしたいことや、誕生後にしたいこ
となど自由に書いてみましょう。
　タイムスケジュール表やライフプラン表を作りながら、
ママと相談してもいいですね！

～パパの誓い～
こんなパパになります！

パパ氏名



お誕生までの記録

出産予定日　　　　 年　　　　 月　　　　 日

妊娠初期（1 〜 4 か月／ 0 〜 15 週）

　はじめて妊娠を知った時の気持ちなど自由に書いてみ
ましょう。

　つわりの時期は、積極的にママのサポートをしましょう。
　「家事を手伝ってほしい」「○○をしてほしい」など、どう
すれば楽になるのか、ママの気持ちを聞いてみては？
　ママの前で、たばこを吸うことは控えましょう。

パパへのアドバイス

パパのメモ欄
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妊娠中期（5 〜 7 か月／ 16 〜 27 週）

　名前の候補を書いてみるのもいいですね。

　ママのおなかに手や耳をあてて胎動を感じてみま
しょう。
　母体が安定する時期ですが、貧血や肥満、腰痛な
どの心配がないか、ママの体をいたわってください。

パパへのアドバイス

パパのメモ欄
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お誕生までの記録

妊娠後期（8 〜 10 か月／ 28 〜 39 週）

　ベビー用品の準備や出産のための入院グッズなど整理
してみましょう。

　ママのおなかに向かって、赤ちゃんに話し
かけてみましょう。
　両親学級に参加するなど、出産のシミュ
レーションをしてみましょう。

パパへのアドバイス

パパのメモ欄
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日々おなかが大きくなる
ママの写真や

戌の日の儀式の写真など、
妊娠中の思い出の写真を

貼りましょう。
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日々おなかが大きくなる
ママの写真や

戌の日の儀式の写真など、
妊娠中の思い出の写真を

貼りましょう。
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〜タイムスケジュール表を作ろう〜
　赤ちゃんが生まれたあとの 1日の過ごし方を考えてみま
せんか？

時　間 スケジュール

AM 起床

12：00

PM

就寝

大忙しの日常生活から、少しの工夫で、パパとお子さんとのふれあ
いの時間を作ってみてください。
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〜ライフプラン表を作ろう〜

家族の名前 年号または年齢 年号または年齢
パパ

ママ

お子さん 0才 1才 2才 3才 4才 5才 6才 7才 8才 9才 10才
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　「長女が〇歳になったら、長男が〇歳で、ママはパート
勤務からフルタイムへ ･･･」など、仕事と家族の将来設計
を自由に描いてみましょう。

家族の名前 年号または年齢 年号または年齢
パパ

ママ

お子さん 0才 1才 2才 3才 4才 5才 6才 7才 8才 9才 10才
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赤ちゃんの
写真を貼りましょう
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　　　　　　　　 ちゃん、
 お誕生おめでとう！
お子さんの名前　　　　　　　　　　　

　パパの名前　　　　　　　　　　（　　）歳　

　ママの名前　　　　　　　　　　（　　）歳　

◆生まれた日

　　　　　　年　　　　月　　　　日（　　）

　午前・午後　　　　　時　　　　分

◆生まれた場所　　　　　　　　　　　　　　

◆生まれたときのからだ

　身長　　　　　cm　　体重　　　　　g

　胸囲　　　　　cm　　頭囲　　　　　cm

　その他（目が大きい、産声が大きかったなど）
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◆名前について
　（名前をつけた人、名前にこめた願いなど）

◆パパから「はじめてのおたんじょう
 おめでとう」メッセージ

◆ パパが生まれた時の体重などと比較して
　 みましょう
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〜生まれた日のできごと〜
　社会の出来事、流行っていたこと、家族のことなど自由
に記録しましょう。

　生まれた日の新聞記事を貼る、陣痛から出産までの記録、家族か
ら赤ちゃんへのメッセージ（よせがき）など、自由にお使いください。
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手形をとろう！
〜生まれてまもなくの手形をとってみましょう〜

手形をとった日　　年　　月　　日（生後　　　日目）

※手形をとるのが難しい場合、手の写真、絵などを残してみては？



17

足形をとろう！
〜生まれてまもなくの足形をとってみましょう〜

足形をとった日　　年　　月　　日（生後　　　日目）

※足形をとるのが難しい場合、足の写真、絵などを残してみては？
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心と体の成長 ワンポイント 遊び

1か月

2か月

新しい環境に慣れる

やさしく触れたり笑顔で話しかけることで、
コミュニケーションをとりましょう。抱きぐ
せは心配せず、たくさん抱っこしてあげると
赤ちゃんは安心します。
※予防接種が始まります。

・�歌いながらゆらゆら
抱っこ
・�言葉をかける
・�ほっぺをつんつん触
る
・�ガラガラ音の鳴るお
もちゃ

3か月

4か月

表情・動きが豊かになる

手足をにぎって曲げ伸ばしをするなど、赤ちゃ
んの体を動かしてあげましょう。また、赤ちゃ
んが声を出したらできるだけ応え、相手をし
てあげましょう。
※健診が始まります。

・�くすぐり
・�パパのおなかにのせ
てやさしくゆらす
・�手足にタッチ
・�絵が大きな絵本5か月

6か月

7か月

つかんだりなめたり
動きが活発になる

少しずつ歯が生えてくる時期です。離乳食も
始まります。また、赤ちゃんの人見知りは成
長のあかしです。
※�はちみつは 1歳になるまで与えないでくだ
さい。【乳児ボツリヌス症】を発症する可能
性があり、命に関わります。 ・�箱をたたいて鳴らす

・�たかいたかい
・�肩車
・�パパやママの言葉を
まねる
・�簡単なストーリーの
ある絵本

8か月
9か月
10か月
11か月
12か月

ハイハイ・
言葉の発達が豊かになる

行動範囲が広がり、転落や誤飲、けがなどが
多くなる時期なので安全対策を万全にしま
しょう。また、赤ちゃんはふれあうことが大
好き。スキンシップしながら体を使って遊び
ましょう。

1歳

2歳

3歳

好奇心旺盛

自己主張いっぱい

おしゃべり上手・甘えん坊

いろんなことができるようになります。自分で
いろんなことをしたがるので、事故に十分注
意しつつ、おおらかに遊ばせてあげましょう。
※追加接種が始まります。

・�ごっこ遊び
・�積み木
・�ボール遊び
・�ジャンプ

成長早見表
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心と体の成長 ワンポイント 遊び

1か月

2か月

新しい環境に慣れる

やさしく触れたり笑顔で話しかけることで、
コミュニケーションをとりましょう。抱きぐ
せは心配せず、たくさん抱っこしてあげると
赤ちゃんは安心します。
※予防接種が始まります。

・�歌いながらゆらゆら
抱っこ
・�言葉をかける
・�ほっぺをつんつん触
る
・�ガラガラ音の鳴るお
もちゃ

3か月

4か月

表情・動きが豊かになる

手足をにぎって曲げ伸ばしをするなど、赤ちゃ
んの体を動かしてあげましょう。また、赤ちゃ
んが声を出したらできるだけ応え、相手をし
てあげましょう。
※健診が始まります。

・�くすぐり
・�パパのおなかにのせ
てやさしくゆらす
・�手足にタッチ
・�絵が大きな絵本5か月

6か月

7か月

つかんだりなめたり
動きが活発になる

少しずつ歯が生えてくる時期です。離乳食も
始まります。また、赤ちゃんの人見知りは成
長のあかしです。
※�はちみつは 1歳になるまで与えないでくだ
さい。【乳児ボツリヌス症】を発症する可能
性があり、命に関わります。 ・�箱をたたいて鳴らす

・�たかいたかい
・�肩車
・�パパやママの言葉を
まねる
・�簡単なストーリーの
ある絵本

8か月
9か月
10か月
11か月
12か月

ハイハイ・
言葉の発達が豊かになる

行動範囲が広がり、転落や誤飲、けがなどが
多くなる時期なので安全対策を万全にしま
しょう。また、赤ちゃんはふれあうことが大
好き。スキンシップしながら体を使って遊び
ましょう。

1歳

2歳

3歳

好奇心旺盛

自己主張いっぱい

おしゃべり上手・甘えん坊

いろんなことができるようになります。自分で
いろんなことをしたがるので、事故に十分注
意しつつ、おおらかに遊ばせてあげましょう。
※追加接種が始まります。

・�ごっこ遊び
・�積み木
・�ボール遊び
・�ジャンプ
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〜初めて〇〇したよ、できたよ！〜

年月日 できたこと

年　　月　　日 オギャー！　生まれたよ

年　　月　　日 チャプチャプ、初めてパパとお風呂！

年　　月　　日 やったあ！首がすわったよ

年　　月　　日 モグモグ！離乳食を始めたよ

年　　月　　日 ゴロン〜！初めて寝返りしたよ

年　　月　　日 どっこいしょ！初めてお座りできたよ

年　　月　　日 よいしょ！初めてハイハイできたよ

年　　月　　日 ニョキ！歯がはえたよ

年　　月　　日 つかまり立ちしたよ

年　　月　　日 初めてつたい歩きしたよ

年　　月　　日 初めて「パパ」と言えたよ

年　　月　　日 1、2、1、2♪ひとりであんよできたよ
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　昨日までできなかったことが、初めてできるように
なったときの感動を残してみませんか？

年月日 できたこと

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日
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撮影日　　　年　　　月　　　日　　　　　歳　　　カ月

オムツ替えやお風呂など
パパとのエピソードを
書きましょう

パパの
 コメント

オムツ替えやお風呂など
パパとのエピソードを
書きましょう

～成長の記録　パパコレクション～

お子さんの
成長記録を

残しましょう
笑顔やかわいらしい
表情の写真などを

貼りましょう



撮影日　　　年　　　月　　　日　　　　　歳　　　カ月

オムツ替えやお風呂など
パパとのエピソードを
書きましょう

パパの
 コメント

オムツ替えやお風呂など
パパとのエピソードを
書きましょう

～成長の記録　パパコレクション～
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撮影日　　　年　　　月　　　日　　　　　歳　　　カ月

歯が生えてきたなどの
成長の節目を迎えた
お子さんへの

メッセージを書きましょう

パパの
 コメント

歯が生えてきたなどの
成長の節目を迎えた
お子さんへの

メッセージを書きましょう

～成長の記録　パパコレクション～

お子さんの
成長記録を

残しましょう
離乳食や歯みがきの

写真などを
貼りましょう



撮影日　　　年　　　月　　　日　　　　　歳　　　カ月

歯が生えてきたなどの
成長の節目を迎えた
お子さんへの

メッセージを書きましょう

パパの
 コメント

歯が生えてきたなどの
成長の節目を迎えた
お子さんへの

メッセージを書きましょう

～成長の記録　パパコレクション～
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撮影日　　　年　　　月　　　日　　　　　歳　　　カ月

お気に入りの場所や
お散歩での

思い出を書きましょう

パパの
 コメント

好きな遊びは
どんなことですか？
パパ目線で

書いてみましょう

～成長の記録　パパコレクション～

パパの心に残った
できごと、思い出を

残しましょう
お気に入りの
写真などを

貼りましょう



撮影日　　　年　　　月　　　日　　　　　歳　　　カ月

お気に入りの場所や
お散歩での

思い出を書きましょう

パパの
 コメント

好きな遊びは
どんなことですか？
パパ目線で

書いてみましょう

～成長の記録　パパコレクション～
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撮影日　　　年　　　月　　　日　　　　　歳　　　カ月

お誕生日、入園式、
七五三などの

節目を迎えたお子さんへの
メッセージを書きましょう

パパの
 コメント

お誕生日、入園式、
七五三などの

節目を迎えたお子さんへの
メッセージを書きましょう

～成長の記録　パパコレクション～

パパの心に残った
できごと、思い出を

残しましょう
お子さんの写真、

家族との写真などを
貼りましょう



撮影日　　　年　　　月　　　日　　　　　歳　　　カ月

お誕生日、入園式、
七五三などの

節目を迎えたお子さんへの
メッセージを書きましょう

パパの
 コメント

お誕生日、入園式、
七五三などの

節目を迎えたお子さんへの
メッセージを書きましょう

～成長の記録　パパコレクション～
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撮影日　　　年　　　月　　　日　　　　　歳　　　カ月

お誕生日、入園式、
七五三などの

節目を迎えたお子さんへの
メッセージを書きましょう

パパの
 コメント

お誕生日、入園式、
七五三などの

節目を迎えたお子さんへの
メッセージを書きましょう

～成長の記録　パパコレクション～

パパの心に残った
できごと、思い出を

残しましょう
お子さんの写真、

家族との写真などを
貼りましょう



撮影日　　　年　　　月　　　日　　　　　歳　　　カ月

お誕生日、入園式、
七五三などの

節目を迎えたお子さんへの
メッセージを書きましょう

パパの
 コメント

お誕生日、入園式、
七五三などの

節目を迎えたお子さんへの
メッセージを書きましょう

～成長の記録　パパコレクション～
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〜成長の記録　パパコレクション〜
お子さんが書いた絵、手紙などを貼ったり、

お子さんが直接書いたり、自由にお使いください。



〇相談機関等
〜忘れずに手続きや受診をしましょう〜

児童手当
　秋田市子ども総務課…………018－888－5689
乳幼児の福祉医療
　秋田市子ども総務課…………018－888－5691
乳幼児健康診査
　秋田市子ども健康課…………018－883－1174
予防接種
　秋田市保健所健康管理課……018－883－1179

〜相談したいときはこちらへ〜
保育所、幼稚園、認定こども園等
　秋田市子ども育成課…………018－888－5692
妊娠中や産後の心配事・子どもの健康相談等
　秋田市版ネウボラ（秋田市子ども健康課内）……018－883－1175
子育て相談
　秋田市子ども未来センター…018－887－5339
青少年の悩みや心配ごと
　秋田市少年指導センター……018－884－3868
職場のことで困ったら
　秋田労働局雇用均等室………018－862－6684
　秋田労働基準監督署…………018－865－3671
雇用相談
　ハローワーク秋田……………018－864－4111
　秋田市企業立地雇用課………018－888－5734



パパと　　　　 ちゃんの
おもいでぶっく

秋田市オリジナル

Thank you
father

余白部分には写真を貼ったり
イラストを書いてみてもいいですね

秋田市発行：令和2年2月

〜夜間などにけがや急病になったときは〜

小児科救急外来
市立秋田総合病院　☎823-4171

（秋田市川元松丘町4番30号）

http://akita-city-hospital.jp/

　小児科　平日／24時間（※8：30〜17：00は一般外来）
　　　　　土日祝日／9：30〜22：30
※�目の急病は日曜・祝日、年末年始（12／31〜1／3）の9：30〜
15：30まで、市内の眼科医院が当番制で対応します。その日の
当番医については市立秋田総合病院に電話でお問い合わせく
ださい。

こども救急電話相談室
☎＃8000　または�☎895-9900
受付時間　毎日／19：30〜22：30
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〒010-8560　秋田市山王一丁目1番1号
TEL.018-888-5687　FAX.018-888-5693

E-mail ro-chbs@city.akita.lg.jp
秋田市オリジナル父子手帳へのご意見をお聞かせください。


