
ステップファミリー1年目の教科書

著：かこ

※感想を送っていただけるとささやかばかりですが、プレゼントがあります。

詳細は最後に
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はじめに

「パートナーは子どもを自分の子のように愛してくれるし、

子どももパートナーをすぐに親として認めてくれるハズ！」

「再婚したら、週末は家族で公園で遊んで…

夏休みにはディズニーランドに旅行にいこう(ニヤニヤ)」

「再婚して子どもをまた産んで、もっともっと私も家族も幸せにする！」

再婚する前から嬉しさいっぱい、希望もいっぱい。

幸せの絶頂でした。

でも、浮かれていました。

世間で標準と言われる初婚のような家族を作り直したいと期待して。

既に親である自分と父親がいない子供、親になった経験のない夫と家族関

係を作って行く。
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みんな違った立場にいる者がステップファミリーになるのはそう簡単にいか

ないものです。

だって初婚では夫婦間で衝突し、両親揃った子育てもできず、一度も家族を

上手く運営できなかった私なので。

もし、あなたが同じように感じたことがあるなら、この本が秘薬となるはず。

その証に、私の今までの経歴を紹介すると、

・幸せな結婚生活を夢見ていたのに～言いたい事も言えないこんな夫婦仲はpoison～

(初婚の結婚生活)

↓

・性格の不一致？そんなことで離婚したくない～離婚を言い渡された２７の夜～(離婚したく

ない)

↓

・ 会話のできない夫婦。諦めて「私離婚します」～ラブイズオーバー　泣くな女だろ～(離婚

の覚悟)

↓

・本当にこれでよかったの？強がりのシンママ時代　～もう結婚なんてしない～(シンママに

なって)

↓
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・「新しいお父さん」ができると幸せなのは誰？　～くだらねえとつぶやいて～(シンママの恋

愛)

↓

・シンママ、同志を見つける　～あの日あの時あの場所で夫に会えなかったら～(シンママ

の婚活)

↓

・遠回りしても私が再婚した理由　～愛をこめて花束を～(再婚)

↓

・ 目指すのは、普通じゃない家族～これが私の生きる道～(ステップファミリー)

みたいに、

出会いもない、男運もない、「幸せな家族なんて夢のまた夢だよね」って思っ

てる人間でした。

そんなシングルマザーでしたが今では夫婦+4人の子どもで構成されるス

テップファミリーの総監督で、SNSでは皆様のお悩み相談に乗ったりしてい

ます。

ここで私からクイズです！

Q1.ビッグダディ(テレビ番組の『痛快！ビッグダディ』で有名になったビックダ

ディこと林下清志さん)が何故離婚を繰り返すのか分かりますか？
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正解はもしかしたら本人も分かっていないかもしれません。

でも、この答えを自力で出すことができれば、ステップファミリーの運営は上

手くいくでしょう。

という私自身、ほんの数年前までは、夫婦の関係もよくできず「離婚してく

れ」と言われていた人間です。

自分では元夫に尽くすいい妻だと思っていた私が、

今は何でも話し合える夫と再婚し、夫婦関係だけでなく家族の運営が出来る

ようになったのか？

俯瞰して自分知り、覚悟を決め行動に移してきたからです。

俯瞰とは、鳥の目で見るとか言い換えられますね。

今までは自分の目で見えたことしか信じず、相手が変わる事ばかり願ってき

ました。
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私自身、この質問に答えられるようになった今はステップファミリーを楽しめ

るようになりました。

ほんの少し前まで子連れ再婚でステップファミリー特有の数々の問題にぶち

当たり、悩んでいたのにもかかわらず。

でも、私の「離婚」「子連れ再婚」「ステップファミリーになってからの8年間の

生活」の経験を最後まで読んでぜひ「自分を俯瞰してみる」ことから幸せを掴

むヒントを見つけてくださいね。

※感想を送っていただけるとささやかばかりですが、プレゼントがあります。

詳細は最後に

ステップファミリー1年目の教科書

本当に再婚して幸せになれるのか？
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離婚を一度経験しているから、

・もう傷つきたくない

・傷つけたくない

・子どもを巻き込みたくない

そう思いませんか？

そもそも、結婚生活が始まって思ったことは、

・いやいや、夫婦で喧嘩しないで話し合いって無理じゃね？

・家族との距離感、分からん！！

・育児も仕事も生活費の管理もみんなやっても感謝もないんかい！

結婚生活ってこんなに苦痛な事ばっかなの？！

聞いてないよ！

なんで学校で教えてくれなかった？

でも、人間というのは、忘れんぼうな生き物。

出産だって「一人目」の時の壮絶な痛みを忘れて、

2人目を出産出来てしまうのだから。
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再婚するときには「結婚て結構大変」てことをすっかり、しっかり忘れていた。

でも、ピンチはチャンスで「ステップファミリー」の全体像を知り、

俯瞰して自分をしって自分を変えてきたからこそ、

・継親である夫と連れ子の長男が二人で野球観戦に行ってきて、楽しかった

様子を教えてくれたり

・「家族が増えて嬉しい、弟妹可愛い」と言って連れ子が下の子たちと一緒に

遊んでくれたり

・子供たちと義両親の実家に行くと「一緒になってよかったね」と感謝された

り

初婚ではうまくいかなかったことが、自分が変わったことで家族との時間を

楽しめるようになった。
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離婚再婚を経験してきた私が、ステップファミリーの酸いも甘いもお伝えして

いくので、ぜひこの電子書籍を読み進めてみてください。

感想送ってもらえたらプレゼントも手に入ります。

”長いだけある”という事を先に伝えておきます。

ここからは、私の実体験をもとに今の私になってわかった事を

シェアしていきます。

【幸せな結婚生活を夢見ていたのに～言いたい事も

言えないこんな夫婦仲はpoison～(初婚の結婚生活)】
25歳の誕生日つきに、元夫と結婚。

2年の歳月を経て、2つ年上で、合コンで意気投合した相手だ。

結婚する時に、両家に満場一致で祝福され、

1年後に離婚を宣言されてしまうなんて、思っても見なかった。

ただ振り返ってみると、
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・共働きの給料の3分の2を生活費を渡し、元夫の義実家に同居(祖父母、父

母、弟2人)

・元夫と同じ休日に休める仕事を探して就活

・家族にお願いされて帰宅したら祖母と一緒に夕食を作る

・元夫が帰宅しなくても先に家族と一緒に食事(強制)

など、

全て元夫の希望に合わせてきた自分。

私が我慢していれば丸く収まる。

私が何とかすれば、元夫は喜んでくれる。

だけど、私全然、結婚生活と元夫の言動に納得してなかった。

「私こんなに大変な状況なのに、元夫は何もしてくれない？」

義祖父母、義両親、弟たちとの同居で全然馴染めない。

元夫抜きでの家族と夕食を共にするとかハードル高すぎる。

自分の気持ちも相手に伝えないくせに、
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「こんなに結婚して自分は頑張っているのに！」

元夫に対していつも苛ついていた。

我慢の限界が来た私は、

元夫が帰宅し、夕食を済ませ、夫婦の部屋に入るなり、

私「もう限界なんだけど！！」

元夫「なに？どうしたの？」

私「何でわからないの？？」

元夫「あ～今までと環境違うからね、仕方ないよな」

と言われて、ブチ切れた。

・全然私が感じている苦痛を分かってない！

・元夫が他人と一緒に暮らしたらと想像したら大変だと思わないの？

・もう、みんなの顔色伺って生活するの無理なんだけど！！

自分が何を言ったか忘れるくらいの暴言を吐き、
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「自分はこんなに頑張っているんだ！」

「なんで理解してくれないんだー！」

「あなたは、私こと全然分かってない！」

と、元夫を攻め立てた。

ケンカしていれば、同居している元夫の母や祖母は詮索してきた。

私からすれば子離れできない元夫の母と祖母。

2人から呼び出され、

「なぜ○○を責めるの？あなたがもっと歩み寄らなくちゃいけないでしょ？」

「あなたが嫁に来たのだから頑張らなくてはいけないでしょう？」

と言う。

もちろん、一緒に住まわして貰ってはいるけど、慣れない環境で色んな事を

強いられる。

一緒に住めばすぐに家族のようになれるのだろうか？
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と、頭のなかで思いながら、グッと言いたいことを飲み込んだ。

元夫の方を見ると反抗の色はなく、いつも通り2人が意見しているのをぼん
やりと聞いていた。

「この人は私と二人で家族を創っていく気持ちはないのかな？」

元夫はいつも親と私の板挟みで、大変だったと思うけど、親の言いなりだな

と、絶望した。

【性格の不一致？そんなことで離婚したくない～離婚

を言い渡された２７の夜～(離婚したくない)】

私は人付き合いがすごく苦手というわけではない。

でも、

元夫が家族と仲良くして欲しいという気を汲んで頑張ってきた、

仕事だって新しい環境に慣れて必死で元夫の休日に合わせた。

自分なりに、元夫が望んでいることを汲んできた、つもり。

好きだった元夫に分かってもらえなくて、

悲しくて、悔しくて、
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こんなこと言って困らせたくない、

疲れて帰ってきたのに申し訳ない、

でも些細なことでキレてしまった。

頭ではこんな女いやだってわかっているのに、なぜだかいつも素直に伝えら

れない。

こんな形でしか表現できない自分。

　

ベットに入ってからも、涙は止まらず、隣に寝ている元夫は気付付かぬ振り

に更に傷つく。

こんなやり取りが続き、毎日言い争うようになった。

元夫が出勤し、帰宅して寝室に行くと口論。

毎日のように喧嘩。

新婚でこんな不仲って、ヤバいなぁ。。

今、俯瞰してみると、なぜ口論にしかならなかったのかがよく分かる。
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当時の私には、

「なぜ夫は自分の気持ちを理解してくれない？」

「なんでそんな言い方しかできない？」

「夫は自分よりも親の事を優先してる！！」

と、夫婦で口を開けば、お互いを罵倒し、どうしてこんな人と結婚してしまっ

たのだろうと思った。

冒頭でもお伝えしたように、自分達の意見をぶつけ合い、遠く離れたところ

から冷静に見ることができない。

愛しているなら分かってくれるだろう…

自分の気持ちや考えもしっかり伝えていないのに、結婚した人なら自分の事

を理解してくれる、そう思い込んでいた。

まるで小さなころの自分のようだった。

幼少期は母に自分の気持ちが伝わらなくてよく八つ当たりをしていた。

私は言葉で伝えられなくて、イライラして、
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「自分を愛している母なら言わなくてもわかってくれるだろう」

と甘ったれていた。

その時は全く自分が甘えているなんて気づきもしない。

でも、自分の子供が産まれて私は気づく。

気持ちが伝えられない、分かってもらえないと、ぐずるしイライラして泣き言を

いう。

そんな幼いころのように、自分の「モヤモヤ」「悲しい」「辛い」気持ちを分かっ

て欲しいのに元夫に伝えられず、勝手にイライラしていた。

私がそんな態度だったから気持ちが離れていっていることも知らずに、更に

追い打ちをかけていた。

更に悪いことに、元夫も私と同じように気持ちを伝えられないし、主観的にし

か自分たちを見れない人だった。

ただ、これに気づけたのは、離婚して3年たった後だった。
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【会話のできない夫婦。諦めて「私離婚します」～ラブ

イズオーバー　泣くな女だろ～(離婚の覚悟)】

元夫の実家にいる時は本当に不仲が続き、

「夫の実家にいるから上手くいかないんだ！」

と思って、2人でアパートを借り家も出た。

私の仕事量も増やし、最初は穏やかに夫婦2人の生活が始まった。

口を出してくる人もいない。

2人で伸び伸びやっていこう！

2人での生活は気楽だった。

ただ、元夫は実家にいる時と変わらず、仕事以外の時間は、全て自分の自

由時間。

食事を作るのも、掃除、洗濯、後片付けまで全て私。
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私もフルタイム勤務をして、元夫よりも帰宅が遅くなっても、夕食なんて作ら

ない。

それよりも、「今日のおかずはこれだけ？」「これは美味しくないね」と、なか

なか酷いことをいい放つ。

そんな元夫に再びイライラした。

それでも、

「私の方が頑張れば丸く収まる」

「家事も仕事も全部私か。」

「結婚てそんなものか」

我慢した。

結局環境は変わっても、自分も相手も変わらなかった。

そんな夫婦だったけど、子どもを希望し、待望の妊娠！

「きっとこれで変わってくれる」

「これで私の事をもっと気遣ってくれる」
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当時は本気でこれで幸せになれると思ってた。

でもやっぱり相手は変わらない。

そして相手を変えようとしているのは私も同じで、お互いに変われなかった

のだ。

「妊娠している私の事を大事にして欲しい、大事にするべきだ！」

以前にも増した甘え。

日に日に増える口論。

自分達が変わらなければ、状況は一向に悪くなるばかりなのに「自分が悪い

んじゃない」「お前が変わればいいんだ」と相手を攻め続けた。

そして、察してほしい私は元夫に言えない。

本当は妊婦の私の代わりに後片付けをしてほしい。

早く帰宅できる時は、遊びに行かずに夕食を作ったり洗濯物を干してほし

い。
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嫌われたくない。

言っても変わらないのではないかと思ってしまいいつも言えず、溜まりにた

まったストレスがたまに噴火する。

だから、

「お前は、ヒステリックだから怖い」

「そんなだから親に説教されるんだろ」

と言われてしまう。

そんな元夫に再びぶちギレて、

「いつも親の方ばっかり持って、一生親に甘えていくつもりなの？このマザコ

ン！」

と、言ってしまった。。

「もう離婚してくれ」
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今度は元夫が限界に。

我に返る私。

冷静になれ！冷静に！

「おなかの子どもはどうなるの？」

あんなに出産を待ち望みにしていたのに？

なぜ今この時に？

非常識すぎるでしょ？！

お腹の子はどうするんだよ～！！！

日に日に大きくなるお腹。

家出は会話がなくなるどころか、土日は家に帰らなくなり、

ついには会社のある平日も家に帰ってこなくなった。

この時はもう

「気持ちはもう戻ってこない」
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そう確信した。

もう話し合いも無駄だろう。

自分が覚悟を決めてこんな最悪な状況を変えたい。

何で分かり合えないんだろう？

結婚する時二人でやっていくって覚悟したんじゃないの？

…そもそも私ってなぜ元夫の事を好きだったんだっけ？

それから同居を解消し、私は実家に戻った。

【本当にこれでよかったの？強がりのシンママ時代　～

もう結婚なんてしない～(シンママになって)】

産まれてきてくれた赤ちゃんはいとおしい、でも地獄のような産後。
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病室には長男度抱く義祖父母、義両親、そして元夫、と私。

この状況がカオスすぎて、どんな顏でいればいいのかわからなかった。

看護婦さんに

「おめでとうございます～ご家族みなさんいらしていいですね。」

他愛のない会話が違和感しかない。

覚悟したはずの「離婚」だけど、どこかで「まだやり直せるかもしれない」と淡

い気持ちがあった。

やっぱり、離婚するのが怖い。

元夫と別れる事というより、社会的に不利になるのが怖い。

今抱きかかえている長男が不憫で仕方ない。

そんな世間の目を気にしている自分が恥ずかしいけど、元夫と顔を合わせ

るたびに、期待している自分が情けなかった。

「嘘であって欲しい」

離婚届を役所に持参し、窓口に出す。

「少しお待ちください。」

あ～私本当に離婚してしまうんだな。
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9カ月になる長男を抱きかかえ、本当にひとり親になるんだなと思うと消えて
なくなりたくなった。

離婚するまで約1年、結婚してから2年半。

数字にすると短っ！と自分で突っ込んでしまうけど、気持ち的に長かった。

離婚したときはすがすがしいとは対極で、自分は世界で一番不幸と本気で

そう思ってた。

「やっぱり男運がないんだな」

出た出た、自分のせいではなく、元夫のせい。

でも、人のせいにすることで心を落ち着かせていた。

もう結婚なんてしない！結婚なんて地獄だ！

【「新しいお父さん」ができると幸せなのは誰？　～くだ

らねえとつぶやいて～(シンママの恋愛)】

一番の悩みは子どもの事。

父親がいない子ども。

ちゃんと育てられるんだろうか？

偏見の目で見られるのではないか？

そう思うと下を向いてしまう。
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ぽっかり空いた心の穴を埋めるかのように、「子どもに不憫のないように」を

叶えるために、働いた。

とは言え、給料が沢山もらえるわけではない。

高卒のシングルマザーが中途正社員で働いても収入はたかが知れている。

沢山収入が欲しいと思えば子どもと居る時間を削るしかない。

時間と収入に葛藤を覚え、転職を繰り返した。

転職を繰り返しても収入面も就業時間も自分の希望する就職先なんてな

かった。

「もう次は絶対続ける」

そう心に決めた就職先がまた地獄。

同じ2歳の子どもを持つ先輩が、午前3時、4時出勤が当たり前。

終わるまで帰宅しない。

超スパルタな女性先輩＆同僚がごろごろいる職場だった。

毎日半泣き(時にトイレで泣きながら)仕事をこなす日々。
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朝は子どもを起こさないように出勤し、帰宅は夕食が終わった後。

子どもの寝顔を見つめながら、

「自分てなんてダメな奴？これじゃあ、自分が子どもを不憫にしているじゃな

いか」

現状変えたい、だけど…と自問自答を繰り返していた。

また、逃げたいな…でも、環境を変えたっていつだって同じだった。

ただ、どんどん厳しく辛くなっていくだけ。

もう逃げないでやるしかない！

でも、スパルタな先輩はどうして子どもがいるのにあんなに働けるんだろう？

実は先輩は再婚されていて、旦那さんの協力の元バリバリ働いていた。

確かに再婚すれば、

長男に父ができる→普通の一般家庭のようにできる
私に夫ができる→ガツガツ稼がなくてもいい

いや～めちゃくちゃメリットだらけじゃん。
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やっぱり結婚なんてしないって言ったけど、

「再婚したら私も子どもと一緒にいられるかも」

子どもが3歳を過ぎ、母にお願いして友人に「紹介をお願いする」「一緒にお
見合いパーティーに行く」を実践。

いわゆる婚活をスタートさせた。

再婚相手を探しに行くのは、月に1回、もしくはいけない。

「一緒に子どもを育ててくれる人だったら大歓迎」

私が「父がいないと不憫だから」「普通の家庭と違うから」

と勝手に自分で考えて、進めた、そんな状況でスタートした婚活。

意外とすぐに意気投合する相手と出会い、交際スタート。

長男とも会わせたり、一緒になれたらいいねと話したり、

「これはもしや再婚できるのでは！？」
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と期待で胸を膨らまし、毎日ルンルンで連絡を取り合っていた。

相手の方は離婚の経験もあり、元奥さんとの間に2人子どもがいる方だっ
た。

でもそれも、

「離婚経験者なら理解があるハズ」

「子どももいるから子育ても協力してもらえる」

「離婚の辛さも分かち合える」

何より、私達なら大丈夫！！と、かなりポジティブに捉えていた。

再婚する前のクリスマスに3人で旅行にいこう！

11月からその旅行を糧に、思いっきり働いた。

先輩のスパルタさにも負けず、繁忙期前の激務に耐えながら、

「婚前前の旅行を楽しむために！」

と仕事に集中。
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クリスマスって1年の内でも一番ウキウキしませんか？

この時は浮かれすぎちゃって、大頬骨筋肉痛になっちゃうくらい。

タイミング的にも、そろそろ前進させたい再婚の話ができるし、

「私って世界一幸せだわ。間違いない。長男も幸せにできる。頑張ってきてよかっ

た。」

と、この時、自分の中で世界一幸せ者になった。

そんなクリスマスまで2週間前。

いつも通り会社から帰って彼とのLINEを開くと、

「別れてください。。」

？？？？？？？
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【【シンママ、同志を見つける　～あの日あの時あの場

所で夫に会えなかったら～(シンママの婚活)】

私「お疲れ様！別れるって何を別れるの？？」

彼「実は彼女を妊娠させてしまって」

私「？？？？？」

私：電話をかける

相手：おかけになった電話番号への通話は、お客さまのご希望によりお繋ぎ

できません

・

・

・

・

・

頭の中がパニック。
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まず、「彼女」って何？

彼女がいたんかい！

そして、妊娠させたんかい！

なるほど、なるほど、私って…

「結婚相手」じゃなかった、てことね。

終わった。

長男の事もう幸せにできない。

「〇〇〇〇(長男の名前)…ごめん」

クリスマスの予定も、彼との今後も白紙になり、私は燃え尽きた。

でも、結果良かった。

私は彼と再婚したかったわけではなく「再婚したかった」

「再婚さえすれば長男を幸せにできる」ハズだと夢見ていた。
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でもさすがにこの時は落ち込んだ。

辛い、酷い、何で私ばっかり…

と、早朝4時～一緒に仕事をしながら同じ職場の後輩に話を聞いてもらって
いた。

後輩「じゃあ素直に言えばいいじゃないですか、辛いって。」

確かにそうなんだけど、、、

自分の気持ちを言ってしまったら嫌われてしまうかもしれないと思って我慢し

てた。

それで、「何でわかってくれないの？」と思って、相手が察してくれないことに

イライラする。

そういえば後輩くんも全然言わないと気が付かないじゃん？

だからスパルタ先輩にかなり扱かれ続けてるじゃん？
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後輩「言われないと分からないですからね～w」

確かに私が考えている事・思っている事が分かるのは私しかいない、ね。

後輩「当たり前じゃないですかw」

この時は後輩と私、お互いが再婚とか付きあう相手として絶対ないと思って

いたけど、

毎日仕事で顔を合わせ、いつも話を聞いてもらったり、話を聞いたりするよう

になった。　

仕事上で注意することもあるけど、むしろ「教えてくれてありがとうございま

す」という姿勢で居てくれる。

話を聞いていくうちに「どんな風に生きて行きたいか」の考え方に共感でき

た。

私は勝手に親友だと思っていて、後輩の存在が大きくなっていった。

でもそこから発展することがなくいつも通り日は流れ、半年が過ぎた。
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長男は年中になり、私は31歳になった。

メリットを感じてしたかった「再婚」は後輩のように話がよくできて、人生観が

近い人とだったらできるけど、今は考えなくてもいいのかも。

それよりも「再婚」ではない方法で子どもを幸せにできる方法だっていっぱい

あるんじゃないか？

そう思って、休日は長男を連れてトレッキングに挑戦したり、山をキレイにす

るボランティアに参加したり。

県外に子どもと2人で旅行に行ったりした。

子どもと一緒に過ごし、親子でやった事のない経験や新しい体験をしようと、

仕事の休みを使った。

そんな子どもと充実した休日、後輩からLINEに連絡がきた。

「ケガしてしまって、もう仕事行けないかもです」

慌てて連絡してみると、会社の社長から頼まれて出場した草野球の試合で

スライディングをしたら、膝のじん帯(前十字靭帯)を断裂したらしい。

「大丈夫、大丈夫、今は治療することだけ考えればいいから」
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仕事をカバーしつつ、帰りにお見舞いへ行く。

自分達の好意の気持ちに気づいた。

「でも、私は離婚歴もあるし子どももいるから中途半端に付き合うことはでき

ないよ」

「結婚前提につい合いましょう」

このケガがきっかけで、後輩の彼と再婚する事になるわけです。

【遠回りしても私が再婚した理由　～愛をこめて花束を

～(再婚)】
再婚がゴールではない。

初婚も再婚もした後、相手と共通の認識で生活できることが大事だなと思う

ようになった。

だって、理想の未来がお互いに違えば反発しあうに決まっている。

離婚した元夫とは未来に向けた話し合いができていただろうか？と振り返る

と、全然できていなかった。
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幸せにしてもらうことしか考えず、自分の事を相手にもわかってもらえるよう

に伝える工夫すらしなかった。

そして、再婚したいのに相手には伝えられず、挙句の果てに浮気された。

じゃあどうすれば再婚し、ステップファミリーになった自分達は幸せになれる

のか？

私が離婚、再婚し、ステップファミリーの8年を振り返ると、

・そもそも再婚が自分の未来を輝かせてくれるのか？

・自分の理想の未来はどんなものなのか？

・自分が再婚で相手や家族を幸せにできるのか？

・自分の理想の未来を一緒に叶えられる相手はどんな人物か？

・その相手と話し合い、理想の未来を共感、共有できているか？

上にあげた質問に順に答えを出すことができれば、幸せに近づける、はず。

自分の現状を把握し、自分に合った気づきを得て、自分で変えていかなけ

れば幸せってつかみ取ることができない。

愛さえあればうまくいくというのは、幻想だと思ってる。
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また、相手を惚れさせるテクニックみたいなノウハウを学ぶよりももっと大事

なことがある。

そして、ステップファミリーについてを勉強するだけ、でも足りない。

自分を知り、自分の幸せにまずは気づくことが一番最初のステップ。

私であれば

「連れ子である長男と自分自身も幸せになる、長男に兄弟姉妹ができる」

という理想の未来に向かって、努力するし、再婚相手も選ぶし、再婚相手に

も理解してもらうし、家族になったら自分が中心になって努力する。

そう覚悟した。

もしかしたら子どもの希望することではないかもしれない。

でも、子どもが「この家族で良かった」と感じてくれるようにいつまでも努力す

る、そう決めた。
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そして、元は会社の後輩の夫と再婚する前にとことん話し合った。

夫は私よりも努力してくれた部分もあるし、当然できないこともたくさんある。

今まで独身貴族だった夫が突然5歳保育園児の父親になれるはずがない。

自分の子が生まれてからも、娘の後ろについて散歩していても、娘が道に飛

び出しても何も気が付かないこともあった。

(車に引かれなくてよかった汗)

人間なので、でいないことがあって当たり前。

ましてや経験がなければ尚更。

私だって、継父の気持ちを理解できているわけではない。

それでも、この子たちのために自分を改めよう。

家族のために自分の行いを改善しようと、努力してくれる姿があったから再

婚しようと思えた。
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【目指すのは、普通じゃない家族～これが私の生きる

道～(ステップファミリー)】
たえば子連れ再婚してステップファミリーになるにはこんな困難が待ち受け

ている。

・家族関係　継父・継母と連れ子が仲良くできるか？

・親権を持たない親との交流面談することで新しい家族に影響はないの

か？

・血のつながらない子と実子を分け隔てなく愛してもらえるのか？

・継父・継母はいつになったら親になってくれるのか？

再婚同士で子供が複数いれば尚更、乗り越える問題は多くなる。

これに立ち向かっていかなければならない。

でも、再婚するときは初婚と同様、相手に「恋愛」をしている。

恋は盲目で理性や常識を失ってしまうこともある。

でも、再婚する人は、盲目であると痛い目に遭う。
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この理性や常識を失わないためにも、自分の理想の未来をしっかり考える

必要がある。

いろいろ言ってきたけど、全部一度にやろうとするとできない。

やろうとは思うけど、何からやっていいか分からない、そして「ま、何とかうま

くいくでしょ」と思うのが人間。

でも、幸せになるには小さなことでもまず一歩を踏み出す事。

結局自分が何かしら一歩を踏み出すことで、次の課題にも気づき、取り組む

ことができるようになるもの。

正直、私はラッキーだった。

元夫にはフラれ、再婚寸前までいった彼にもフラれ、でも今では彼らに感謝

してる。
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結構酷いことも言われたり、されたけど、自分の幸せって何だっけ？再婚っ

て本当に私に必要なのか？

沢山考えさせられ、沢山悩み、自分の答えを出してきたから。

最初から家族が上手くいっていたわけじゃない。

そしていまだって試行錯誤しながら、家族がどうしたら一番幸せか？楽しめ

る人生か？模索しながら生活してる。

喧嘩もするし、知らない間に傷つけあい話をしない日もあるけど、二人そして

家族で考えて共有してきた理想の未来に近づこうとしていけてる。

家族運営は一朝一夕では出来ない。

ステップファミリーなら尚更。

そして、今この電子書籍をここまで読んで、

「悩みは尽きないし、全てが実行に移せるか自信はないけど、再婚を考えて

いる相手と話し合ってみようかな？」
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「話し合うと彼との平穏な日々が悪い方に変化することを恐れて、話が出来

ていないけど、先に進むために勇気を持とう」

そんな風に思ってもらえたら嬉しいです。

【幸せを掴むために再婚したのに、離婚を繰り返す人

とは？】

それでは、

ビックダディこと林下清志さんはなぜ何度も離婚を繰り返すのか？

ビッグダディの名台詞『俺はこういう人間だ』が物語っています。

それは 「相手を尊重できない」から。

相手を尊重できていないと俯瞰してみることができ、

「自分にも悪いとこらがったかもしれないな、今度からはあんなこと言わない

でおこう」

と改善(行動)できれば、離婚を繰り返さなくても済んだかもしれない。
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口論になった時に自分の考えを曲げることはなく『俺はこういう人間だ』と

言っているビッグダディ。

自分の意見と相手の意見が違ったとしても『相手の言っていることも一理あ

る』と受け入れる話し合いができれば、問題を解決し夫婦仲も悪化せずに済

んだかもしれません。

ただ、ビッグダディの場合は『自分は考え方を変えることはできないからお前

が俺に合わせるしかない』と言っているのと同じ。

ステップファミリーにこれからなる方には

「離婚した経験を踏まえ、自信を俯瞰し、覚悟を決め行動に移す」 ことができ

るようになって欲しいです。

私の所に相談してきてくださる方の中には、

「再婚してステップファミリー歴3か月ですが、離婚を考えています」

「セメントベビーも産まれ、幸せになれると思ったのにいつも同じことで喧嘩し

て毎日が辛いです」
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と、悩まれている方がたくさんいらっしゃいます。

どうなりたくて再婚したいのか考えたことがありますか？

就職をするときは志望動機には答えられるのに、結婚することの志望動機

に答えられる人はどれくらいいるでしょうか？

「プロポーズされたから」

「相手の事が好きだから」

「経済的に安定できるから」

「世間体が気になって」

「好き」だけで何十年と続く結婚生活を続けることができるでしょうか？

まして、子連れ再婚であれば、子どもを守り、子ども達を夫婦で幸せにして

いく親の責任を果たせるでしょうか？

なんとなく再婚し、相手の意見と合わなかった…と後悔し、子どもを再び不安

に陥れる…
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「再婚前にもっと知っておくべきだった」

とならないように。

もっと自分を俯瞰してみることができ、気づき行動し、家族を理想の未来に

連れていけるようになって欲しいです。

■【追伸】一緒に未来を作りませんか？
今後送っていくメルマガやLINEなどでは、読み続けていただけ

る間、知って良かったと思える情報を発信していけたらなと考

えています。

これから始まるステップファミリーの生活、期待と不安の中で何を知って実践

して行けばいいの？って思ったり、相談に来てくれる人のように家族運営が

上手くいかないこともあると思います。

冒頭でも話していましたが、まさに【俯瞰して自分を見る：離れたところから

冷静に見ること】ってできないものです。
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だからこそ、鳥のような目で見た景色を分かりやすくした情報でお届け

していきます。

最初は誰しも「1年生」からのスタートです。

・自分を知る

・パートナーを知る

・今後の課題を知る

そうして、理想の未来を描けるようになっていきます。

私の再婚相性診断というサービスを利用していただいた方は、

「私の理想とするステップファミリーの形に無理やり当てはめるのではなく、

期待もほどほどに、私たちにしかない家族の形を構築出来るようにお互い努

力しかないなと改めて感じました。」

「一筋縄ではいかない、難しい問題は多々あると思いますが‥

ステップファミリーを知り、ギャップを少しでも小さくし家族内で共有する事で

新しいカタチの家族を模索しながら築いていけるのでは‥と思えました。」
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こんな感想を頂けています。

ステップファミリー運営を円満にする為に、あなた自身をまず知る事から挑

戦していただけたら幸いです。

作者: かこ

本レポートの感想を書いていただいた方全員にプレゼントを用意していま

す。

感想投稿者にもれなくプレゼントしています。

申し込みはこちらのURLからどうぞ。
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