
２．お産の時、嬉しかったこと 

・うまれたばかりの子に呼びかけたら、ぴたりと泣きやんだこと。 

・うまれてすぐ自分の手で子供をお腹の上にのせてその重みをかんじたこと。そしてそのあとすぐ自分では

って、お乳を探しもとめてくれたことにすごく感動してしまいました。 

・赤ちゃんが無事に生まれた。 

・10 ヶ月、お腹の中にいた子に出会えた事。 

・産まれた子を褒めてくれた事。 

・やりたかったことを色々と希望通りにやってもらえた。 

・一人でいる時間がなくてすむ様に看護婦（見習い）の人がずっとついていて一緒に呼吸法などしてくれた

事がうれしかった。 

・元気な産声が聞けてうれしかった。 

・赤ちゃんに会えてうれしかった。 

・回旋異常でなかなか出てこられず、吸引分娩で痛かったけど、うまれた時はうれしかった。 

・深夜に病院に行きましたが、看護師さんがとてもやさしかった。浣腸で液が入ってきた時、なぜか少し吐

いてしまったのですが「自然なことだからね、大丈夫だからね」と言ってくれました。 

・苦しかったが出産した時、最高にうれしかった。 

・子どもの心拍が下がっていたので生まれた時嬉しかった。 

・元気な産声が聞けてうれしかった。五体満足。 

・生まれた瞬間 

・家族でよろこんだ事 

・看護師がたくさん声をかけてくれた 

・一人目が男の子で、2人目は女の子で嬉しかったです。五体満足で良かったです。 

・家族が見守ってくれていた。 

・（帝王切開）赤ちゃんが無事に産まれて嬉しかった。 

・助産師さんの対応がとても親切でうれしかった。 

・夫が陣痛の間ずっと一緒にいてくれた事がうれしかった。 

・私の実家が遠い分、妊娠中から出産まで夫がとても支えになってくれたのが嬉しかった。 

・子供が生まれた時、一番うれしかった。 

・無事生まれたことがうれしかった。 

・かるかった！ 

・健康で何のトラブルもなく出産できたコト。 

・産まれた瞬間は、何ともいえないうれしさでいっぱいでした。 

・無事うまれてくれたので、よかった。 

・無事に赤ちゃんがでてきたこと。 

・安産だった事。声が聞こえた瞬間が一番うれしかった。 

・無事産まれて来てくれた事がうれしかった。 

・カンガルーケアをしたのがよかった。 

・助産師の声かけが嬉しかった。 

・普通分娩で一人目より楽に生めたのでよかった。 

・助産師さんが頻回に来て腰を圧迫したりしてくれてうれしかった。 

・生まれてからの産声を聞いた時、うれしかったです。 

・夫がそばにいたこと。 

・無事、元気に生まれてきてくれた事 

・赤ちゃんを見た時、泣き声を聞いた時、とても嬉しかった。 

・無事うまれたとき 

・子供の顔をみられたこと。 

・生まれた瞬間に赤ちゃんが泣いた時、抱っこさせてもらった時。 

・夫が立ち会ってくれたことが嬉しかった。心強かった。 

・夫と実母の立ち会いだったため心強かった。 



・無事にうまれてきてくれたことがうれしかった。 

・分娩台の上にいるときに冷たいお茶をもってきてもらったこと。大変口が渇いていたので嬉しかったです。 

・思ったより早く産めた事。 

・妊娠中お腹がとてもえらかったので早く産んですっきりしたかったし、早く子供に会いたかったので、泣

き声を聞いたときは涙がとまらなかった。 

・第１子を亡くしているので、その分嬉しさは百倍ありました。 

・やっと子供にあえたとき、うれしかった。 

・長い陣痛がとてもつらかったが、ずっと看護師さんがついていて下さり、いろいろと声をかけてもらい嬉

しく安心できた。 

・１週間前からくるしかったけど、２時間弱で産まれた。 

・夫が常にとなりにいてくれたコト。 

・助産師がずっと腰をさすって下さったのが嬉しかったです。 

・妊娠中から歌っていた唄に反応したとき嬉しかった。 

・無事に子供の顔がみられたこと。 

・声が聞けて子供の顔がみられたこと。 

・子供の顔をみられたこと。 

・これで母親として顔を見ていられる。これで陣痛から解放。 

・無事に子供を生み終えた事。 

・安産だったこと。 

・出た時。 

・生まれてきてくれてうれしかった。 

・周りの人が陣痛の間はげましてくれたことが嬉しかった。 

・帝王切開だと赤ちゃんが産まれた時の声を聞くことはできないかと思っていたのですが、ちゃんと声を聞

くことができて嬉しかった。 

・無事に生まれてくれたこと。 

・夫が付き添ってフォローしてくれた事。又、二人で Baby の誕生を見ることが出来た事。実際に Baby の顔

を見るまでは元気な Baby が生まれてくれるか不安だった。顔を見た時は嬉しくて感動した。 

・無事に産まれて嬉しかった。 

・陣痛がいたかったけど、赤ちゃんの顔を見たとき、痛みも忘れてしまうほど、とてもうれしかった。 

・子供が無事うまれ、元気な姿をみたとき、うれしかった。 

・早く出た。 

・お乳のマッサージがつらかったけれど母乳がたくさん出たので良かった。 

・実習中の学生さんにはげましてもらいました。 

・無事にうまれた事が嬉しかった。 

・痛みを我慢していたら「痛いって言っていいよ」と言われてうれしかったが、一度声を出したら止めるこ

とができなかった。 

・帝王切開の中、私の友人もカメラとして入ってくれ、918ｇで生まれたにもかかわらず、そばまでつれてき

てくれてさわらせてくれた。写真もとってくれた。（貴重です） 

・女の子が生まれ、保育器にはいったものの、NICU へ行かなかったのでよかった。 

・お産の時、夫や母、助産婦さんや看護婦さんがずっとついていてくれたことが何より嬉しかった。 

・夫が立ち会えたこと。助産師が励ましてくれたこと。 

・痛みは辛かったけど、出産後すぐ赤ちゃんを見て（胸に抱いて）嬉しかった。 

・五体が満足で産まれた事と、初めて見る顔なのにどこか皆に似ていてうれしかった。 

・時間はかかったけど自分の力でなんとか産めたことが嬉しかった。夫の立ち会いができて良かった。 

・うまれた瞬間、うれしかったです。 

・子供が五体満足でいることが嬉しかった。 

・子供が自分のおなかの上にのせられたとき。 

・主人が長崎へ単身赴任していて、間に合ったのが嬉しかった。 

・分娩台に上がって頭が見え始めたところからがえらくて何が何だかわからなかったけど、まわりからがん

ばって、大丈夫だよ、と 1回の陣痛がくるたびに声を掛けてもらえて嬉しかった。 



・新しい命を自分で誕生させられたコト。この世界に自分の子が産まれてきたこと。母になれたこと。 

・お産の途中で娘の頭が少し出たときその頭にさわらせてもらえたこと。入院してからずっと助産師さんが

つき添ってくれていたこと。 

・産声を聞いて嬉しかった。 

・ゆったりと私のペースに合わせて、分娩後の対面も心ゆくまでさせてくれたことがうれしかったです。 

・主人の母が毎日お弁当を病院に届けてくれたこと 

・生まれてきたとき。 

・無事元気に生まれたことがなによりうれしい。 

・抜糸後の歩行がつらかったが、なんとか自分ですぐ歩けるようになったこと。 

・今回は吸引しなくても自然に産めたこと。 

・子供の顔を見た瞬間は、うれしさと安心感に包まれました。 

・助産婦さんの言葉がけが上手で、いきみが上手にできて、楽に産めた。 

・やはり何と言っても生まれた瞬間が体が震え上がるぐらいに嬉しい。 

・助産師に声をかけてもらい感動した。痛い時にいい陣痛がきているよーとか、上手だよーとか、とにかく

ほめてくれる助産師だったので、頑張れたと思う。 

・第３子であったが感動はその都度ある。 

・子供が無事生まれたことが嬉しかった。 

・食事ルームで、みんなでわいわい食べて友達ができた。 

・立ち会い出産だったので心強かったです。 

・主人が妊娠の本を毎月買ってきて、よく読んでいたこと（陣痛質にいる時も、「来月はひよこクラブを買わ

ないと」と楽しそうにしていた）。手術後、「おれの小さい頃にそっくり」とうれしそうな顔を見てうれし

くなりました。 

・とにかく無事生まれてきてくれてよかった。 

・産んだ後、夫と子供と過ごした２時間がとても幸せでした。（LDR だったので家にいる様な感じだった） 

・立ち会い出産をして主人と２人で子どもが生まれる瞬間をむかえられ、うれしかったです。陣痛もつらか

ったですけど、主人がいてくれたのでたえられました。立ち会い出産はすばらしいと思います。 

・泣き声が聞こえたとき穂ホッとした。うれしかった。 

・夫が立ち会い、出産したこと 

・帝王切開はすぐに母子同室ではなかったので淋しかったけれど、母体にムリのない程度に部屋に連れてき

てくれたので嬉しかった。 

・家族みんなで、出産を喜べた事が嬉しかった。 

・姉が入院している時に毎日来てくれて、出産した先輩として心強かった。 

・産まれたばかりの赤ちゃんを分娩台で抱けた時うれしかった。 

・家族が見守っていてくれたこと。夫が腰をさすっていてくれたこと。うぶ声を聞き、すぐにお腹の上で抱

かせてもらえたこと。 

・嬉しかったことは、産まれてすぐに子供をだいたこと。 

・１人目も早かったけど、２人目もかなり早かったので嬉しかったです。 

・もちろん無事に産まれた事。 

・自分の力で産めた。上手にいきめた。 

・好きな CD をかけてもらったり、先生をはじめスタッフの方がずっと声をかけてくれたこと。 

・とても感動した。夫も泣いて喜んでくれたこと。 

・生まれてすぐ赤ちゃんにおっぱいを胸の上であげられた事。 

・赤ちゃんが泣いたときすごくうれしかった。 

・子供が出てきたときは本当にうれしかった。 

・子供が生まれた時は本当に嬉しく思った。 

・無事に産まれてくれて嬉しかった。 

・産まれた直後は、痛みが消え、幸福感に包まれた。 

・嬉しかった事は娘や旦那がそばにいてくれた事。 

・分娩台に乗ってからが大変でした。でも、赤ちゃんの顔を見たらうれしくてたまらなかったです。 

・子どもが元気で生まれたこと。家族が祝ってくれたこと。 



・助産婦が凄く優しかった。最初にあいさつをしてくれたので、この人にきけばいいんだなとわかった。入

室時も声をかけてくれた。 

・産後の食事がおいしかった。 

・生まれてきたときは本当に嬉しかった。何がなんだか分からないが、大きな事をやりとげた感じ。 

・双胎のため妊娠 24 週から切迫早産で入院。無事 38 週までもって、帝王切開にはなったけれど、２人の産

声をきいた時は“あ～良かった”と心から思った。 

・私のような根性のない人でも産めたことが、とてもうれしかったです。辛い時に夫と母が一生懸命に手伝

ってくれたことも大変うれしかったです。 

・うまれてきてうぶ声が聞こえた時最高。 

・陣痛が長くてつらかったけど、赤ちゃんが無事に産まれて、うれしかった。 

・下半身麻酔だったので産声が聞けた。その時は「無事産まれてよかった」という感想だけ。 

・超感動して１日寝むれませんでした。 

・陣痛があんなにも痛いものだったとは知らなかった。でもかわいい赤ちゃんが元気にうぶ声をあげてくれ

たから、痛みよりうれしさの涙が出た。 

・とにかく生まれて来てくれて、うれしかった。 

・無事産まれてきてくれて嬉しかった。夫と姉がいてくれて心強かった。 

・お祝い膳。 

・４人もの助産婦に付いていてもらい、とても心強かった 

・あんなに痛かった陣痛がスッっとなくなるのがウソのようだった（当たり前ですが・・・） 

助産婦である姉が付いていてくれ、そして姉にとりあげてもらいとても心強かった。 

・女の子だったのでとても嬉しかった。 

・第 1子より安産でうれしかった。 

・安産でうれしかった。 

・無事うまれてうれしかった。 

・生まれてきてくれた事。 

・生まれてきてくれたことがうれしかった。 

・初めての子だったので、うれしくて感動した。 

・無事産まれた事。 

・元気な産声をきいてうれしかった。 

・元気な子どもの声を聞いたときは感動した。 

・初めて子供を抱いた時。 

・子供が元気で産まれたこと。 

・元気で産まれたし、先生のやさしい声がうれしかった。 

・看護婦さんの優しい励ましは、とっても嬉しく、頑張るぞと思いました。 

なんといっても我が子とのご対面はとても幸せで嬉しかったです。 

・家族が皆産まれてくることを楽しみしてくれたこと。 

・正常分娩で無事に産めたこと、五体満足で生まれてくれたことが嬉しかった。 

・結果は良好だったので安心した。 

・生れた時うれしかった。 

・無事に産まれてきてほんと嬉しかった。 

・子供の顔を初めて見た時の感激は大きかった。 

・無事産まれて嬉しかった。 

・今回のお産は親に付きそってもらわず、夫婦でお産ができたので、喜びが大きかった。夫婦の（夫）のあ

りがたさが更に感じられました。２人目ということで落ち着いて出産ができました。 

・２人目は陣痛が短く楽に産めたこと。「五体満足の普通の子ですよ」と言われホッとした。 

・夫がずっとついていてくれた。 

・初めて子供の顔を見たとき。障害もなく産まれたこと。 

・１人目の時は帝王切開だったので、今回普通に産めて産みのつらさも多かったけど、喜びは１人目の倍以

上だった。 

・夫がついていてくれて嬉しかった。 



・子供が五体満足で産まれた事。 

・元気な子供の声を聞いた時、夫と 2人で感動を味わえた事。 

・子供が生まれた瞬間が一番嬉しかった。 

・健康で生まれた事が嬉しかった。 

・無事出産できた事。 

・陣痛でつらい時、付き添って励ましてもらえ嬉しかった。 

・元気で産まれてきてくれたこと。 

・つらかっただけに、無事生まれたときはすごく嬉しかった。 

・助産婦さんが親切に対応してくれたから。 

・「おぎゃー」と声が聞こえた瞬間は嬉しかった。 

・とにかく感動した。 

・やっと産まれて顔を見たときは嬉しかった。 

・早く産まれてよかった。 

・無事産まれてきてくれた事。 

・泣きはじめたとき。 

・夫が付き添ってくれたこと。助産婦さんが親切だった。 

・一人目が男の子で、二人目が女の子で嬉しかった。 

・夫がずっと最後までついていてくれたことが嬉しかったし、頼れました。生まれたときの感動は忘れられ

ません。 

・助産婦さんが友達のように接してくれた。 

・無事産まれてきてくれた事。 

・産まれた時に、女の子だったので嬉しかった。 

・助産婦さんが陣痛でつらかった時、ずっとそばに付いていてくれて嬉しかった。 

・助産婦さんに羊水が「バシャー」とかかっても嫌な顔せず、2日くらいかかっていて疲れ果ててわがまま

言っても励ましてくれた。 

・夫が付き添っていたので陣痛の度に腰をさすってくれたので痛みがずいぶん和らいだ。また全開してから

は数回いきんだだけで分娩でき楽だった。やはり、産まれてきた子供の姿を見て元気だったことが一番嬉

しかった。 

・夫に見てもらえてお産のつらさを知ってもらえたこと。 

・医療スタッフが良くしてくれたことが嬉しかった。 

・安産で嬉しかった。 

・切迫早産だったので無事産まれたくれたことが嬉しかった。 

・無事産まれたこと。 

・思った以上に陣痛は強かったが、助産師さんの声かけと、マッサージは、とても楽になりました。助産師

さんの技術はよかった。会陰切開はしなかったが、さけてしまい、大変でした。もともと痔の手術をして

いたから、肛門の方を中心に、保護していただいたため、さけてしまった。自分なりに満足しています。 

・陣痛の時に、夫が嫌な顔一つせずおしりを押さえてくれた。いきんでしまうのを押さえてくれることで助

かった。うれしかった。 

・夫が始めから終わりまで立ち会い励まし（腹部をさすり）てくれ、児出産の時本当に感謝し、喜んでくれ

たこと。 

・夫に立ち会ってもらったこと。赤ちゃんが無事生まれた事。 

・産まれた時が嬉しかった。 

・無事産まれてきてくれた事。 

・夫がうまく休みが取れ、安心して臨めた事がよかった。 

・43 にもなっているのに五体満足で出産できた事 

・陣痛のつらい時、夫が支えてくれてうれしかった 

・うまれた瞬間がうれしかった。 

・無事うまれた事 

・無事生まれて、うれしかった 

・平凡だが、五体満足で生まれてきてくれたので良かった。ずっと女の子が欲しかったので良かった。 



・うまれてすぐに見る我が子の顔 

・産まれてすぐだいて母乳を飲ませて、飲んでくれた事 

・無事に元気よく生まれてきてくれた事 

・無事に産まれてよかった 

・無事に生まれてきてくれた事が一番うれしかった。 

・無事に生まれ良かった。 

・帝王切開だったが、赤ちゃんの泣き声を聞かせてもらえた 

・夫が立ち会ってくれたのでよかった。 

・産まれた我が子を見た時はヤッターという達成感と産まれてきてありがとうという気持ちですごくうれし

かったのを覚えています。 

・陣痛はつらかったが、産まれれば、喜びで嬉しかったです。 

・無事に産まれたことが、とにかく嬉しかった。 

・立ち会いがかなって、うれしかった。上の子が立ち会えたのでよかった！ 

・子供が無事に生まれた事。 

・出産後、母子ともに近くにいれたこと。 

・LDR で、陣痛室から動かなくて良かったこと。助産師さんに、いきむタイミングをおしえてもらったこと。

そしていきんだらスーッと赤ちゃんの頭が出て、なんだかすっきりした。全部出た時、本当にすっきりし

て充実感が沸いてきた。 

・陣痛の痛みはつらくて苦しかったけど、生まれたらその痛みは忘れてしまうぐらい嬉しかったです。 

・妹が、腰の痛い所にぴたりと手をあてさすってくれた。主人も母も全然違う所をさすってくれていた。3

人産んだ妹だと感心させられた。産まれたらすぐに抱かせてもらった。 

・産んですぐに分娩室で 1時間くらい赤ちゃんと夫婦の三人きりにしてくれたこと。 

・顔を見て、うれしくってたまらなかった。 

・子供が元気よく産声をあげた事が一番嬉しかった。 

・お腹の中にいた我が子と対面できたのが何よりもうれしかった。 

・助産師さんか看護師さんかは、わからないけど、担当の人がいつも声をかけてくれていたので、心強かっ

た。 

・生まれてすぐ、おなかの上にのせて抱っこさせてくれたのがうれしかった。 

・無事に産まれた事。 

・男児の予定だったのが、女児が生まれてきてくれた事（女児が欲しかった為）。 

・陣痛の時、助産婦と看護婦がずーっと腰をさすってくれて痛みが少し楽になった。 

・陣痛の時は、「もういや、はやく出して」と腰も痛くてつらかったが、赤ちゃんが泣いてでてきて顔を見た

時は、すごく嬉しくて泣けてきた。 

・産まれてくるまでは、第 1子ということで、とても大変で、破水から始まったので、陣痛をおこす点滴の

副作用で、嘔吐、下痢はするし、陣痛も弱まったりしながら、分娩室に入ったものの、なかなか頭が出て

こなくて、吸引分娩をしました。産まれてきた時は何とも言えない喜び、うれしさがありました。涙が出

ました。 

・元気に赤ん坊が生まれてきてくれたこと。 

・上 2人は男の子だったので、3人目で女の子を授かったこと。臍帯を首に巻いていると直前にわかり、2週

間早い出産で小さかったけど無事に生まれてくれたこと。 

・子どもが元気に誕生したこと。 

・赤ちゃんの泣き声をきき、生んだ事が実感した時は嬉しかったです。 

・元気に生まれてくれて良かった。 

・夫が立ち会いをして感動していました。立ち会って良かったと今でも言っています。 

・とにかく、嬉しくてかわいくて仕方なかった。 

・五体満足で生まれてくれた事が何より嬉しく感じました。 

・一生でいちばん嬉しかったといえる程、感動した。 

・実家では初孫だったので家族、親戚，皆大喜びでうれしかった。 

・うれしかったと実感したのはきちんと覚醒して赤ちゃんを抱いてから。（帝王切開） 

・陣痛がとても痛くてびっくりした。子供が無事に産まれて来て良かった。 



・やっぱり無事に産まれて、すぐ泣いてくれた事です。（上の子はすぐ泣いてくれなかったので） 

・陣痛の時、つらいときに腰を押してもらうと、メリメリと痛いのが、いくぶんかやわらいでよかったです。 

・無事に産めてよかった。 

・うれしかった の一言。 

・腰がくだける様に痛かった。でも生まれた時はとてもうれしかった。 

・皆が大変喜んでくれた事は嬉しかった。 

・手術室に入ってとても不安だったが、看護師が手を握ってくれ嬉しかった。できれば自然で産みたかった。

(未熟児） 

・うまれた時、みんなが｢よく頑張ったね」って言ってくれた。すごくすごく痛かったけどその言葉で痛みを

忘れた。 

・無事に生まれてきてくれたこと。 

・LDR だったので移動がなく楽でした。 

・誕生の瞬間の赤ちゃんの泣き声をきいたことがうれしかったこと。 

・思ったより楽にお産ができてよかった。 

・子供が無事にうまれてよかった。 

・赤ちゃんの顔を見た時、すごく嬉しかった。 

・無事に生まれてきて、うれしかった。 

・元気にうまれてきた。かわいいし。うれしかった。 

・2人目はあっという間だったこと。立ち会い出来たこと。 

・生まれたらすぐお乳をあげられたこと。 

・立ち会いで上の子や皆が励ましてくれた事が嬉しかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


