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横山中学校「赤ちゃんふれあい事業」感想と手紙  

 

☆「赤ちゃんふれあい事業」を終えてご協力いただいた妊婦さんへお礼と応援メッセージを記入し

てください。 

 

・今のたいへんな時期に、中学の授業にきてくださり、ありがとうございました。10 ヶ月になる

と、もっとたいへんになると思いますが、がんばって下さい。 

・僕たちは、まだ子供で言えないかもしれないけど、一人じゃないから、そのことを理解して頑張

ってください。 

・がんばって下さい。 

・おいそがしい中きてくださってありがとうございました。たのしかったです。がんばってくださ

い。 

・わざわざ横山中の生き方を学ぶ会に来ていただき、ありがとうございました。大変なこともたく

さんあると思いますが、がんばってください。 

・がんばってください。 

・今回は僕達の為に辛いなか来て下さり、ありがとうございました。今回の学習をとおして、命の

尊さを改めて実感し、大切にしなければならないと思いました。ありがとうございました。 

・今日は、私達に命の尊さを教えてくれるため、わざわざおこしくださってありがとうございまし

た。また、おなかを触らしてくれて、ありがとうございました。 

・私たちの「命の授業」（生き方を学ぶ会）に来てくださり、ありがとうございました。妊婦さん

は、毎日大変だということを、知ることができました。これから妊婦さんにあったら声をかけた

り、サポートをしたいです。ありがとうございました。 

・私達のために、大変な所来て下さりありがとうございました。出産、子育てがんばって下さい！！ 

・今回は私たちのために出産などについて教えて下さりありがとうございました。これから出産近

くなり大変だと思いますが、がんばって下さい。本当にありがとうございました。 

・おいそがしいなかきていただいきありがとうございました。 

・今回は命の学習に協力してくださってありがとうございました。これからも大切におなかの中に

いる赤ちゃんを大切に育ててください。 

・大変なのに、わざわざ学校に来てくださり、ありがとうございました。元気な赤ちゃんを産んで

ください。 

・出産がんばってください 

・今回はさむい中ありがとうございました。私は子供の大切さ大変さがよくしれました。もしも今

度妊婦さんがこまっていたらたすけたいと思いました。 

・おなかの中の赤ちゃんと横山中学校へ来てくださり、本当にありがとうございました。歩くだけ

でも大変でいろいろなことが分かりました。元気な赤ちゃんを産んでください！応援してます！ 
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・今日は、おいそがしい中、来て下さりありがとうございます。妊婦ジャケットなどを着て、お腹

に赤ちゃんがいる中、歩いたりするのは、とても大変だと感じました。これから、出産まで、が

んばって下さい。 

・１１月２４日は本当にありがとうございました。お腹にさわったとき赤ちゃんが動いていて少し

びっくりしました。明るい赤ちゃんを産んでください！ 

私たちの授業のために、横山中に来てくれてありがとうございます。話を聞いたり、たくさん学ぶ

事できて、とてもいい体験だったと思います。 

・いろいろなお話をしてくださりありがとうございました。とてもわかりました。妊婦さんを見た

時やさしくできるようにします。 

・赤ちゃんがおなかにいて大変なのにきてくださりありがとうございました。これからもがんばっ

てください。 

・すこやかで元気な子を産んでください。 

・おいそがしい中来てくださってありがとうございました。赤ちゃんを産む大変さを感じました。

元気な赤ちゃんを産んでください！！ 

・金曜日はありがとうございました。ぼくたちが命の大切さを改めて学ぶことができました。赤ち

ゃんがぶじに生まれることをぼくも、いのっています！頑張ってください！ 

・私たちのために、たいへんな中来ていただきありがとうございます。がんばって、かわいい赤ち

ゃんを産んで下さい‼☆おうえんしてます☆ 

・いそがしい中、ありがとうございました。町で、困っている人がいたら、助けることが自分でも

できることだと感じました。 

・忙しい所きていただいてありがとうございました。無理しないで、元気な赤ちゃんを産んで下さ

い。 

・今回はとてもきちょうな体験をさせていただいて、ありがとうございました。ジャケットを着た

り、実際に妊婦さんのおなかにふれることで、新しい命というものはどれだけ重いのかというこ

とが少しだけ、分かった気がします。おなかの中の赤ちゃんもお母さんもがんばってください。

応援しています。 

・２時間だけだったのですが、自分たちのためにきてくれてありがとうございました。すごく勉強

になって自分も、もし妊婦さんが、いたら、きおつかって、せっしたいです。 

・おいそがしい中、ぼくたちの「命の学習」のために来てくださり、ありがとうございました。妊

婦ジャケットを着てみて、妊婦さんがとても大変だと知りました。あと数カ月、出産の準備で大

変だとは思いますが、頑張ってください。 

・先日は、横山中学校に来てくださってありがとうございました。お忙しい中ありがとうございま

した。このような、体験でとてもためになりました。本当にありがとうございました。 

・この度は、私たちのために、来て下さり、ありがとうございました。おかげで、妊婦さんの大変

さや、お腹の中にいる赤ちゃんについて、いろいろと知ることができました。本当にありがとう
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ございました。お産、がんばってください‼応援しています。元気な赤ちゃんを産んで下さい‼ 

・自分たちの「普通の事」も、大変なのに、私たちの「命の授業」の為に寒い中来てくださり、あ

りがとうございました。これから、ツラい時もあるかもしれませんが、頑張って生んであげてく

ださい。応援しています‼本当にありがとうございました。 

・お腹を触らせていただいた時、小さく脈打っているのがわかって、１人に 2 つの命が宿っている

ことを感じられました。妊婦ジャケットで妊婦さんの大変さも体験し、親への感謝と、自分、周

りの命の大切さが、よくわかりました。元気な赤ちゃんを産むために頑張ってください！ 

・大変ななか来てくださってありがとうございました。妊婦さんがどれだけ大変なのかをわかるこ

とができました。これからもがんばってください。 

・先日は私達のために来て下さり、ありがとうございました。お腹をさわらしていただいたときに

赤ちゃんの心拍がきこえて、とても驚きました。とてもはやくて、さらに驚きました。この体験

や対談をもとにサポートをしていきたいと思いました。 

・本当に大変な中僕たちのために、来てくださりありがとうございました。つらい“カベ”をのりこ

えれば、きっと、“楽しい未来”がまっていると思うので、頑張ってください。本当に応援してい

ます！ 

・この間は、大変ななか来て下さり、ありがとうございました。妊婦さんの大変さなどがとてもわ

かりました。頑張ってください‼ 

・来てくださりありがとうございました。いろいろとがんばってください 

・ありがとうございました 

・今日は僕たちのために、来て下さり、ありがとうございました。今日学んだことや、教えてもら

ったことを将来、機会があれば生かしたいと思います。 

・きちょうな時間をいただきありがとうございました。とても良い体験が出来たと思います。頑張

って元気なあかちゃんを生んでください！ 

・今回は、大変でつらい中ありがとうございました。妊婦さんには、つわりなどがあってものすご

く大変ですよね。でも、それは赤ちゃんが生きている、という証と知ってすごく感動しました。

赤ちゃんは「耳」が良いようですね。環境の良い所で育てることは大変でしょうが、赤ちゃんは

母のがんばりをみていてくれるのではないのでしょうか。およそ２ヶ月間、がんばってくださ

い！応援しています‼ 

・つらい中、横山中へ来て下さりありがとうございました。ですが、こうして横山中へ来てくれた

おかげで、お腹に命が宿る、尊さ、美しさを、感じることができました。これからも大変だと思

いますが、影ながら応援しています！がんばって下さい！ 

・赤ちゃんが動いているのがさわっただけでわかるくらいおなかが出ていて大変そうだということ

が改めてわかりました。とてもきちょうな体験になりました。 

・今回は、体調が不調ながらも、ありがとうございました。私は、多くの命の大切さや親のぬくも

りを改めて、実感しました。だから、今、お腹の中の赤ちゃんのためにも、母親として、がんば
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ってください‼お腹の中の赤ちゃんもがんばってね♡ 

・今日は私たちのために協力していただきありがとうございます。これからつらいこともあると思

いますが赤ちゃん、無事生まれるといいですね。応援してます‼ 

・妊婦ジャケット、赤ちゃんを抱っこの体験をして、大変さがよく分かりました。赤ちゃんを産む

までは大変だと思うけど、産んでからも、苦労することは、たくさんあると思うので、がんばっ

てください。今回の授業に来てくれてありがとうございました。 

・２４日は赤ちゃんが、おなかの中にいて大変なのに横山中まで来て下さりありがとうございまし

た。あともう少しで赤ちゃんが生まれるそうなので頑張って下さい。本当にありがとうございま

した。 

・今回は私たちのために来てくださり、ありがとうございました。出産は大変な面がたくさんある

と思いますが、それに負けずにお母さんも赤ちゃんも頑張って下さい。 

・生き方を学ぶ会に来てくださってありがとうございました。私、妊婦さんのおなかをさわった時、

すごいおなかの中で生きてるんだ‼と思いました。後数カ月がんばってください。やさしい子が

生まれるといいですね‼ 

・赤ちゃんを産む前にくる、じんつうは、痛いし、産む時も、ものすごく痛いと思うけど、がんば

ってください。応援しています。また、おなかに赤ちゃんがいるのにもかかわらず、わざわざ、

きてくださり、ありがとうございました。いろいろと勉強になったし、妊婦さんのつらさをあら

ためて、じっかんできました。もし、身の周りで妊婦さんがいたら、少しでも、手助けしたいで

す。本当にありがとうございました。 

・おなかをさわらせていただきありがとうございました。いつもあんなに重い命をせおって日々過

ごしていると思うとすごいなと思いました。もう少しで生まれる赤ちゃん、元気な赤ちゃんをが

んばって下さい。応援しています！ 

・赤ちゃんを生むまでは大変だと思いますが、赤ちゃんもがんばっているのでがんばってください。 

・いそがしいなか色々な事を教えてくださりありがとうございました。 

・赤ちゃんがおなかにいて大変なのに横山中にきてくださってありがとうございました。元気な赤

ちゃんを生んでください。応援してます‼ 

・妊婦のお腹をさわるというきちょうな体験をさせていただきありがとうございました。生むとき

が、いたいと聞きましたが、がんばってください。 

・おいそがしい中来てくださいましてありがとうございました。赤ちゃんを出産できるようにがん

ばってください。赤ちゃんについて知れてよかったです。ありがとうございました。 

・いろいろなことをおしえてくれてありがとうございました。がんばってください！ 

・今回は、いろいろとあって大変な中、来てくださり、ありがとうございました。とても勉強にな

りました。出産も私が考えているような大変さではなくてもっと大変だと思いますが、頑張って

下さい！応援しています‼ 

・「生き方を学ぶ会」できちょうな体験をありがとうございました‼私は改めて、“命”について教え
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てもらい”命の大きさ“を感じました。また、元気な赤ちゃんを産む事はあたり前ではないと言う

事知りました。本当にありがとうございました！♡元気な赤ちゃんを産んでください‼応援して

まス！ 

・ありがとうございました。 

・おいそがしいなかぼくたちのためにきてくださってありがとうございます。たまにいったことの

あるばしょのように思うところはおなかの中にいたときにいっていたばしょ、ということがかん

どうした。 

・金曜日はいろいろな知らなかったことをおしえてくれてありがとうございます。これからも助産

師としてがんばって下さい。 

・とても、いいきかいをありがとうございました。 

・今日は生き方を学ぶ会に来ていただき ありがとうございました。出産、出産後もがんばってく

ださい。 

・赤ちゃんを連れたまま、横中へ来るのは大変だったと思いますけど、来ていただいてありがとう

ございます。私もコウノドリを見ていて赤ちゃんを大切にしよういう思いが強くなりました。妊

婦さんを見かけたらお手伝いするようにします。 

・色々つらいこともあると思いますが がんばってください。 

・元気に赤ちゃんをうんで下さい！ありがとうございました！ 

・皆さんのおかげで、大人になって色々と役に立つことが分かりました。本当にありがとうござい

ました。 

・がんばってください。命のことがよくわかりました。これから、大変だけどがんばってください。 

・がんばって生んでください。 

・毎日、大変だと思いますが、がんばってください‼妊婦さんの大変さをいろんな人がわかれば良

いと思います。妊婦さんを助け合う世の中になったら良いと感じました。 

・このあいだは、大変であるにもかかわらず、時間をさいてくださり、ありがとうございました。

大変かもしれないけれど、出産がんばってください。 

・お腹を実際にさわってみて 1 つの命があるんだなと実感できました。協力していただいてくださ

りありがとうございました。 

・大変だと思いますが がんばってください 

・妊婦ジャケットなど使って妊婦さんの大変さがわかりました。がんばって元気な赤ちゃんを生ん

でください！ 

・きちょうなたいけんをさせていただきありがとうございました。これからも大変な事があると思

いますががんばってください 

・私たちのために横山中学校来てくださって、ありがとうございます！おかげで小さな命をみじか

で感じることができました。 

・いそがしい中、時間をいただいて、ありがとうございました。がんばってください。 
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・大変だと思いますけど、頑張って下さい。 

・色々がんばってください 無事、赤ちゃんを産んでください。 

・がんばって出産してください 

・大変だけど、がんばって下さい！ 

・ありがとうございました。妊婦さんはとても大変なんだなと思いました。 

・ぼくたちのために命の大切さをおしえてくれてありがとうございました。出産がんばってくださ

い。 

・いろいろ教えてもらって、命の大切さを学びました。ありがとうございました。 

・本日は、大変の中 赤ちゃんの事、お腹にいる時の事を教えてくださり、ありがとうございまし

た。私は、小さい子や赤ちゃんが大好きで中々出来ない事を今日は出来て、すごく貴重な体験で

した。これから すごく苦しくなったり、もっと大変になると思いますが、がんばって元気な赤

ちゃんを産んでください。 

・今日のためにきてくれてありがとうございました。小さい命を無だにせず必死で赤ちゃんをうみ

幸せな人生をおくってください。 

・今は辛いかもしれないけど、赤ちゃんを産んで毎日を幸せにがんばってください。 

・いそがしい中、私達のために来てくださりありがとうございました！とても勉強になりました‼

元気な赤ちゃんを生んでください‼ 

・大変な中、来ていただいて、ありがとうございました‼妊娠していて大変なこと、つらいことな

どよく分かり、勉強できました。まだ大変なこともあると思いますが、予定日まで、がんばって

下さい‼ 

・助産師さんのはなしや、体験をしてみて、妊婦さんのたいへんさがわかりました。また、赤ちゃ

んのおせわのたいへんさなどがわかり、妊婦さんがいたらきをつかうようにしたいと思いました。 

・おなかをさわったり、おなかの中の赤ちゃんが動く音を聞いて、“生きているんだなぁ”と感じまし

た。私は、すえっ子だから、おなかの赤ちゃんが、妹とか弟がいる気持ちになりました。母子と

もに元気でいてください。 

・色々体験させてもらって、妊婦さんは大変だということが分かりました。なので大変なのにわざ

わざ横山中学校まで来てくださってありがとうございます。出産がんばってください。 

・自分も妊婦ジャケットをして、妊婦さんの大変さを知りました。これからも赤ちゃんをうむため

にがんばってください。 

・今回はこのような機会をつくっていただきありがとうございました。命の大切さやつらさがわか

りました。元気な赤ちゃんを産んでください‼ 

・この前は、私達のために横山中に来てくださり、ありがとうございました。この学習で命はとて

も大切なものということが改めて分かりました。無事に元気な赤ちゃんを産んでください！ 

・生き方を学ぶ会に、きてくれてありがとうございました。おなかに赤ちゃんがいて、毎日、多分、

しんぱいだと思うし、自分は、分からないけど、いたくなるときもあると思うので、これからも、
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がんばってください。 

・今日は、横山中１年のために、学校に来てくださり、ありがとうございました。お話を聞いたり、

いろいろな体験をして、妊婦さんはとても大変なんだなと思いました。この体験をしっかり憶え

ておきたいと思います。体に気をつけて、元気な赤ちゃんを生んでください。今日はありがとう

ございました。 

・わざわざ横山中のせいとのために大変なのに来てくださってありがとうございました。ぼくは妊

婦さんのおなかをさわってみてすごく重たそうだなと思います。赤ちゃんが生まれたら大きい子

どもが生まれると思うのでがんばってしゅっさんしてください。 

・おいそがしい中、生き方を学ぶ会で色々と教えてくださり、ありがとうございました。体験など

もあってとてもわかりやすかったです。 

・ご協力ありがとうございました。赤ちゃんの話などの話を聞けてよかったです。ありがとうござ

いました。 

・出産がんばってください。いろんな人にいっぱい手伝ってもらってください。 

・妊婦さんはすごく赤ちゃんが産まれるまでに色々なことに気づかっていかなければいけないたい

へんさを知りました。これからも色々とたいへんだと思いますが、がんばってください！ 

・一年生のために来ていただきありがとうございました。頑張って出産して下さい。 

・お忙しい中、来てくださりありがとうございました。元気な赤ちゃんを産んでください。私達の

声が赤ちゃんに届いているといいなと思います。 

・1 年生のために横中にきてくださりありがとうございました。にんしんしていていそがしいと思

うんですけど横中生のために来てくださって本当にありがとうございました。 

・わざわざ横山中学校まで行てくださりありがとうございます。きちょうな体験などできてよかっ

たです。赤ちゃんがおなかの中にいるときのしんぞうの音などふだんではできないようなことが

できてよかったです。出産できるようがんばってください。 

・今日は、とてもお忙しい中私たちのために来て下さり、ありがとうございました。たくさんの体

験ができて、とてもためになりました。馬場さんのお腹に話しかけさせていただいたので、声を

覚えてくれてたらうれしいです。（笑）元気な赤ちゃんを産めるよう、頑張って下さい！応援し

ています♡ 

・今回は私たちのために来てくださり、ありがとうございました。私は、覚えていなかったから、

分からなかったけど、大変な思いをして生んでくれたことや、世話をしてくれたことに感謝して

います。大変なことあるかもしれませんが、これから、頑張ってください。 

・このたびはご多忙の中、横山中に来てくださりありがとうございます。今回の授業で学ばさせて

もらった事は主に 2 つございます。1 つは「産んで終わりでは無い事。」２つ目は「命をさずか

っている事。」です。どちらも当たり前の様に思いますがこの 2 つを改めて知りました。時には

つらい事もあると思います。それでもくじけず、来年まで頑張って下さい。 

・ただでさえ毎日重い赤ちゃんをおなかに持って歩いているのに横山中学校に来てくれてありがと
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うございました。一年ぐらいをかけて親も子もがんばって育てたり、育ったりしている事を実際

に体験出来て良かったです。これからも毎日大変だと思いますが元気にがんばって下さい。 

・私も今日妊婦さん体験をしてみて、妊婦ジャケットを着たとき、すごく重たかったし、自分の好

きな動きも赤ちゃんがいるとできなかった。だから、私のお母さんは、すごく苦ろうしたんだと

感じることができました。今日は、本当にありがとうございました。 

・私たちのために来ていただいてありがとうございます。初めて妊婦さんのおなかをさわったけど、

思っていた以上に固くてびっくりしました。これから大変だと思うけど、頑張ってください！ 

・毎日おいそがしい中、いろんなお話を聞かせていただき、ほんとうにありがとうございました！

私は実は双子で、お母さんの昔の写真をみたら、おなかがめちゃめちゃ大きくてとてもびっくり

しました。つらい思いもしながら命がけで生んでくれたことを、今回の授業から学んだことを思

い出して、良い親孝行できたらいいなと思いました。本当にありがとうございました。元気な赤

ちゃんが生まれますように☆ 

・今日は、わざわざ横山中学校に来ていただき、ありがとうございました。あんなに大変な思いを

しているとは、夢にも思わず、びっくりしました。来年、元気な赤ちゃんが生まれてくれるのを、

期待しています。 

・赤ちゃんがいて、体も大変のなか、私たちの命の学習で、いろんなことを学ばせていただきあり

がとうございました。心臓の音を実際に聞いておなかの中で一生懸命生きのびている赤ちゃんに

感動しました。これからもがんばってください。 

・お忙しい中、私たちのために、いろいろな事を教えてくださり、ありがとうございました。私は、

妊婦さんのお腹をさわらせていただいたとき、少しかたくて、でも、命の重みがすごく感じられ

ました。私もいつか子供を産みたいなと思っているので、これから、たくさん生かしていきます。 

・今回は私たちのために横山中におこし下さり、ありがとうございました。妊婦さんのお腹をさわ

ったとき、この中に新しい命がいると思うと命のすごさや大切さを新めて実感しました。これか

ら出産や子育てで大変なことがたくさんあると思いますが、頑張ってください‼ 

・今回は、来て頂きありがとうございました。私たちがいるのは、母が頑張ってくれたから、今が

あるのだなと実感しました‼赤ちゃんが元気に生まれると良いですね♡♡ 

・お忙しいなか、「生き方を学ぶ会」に来てくださりありがとうございます♡改めて、お母さんに

なることは大変だと思ったのと、生んでくれたお母さんはすごいんだなぁ～と思いました！これ

からもお母さんに感謝しながら生きていきたいと思います。 

・いろいろと教えてくれたり、体験さしてくれたりして、ありがとうございました。 

・さわらせてくれて、ありがとうございました。無事に産んでください 

・１年生のために来てくださりありがとうございました。にんぷさんは、すごく苦しい思いをして

いるのだなと思いました。これからもがんばってください。 

・がんばって生んでください。この間は、横中の１年生のためにきてくださり、ありがとうござい

ました。 
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・元気な赤ちゃんを産んでください。無事に産まれることを祈っています！ 

・色々なことを教えてくださりありがとうございました。妊婦はとてもたいへんだなと思いました。 

・今回は、横中に来てくださりありがとうございました。いろいろ学ぶことができました。がんば

って、子供を産んでください。 

・寒い中、１年生のために来てくださって、ありがとうございます。赤ちゃん産むのがんばってく

ださい 

・これからがんばってください 

・ありがとうございました。元気な赤ちゃん、産んで下さい！ 

・たいへんだとはおもいますが、元気な赤ちゃんを生んでください。 

・私が質問した時分かりやすく返してくれてすごく理解できました。ありがとうございました。赤

ちゃんが無事、生まれることをいのっています。 

・私たちのために横山中学校にご協力いただきありがとうございました。これからも大変なことも

あるでしょうが、がんばってください。 

・来てくれてありがとうございました。頑張ってください 

・私たちのために来てくださってありがとうございました。いろいろ大変だと思うけど、がんばっ

てください！生まれた子どもが横中をおぼえてくれることをたのしみにしてます 

・がんばってください！ 

・今回はわざわざ来ていただき、ありがとうございました。元気な赤ちゃんを産んでください。 

・この前は、私たち１年生のために、学校へ来てくださり、ありがとうございました。今回この授

業をやって、妊婦さんは大変なんだなと感じました。本当にありがとうございました。 

・わざわざ私達のために、来てくれてありがとうございます。そして、元気な赤ちゃんを産んでく

ださい 

・このあいだは、いそがしい中、命の授業をしていただきありがとうございました。妊婦ジャケッ

トを着て、妊婦さんが大変な事がよくわかりました。本当にありがとうございました。 

・私達のために、来ていただいてありがとうございました！元気でかわいい赤ちゃんを産んでくだ

さい‼ 

・ありがとうございました。 

・今日はありがとうございました！子育てがんばってください！ 

・とてもわかりやすかったです。これからも頑張ってください‼ 

・がんばって生んでください。 

・寒い中、来てくださりありがとうございました。来年は、出産を頑張って下さい 

・どのくらいたいへんなのかがわかってとても勉強になりました。これからもがんばってください 

・今回はおなかに赤ちゃんがいるのに私達のために来てくれてありがとうございました。すごい体

力がいると思うんですけど無事に赤ちゃんが産まれるようにがんばって下さい。 

・やさしかった。がんばってください。 


