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【ネパール】------------------------------------------------ 

・みんなが優しかった。 

・スタッフはみんな優しく、どの大変なステージでも励まし、サポートしてくれます。 

 

【ミャンマー】------------------------------------------------ 

・お医者さん達だからもっとちゃんとして欲しい。 

・子育てじゃなくて、そばにいて何でも手伝ってくれる１人の家族でも日本に来られたらい

いと思います。看護師とかいますが、注射することや薬を飲ませることでいつも忙しいから。 

 

【中国】------------------------------------------------ 

・満足したサービス：産後ママ入院中の子育て指導（母乳のやり方） 

望まれるサービス：産後ママの心身調整指導と育児のストレス解消法などの夫婦両方の

指導 

・出病院の方は赤ちゃんの世話をしてくれて、とても助かりました。 

・病院のメニューとてもいいです。 

 

【英語】------------------------------------------------・ 

暖かい食べ物。宗教のため、私は食べ物制限がある。ベジタリアンの食べ物のみを私にくれ

た。だからプロテインは足りないと思う。私の食べ物制限によると、肉と時はだめだけど、

調理した魚、海鮮、卵はいつでも大丈夫だ。 

・ハラール食べ物がほしい。 

・食べ物。陣痛の時に鎮痛剤がほしい。 

・食べ物は大好き。看護師もとても親切で、時間を取って詳しく説明くれた。 

・出産後にコロナを感染され、医者と看護師たちからお世話になって、とても感謝している。 

・母乳指導、産後の食事指導など。 

・食事は素晴らしい。夫は帝王切開の時に手術室に入ることができなかった。出産計画は何

も話なかった。 

・肌と肌の触れあいを頼んで、許可をもらった。 

・私は夫が祈りを言うために（アザーンイスラム信仰）彼が赤ちゃんを抱きしめることを頼

んで、許可をもらった。私が持ってきた自分のズボンを着ることも許可してくれた。ズボン

は足のすべてを隠して、膣の周りだけ分娩のために開いている（必要以上に体を男性医者に

晒さないために）。 

・初めての出産経験はひどくて、トラウマスイッチだった。全く情報がない。私は英語が話

せる。英語より少数の言語を話す方は最も酷いでしょう。沢山の情報がほしいともに、全部

のことを説明くれる英語通訳が一番欲しいかも。 



・入院は平和だった。美味しい食事、素晴らしいケア、しかもマッサージ！唯一の変わって

ほしいのは主産の直後に赤ちゃんを母乳すること。病院のトレーニングや食事や出産後の

ケアはすべて素晴らしい。病人のケアとスゲージュルを見たらもう家に帰りたくない。素晴

らしいケアとサポート。親切な環境だ。 

・病院に滞在し、助産師のサービス 

・看護師は赤ちゃんのケアのすべてを教えてくれた、例えば、母乳、おむつ交換、お風呂、

ウンチの色など。病院のハラール食事の選択肢がほしい。 

・食べ物、プライベート室、いい看護師 

・妊娠中と出産後の女性の問題についてもっとも繊細かつ総合的なケアがほしい。ロボット

の取り扱い方はいらない。 

・食べ物は素晴らしい。 

・私は出産計画を立てたが、医者がそれをまったく無視した。出産の過程について、アメリ

カのように女性が大きい計画権利があることが慣れている。例えば、赤ちゃんが十分な鉄分

を摂取するためにへその緒を遅く切る、肌と肌の触れあいなど。 

なお、看護師はとても役立っていて、思いやりしてくれた。私はいつも女性医者をいつも頼

んで、男性医者はとても無関心からだ。一番難しいのはいつも私に体重を注意してと言われ

て、妊娠の最後まで１０キロしか体重を増やししてはいけなかった。 

病院のすべてのサービスを感謝している（薬、説明、育児、母のケア、食べ物、親切なスタ

ッフ、衛生など） 

・医者は英語を話そうとしていた。 

・看護師はとても協力的に呼吸方法をサポートしてくれた。 

・赤ちゃんの写真、アロママッサージ、母乳相談、特別デイナー 

・食事 

・助産院で出産した。とてもよかった。ただ安心するために私はいつも通訳が欲しい。出産

は私の国とちょっと違う。 

・サポートしてほしいのは硬膜外麻酔出産 

・入院中自分が赤ちゃんを見ることできない時にスタッフが赤ちゃんを見てくれる。私の国

と比べると、とてもいい食べ物。 

・すべての看護師は赤ちゃんの面倒を見る。とても親切 

・出産師・看護師からのサポートはゼロ。共感と理解が欲しい。 

・食べ物と親切の看護師はよかった。ただもっとも自分の一人の時間が欲しい。赤ちゃんの

最初の夜に私の部屋にいたい。曖昧的な病院のルールの代わりに、私の質問の回答が欲しい。 

・マッサージを提供するのは好き。一部の病院は特別食事もあるが、私の病院がない。あっ

たらいいとおもう。 

・硬膜外麻酔。２４時間７日に硬膜外麻酔は可能であることを望む。 

・赤ちゃん観察 



・出産中自分の音楽を許された。それが好き。夫が一緒に病院でいたい。 

 

【ベトナム】------------------------------------------------ 

・医療関係者が親切に世話してくれたり、陣痛が来るときの痛みを緩和させる為アロマテラ

ピー療法を行う事や背中をさすったりしてくれました。 

・医療関係者が親切です。 

・きちんと世話する。 

・飲食 

・お医者さんと看護師が親切です。病院のサービスが良い。 

・親切に世話すること。 

・多くのお医者さんと看護師が英語で話せる。妊娠中の健診時は地域のボランティア通訳が

サポートしてくれる。お医者さんと看護師が親切です。 

・特に帝王切開の出産で産後のサービスが良い。 

・産後 3 日目に出産祝い食事。子育てサービスの案内。産前の教室。 

・良く世話してくれました。 

・病院でお母さんがもっとゆっくり休めるように、赤ちゃんを預かってもらう時間を増やし

て欲しいです。 

・帝王切開最初の 2 日間は痛みが強いので必要な時は看護師が赤ちゃんを預かってもらう。 

・赤ちゃんに哺乳瓶あげる前に看護師がきちんと説明した方がいいです。なぜかとう言うと

実際に あったケースで哺乳瓶なら食べますが母乳は拒否される。哺乳瓶が好きがるがおっ

ぱいあげると 泣き出されるので大変です。 

そして、カンガルーケアを行った方がいいです。 

・文句は無いほど皆素晴らしいです。 

・お医者さんが優しく、サービスが良いです。産後、世話してもらう為に家族を入らせてく

れるとありがたいです。 

・食事のバランスが良い。 

 

【タイ】------------------------------------------------ 

・看護師は私たちの全ての心配事を配慮してくれる。私が 1 番わかりやすい言葉で話しを

してくれる。 

・助産師は入院中も産後も面談してわからないことを教えてくれる。 

・夜子供を助産師に預けることが出来る。初日は母乳が出なく助産師が乳をマッサージして

くれる。でも痛かったです。 

・おっぱいのマッサージ母乳が出やすいため。 

・私の出産方法は low pain それは鎮痛剤+硬膜外麻酔 でも自分で息んで産んだ。私はそれ

について友達に話をした。 タイでは他の人が言うには、この方法は良いだと言っていた。



タイではこの方法ではなく 初産のため、比較するお産はないですがでも私の考えだと 良

いだと思う。思っていたよりもそんなに痛くなかったです。助産師は面倒見が良く、私が外

国人であっても 助産師は一生懸命私と話をしようとしていた。 

・産後のアロママッサージはとっても良いと思いました。でも 1 時間に増やして欲しいで

す。 

・日本語だけではなく他にもあって欲しい。病院で過ごしたことは普通。サービスもこんな

感じ。時間通りに過ごす。 

・産後はマッサージあり、ホテルみたいな食事です。 

・助産師は赤ちゃんを母乳飲むようにと手伝ってくれた。おっぱいが詰まったときに乳をマ

ッサマッサージしてくれた。温めることをしてくれた。助産師からとってもケアをしてもら

った。 

・母乳のあげ方、またはアドバイス。 

・食事が良かった、助産師看護師が優しかった。 

・外国人の対しての優しい言葉を使ってくれる。産後はアロマオイルのマッサージのサービ

スがあった。普段日常で使うものを全部揃えること。 

・ご飯とっても美味しかったです。デザートもあり。病院で子供を上手に育てられまで病院

にいれるサービスが欲しい、それから帰る。 

・1 番良いのは子育ての仕方を教えること(沐浴、おっぱいまたはミルク)。増やして欲しい

のは産後休める場所、ご飯や子育てを手伝ってくれる人、期間は(14-30 日)お母さんの体が

回復し、普段通りに戻るまで。 

・料理が美味しい。 
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【ネパール】------------------------------------------------ 

病院のサービスが大変良い。文句なしのサービスだった。 

【ミャンマー】------------------------------------------------ 

・予防接種や赤ちゃんの分はお金を払う必要がないし、病院でもちゃんと健診して心遣いし

てくれることはミャンマーではあまりないんです。そしてお金がなかったら、赤ちゃんにも

親にも医師や看護師の話し方が失礼です。 

私は日本で入院するとき、看護師はとても親切で、帝王切開してくださったお医者さんも皆

優しかったです。 

【中国】------------------------------------------------ 

・満足しているところ：健診と入院などはプロセスに沿って、進んでおり、わかりやすいで

すので、妊婦さんのストレスも解消できます。 

第一児を妊娠の時に何も分からなく、保健所の“ママクラス”に参加、新生児のお風呂の入れ



方や赤ちゃんをどうやって世話することをいろいろ具体的なことを学んで、とても助かり

ました。第二児は早産で、病院はタイムリーな対応してもらい、良かったです。子供は 3 歳

までに定期健診あり、発達の心配や問題、なんでも先生と相談できて、担当医にとても感謝

です。 

・保健所や、病院のサービスはとても良くて、妊娠から出産まで妊婦さんのことをよく考え

ました。 

・日本の産院は女性の気持ちを尊重し、行く届いたサービスも充実して、栄養たっぷりの食

事のバランスも良いです。入院中の期間は家族の世話なくても安心して過ごせます。 

 

【英語】------------------------------------------------ 

・病院と職場からのサポート。 

・すべてのものについて保険がある。また小学生までの毎月の援助金がある。 

・保険。 

・医療のシステムはしっかりしている。 

・クリニックに行くのは無料。保健所とクリニックの皆さんは助かって、時間かかって説明

してくれた。一部の私の国において必要な検診がなく、最初当然心配になったが、医者と看

護師がたくさん説明してくれ、他の選択肢を提案してくれた。 

・出産の間は、看護師さんたちは素晴らしく親切で、マッサージをしてくれたり、大変温か

く接してくれ、親身になってくれた。 

・産後 5 日間入院できることも、素晴らしいことだった。産後の体を少し休めることがで

き、私にとっては、看護師がずっとそばにいてくれることはとても重要だった。なぜなら、

家族は不在だったのでたくさんの質問や不安を持っていたからです。 

・日本語の情報は沢山ある。 

・政府は出産と育児の手当をくれる。入院によって、元気に回復できて、家に帰る前に十分

に休憩できた。夫の出産休憩もすごく助かった。 

・無料の医療検査。私が税金を払っているが、無料検査や予防接種などは素晴らしい。よや

くなしでも小児科医に行ける、しかも速い、５００円だけを払った。 

とても安心かつ自然と感じている。 

・地元の人から妊婦にたいしてポジティブの言葉。一つの大きいポイントは政府の育児手

当。保険があればすべての検査は無料ということ最高だ。海外にいるので育児はちょっと難

しいが、子供を保育園に送るなら楽になる。 

・多数の出産は帝王切開をしない。全部のことはよく説明してくれた。 

・子供の国民保険は無料。 

・徹底的な検査。おもてなし。 

・妊娠から出産までサポートしてくれる。 

・看護師は新生児のケアよくしている。 



・保健所からたくさんのサポートがある。 

・出産休憩。五日間の入院。 

・病院と市役所からのたくさんのサポート。検査用のクーポンと無料児童検査サービスをも

らった。 

・医療サービスを頼れる。 

・出産は自然の過程として見されている。出産後のサービスは素晴らしい。お母さんはすぐ

戻すではなくちゃんと休むべきと思われる。 

・病院の出産後のケア。医者の徹底的な検査。 

・たくさんベネフィットがある。 

・助産院にある私の出産前、出産、出産後頻繁的な妊娠モニタリング 

・医療保険、育児手当、通訳は必要ですが、妊娠と出産と育児について保健所と市役所の人

と相談できる。 

・はい、日本で出産と育児の環境はとてもいい。病院はとても気持ちいいし、サービスはと

てもいい。 

・保険の範囲 

・負担可能のヘルスケアと合理的な出産休憩 

・医者の面会にいつも超音波検査をするのはとても好き。母子手帳も好き。 

・正直言えば、家に帰りたい。出産はトラウマスイッチだった。出血で死ぬと思った。夫の

面会も許可しても得なかった。 

・平滑な出産とモニタリング 

・安全。政府を出産の費用を負担する。低い割合の帝王切開と高い割合の母乳。たくさんの

予約と⾧い時間の入院。 

・医療施設 

 

【ベトナム】------------------------------------------------ 

・お母さんと赤ちゃんの為に保健所からのサポートが良いです。 

・入院中、親切に世話してくれました。 

・お医者さんが親切です。日本の医療機関に信頼できる。 

・スタッフの態度。 

・すべてのサービスが良い。 

・入院中、親切に世話してくれました。 

・医療関係者が親切。日本政府の補助制度(出産育児一時金など)、保険。 

・地域からの丁寧なサポートなど。 

・医療関係者が親切。 

・サービス。 

・病院のサービスが良い。医療関係者が親切です。 



・日本では妊娠の検診を無料で受けられる事はとっても助かりました。そして、子育て世帯

への給付金制度で月に 15000¥/子を貰えてとっても良い事です。 

・医療サービス;健診サービス、赤ちゃんの定期予防接種;子育てのクラス、相談会など。 

・外国人なので言語の壁がありますが、私がわかるまで医療関係者が親切に一生懸命説明し

てくれました。 

・日本語があまり理解できないので翻訳アプリや医療通訳を通してコミュニケーションを

取ります。 

・愛想のいい態度で接してくれています。 

・赤ちゃんの健康や生活リズムがしっかり管理されています。 

・妊娠中の検診に異常があると言うのに医者さんが原因を教える事ができず、手早い対策も

出来ないこと。 

・清潔、安全。 

・日本人スタッフが丁寧に説明してくれます。 

・日本の医療サービスがとっても良いです。 

・すべてのサービス。 

・パートナーが側にいるので良かったです。 

・看護サービス。 

 

【タイ】------------------------------------------------ 

・便利で快適なことがたくさんある。相談を乗ってくれるスタッフ、子育ての関しての書類。 

発達のことや他にも色々と心配事がないです。心配事が減りました。 

・区役所の方がよく電話してくれて話を聞いてくれる。 

・支払いの補助があり、産後訪問がある、ワクチンの書類や健康診断の書類、必要の書類を

家に持ってきてくれる。 

・妊娠中体重はそんなに増えない。産後は身体の回復が早い。 

・もしタイだったら妊娠、それから出産、子供が大きくなるまでお金を凄くかかったと思う。 

でもここでは、あなたが誰でもあっても、なんの職業であっても政府はその分補助をしてく

るのが多く。どこの病院で治療しても無理のサービス、歯の治療は無料、教育、環境はタイ

より も断然いいです。 

・自分で色々とやるのが日本での生活。何かを言ったりすることはできない、日本人の生活

はまるでロボットのような感じ、まわりはそれぞれ他人。いい所は子供を遊ばせる場所があ

ること。 

・病院からのサービスは良く、ただ出産まで行くのが疲れることや 1 人で子育てをするこ

とは大変ですが、それでも自分の子育てに関してはタイの家族みたいに口を出す人はいな

いこと。 日本では他にも色んな場所で、お母さんと子供のためのサポートする場所がある。 

・政府は出産代をたくさん補助してくれる。 



・周りの人はその親の子育てを尊重し、タイの社会の様に干渉したり文句を言ったりはしな

い。 

・保健所や病院はサービスが良く、とっても面倒見が良く知識やアドバイスをくれる。 

・薬代が無料、子供を出産時にお金の補助をしてくれる、設備が良く例：トイレには子供チ

ェア、赤ちゃんのための場所ミルクをあげたりする場所がそれぞれあること。以上です。 

・面倒見が良くサービスが良い ずっとサポートをしてくれわかりやすい、優しい言語を使

ってくれる。 

・病院の治療費の福利厚生が良い。病院の先生や看護師のチームからのサポートが良い。 

・タイより日本の方が、面倒見が良い。 

・サービスが良い 助産師が優しい。 

・福利厚生や他のサポートはタイより多いです。 

・お母さんの母乳に関するプレッシャーをかけていない。 

・母乳教育はママに優先させる。 

 

37 

【ネパール】------------------------------------------------ 

外国人としては、もしスタッフが英語を話せたら、もっとコミュニケーションが取りやすい

のに、と思う。 

 

【ミャンマー】------------------------------------------------ 

・私は日本語が少しできるから、大丈夫ですが友達は日本語ができないから、女性の医師に

「日本語できなかったら、どうやって赤ちゃん産む？」と真面目な顔で聞かれたそうです。

そうゆうふうに言ってほしくないです。 

・重要なのは言語です。一部の病院では言葉が通じなかったら、翻訳機で説明してもらいま

した。そのような翻訳機が病院やクリニックにあったらいいと思います。 

 

【中国】------------------------------------------------ 

・入院中のコミュニケーションや、育児理念の理解などは言葉の不自由な外国人ママと自力

能力不足の外国人ママにとって、比較的に難しいです。 

・妊娠中の内診は男性のお医者さんに見られるのは困ります。 

・出産スタイルに対して、自然分娩にふさわしいかどうか、病院側は妊婦さんの体の状況を

もっと総合的に考えて判断してほしいです。 

 

【英語】------------------------------------------------ 

・子供を保育園に入れるのは難しい。 

・陣痛時にすぐ鎮痛剤をくれたらよかった。pocket talk を使って説明するなら私は自分の



状況をよく知る。 

・多言語の妊娠と育児の情報 

・一部の妊娠と出産のケアは他の国より古くて保守である。少なくても他の方法と基準と実

践にたいしてある程度の開放性があったらいい。 

・妊娠と出産と保健所はとてもいい。唯一の問題あるのはここの働き文化。クリニックに帰

ったら夫は一日半の休みしか取れなかった。出産休憩は本気で簡単に取れるはずだと思う。

すべてのお母さんに助ける（外国人だけではない）。 

・特別支援の子供たちの両親にもっとサポート 

・沢山いいたい。まず情報アクセス。医者は私の言葉がわからなくても大丈夫だが、私の言

語の印刷した情報があったほうがいい。医者はそれを提供すればいい。英語が話せる医者リ

ストが欲しい（たくさんの医者たちは英語が話せると主張しているが、実際はうまく話せな

い、話したくない）。すべての段階に何を説明するチェックリストとフォームとリンクが欲

しい。赤ちゃんの市役所の登録と移民と在留カードの取得など。ビザはまだ三年間があるの

に、あなたの赤ちゃんの在留期間と手当は終了したという手紙をもらいましたのはつらか

った。いつも何をするのは知らなくて、市役所にだれでも英語を話せない。少なくても重要

書類は英語も必要だと思う。アプリによる日本語から英語までの翻訳はよくない。 

・子育てについてお母さんは子供の３歳までにすくなめの仕事と全額給与があるはず。 

・少なくても医者は英語を話せるはずだ。また、市役所に英語話せるスタッフは必要。 

・病院とクリニックにリモートの通訳サービスが提供する。 

・日本で妊娠する時に、１０キロ以上体重増やしてはいけないと言われて、私にとって問題

になった。妊娠の食欲はたくさんあって、食べるのは好きだから。 

また、身体検査の時にいつも膣検査をする必要がないと思う。その代わりに、普通の腹部ス

キャンはいいと思う。 

・出産医者は妊婦にもっともビタミンをあげる。 

・特に男性の医者、母に対して、もっとも理解と思いやり。 

・日本は妊娠中健康のためにいくら体重を増やす基準を上げるべき。大型の外国人女性の目

安体重も増やすべき。 

・特にない。 

・妊娠中の身体検査は高すぎる。 

・特に精神上の健康状態ためのサポートと支援。 

・英語通訳人。 

・アポの通訳を払わなければならない。とても高かった。よかったのは助産院で出産した。

伝統的な病院のプロトコルはとても非人間的。 

・無痛分娩の選択肢と私の言語が話せるヘルスケアスタッフ。 

・よりいい回答、妊娠母さんに対して現代の取り合い方法。現代的出産方法。例えば、夫が

出産室や手術室にいることを許す、分娩時に怒鳴りつけない、「呼吸」ってどなりつけでは



く呼吸方法を教えてくれる。 

・もっともお母さんの出産後の支援。赤ちゃんが出たらだれでもお母さんを感心しない。こ

れはよくない。地元の政府と組織から私たちのメンタルと身体上のサポートは必要だ。避け

られるのに赤ちゃんが亡くなった悲しいストーリー、たくさんのこのような新聞を読んだ。

誰かケアしてくれたり注意してくれたりしたら、このような事件が発生しないはずだ。必要

なことは、経済的支援、保証できる合理的な育児休暇、労働契約書に書いてあるものだけで

はない、働く両親ではなくだれでも負担可能かく高質のデイケア。 

・匿名のために病院は数字で人を示してアポを取る。ただ私は名前で呼ばれてほしい。聞き

取りやすいし、⾧い日本語番号で特定したくない。 

・日本に一番大きな問題は言語が分からない。勉強しようとしていたけどコロナのせいで引

きこもりになって、社交活動もなかった。 

・外国人と交流するために言語力を高める。 

・体重を重んじない。 

・もっともおおい人数の英語話せる医者。 

 

【ベトナム】------------------------------------------------ 

・妊娠中、仕事が無かったのでお金の問題で困っていますが誰もサポートしてくれない。 

・お医者さんがざっくりと検診(大雑把な検診) 

・日本語がうまく出来ない外国人に対して病院が受付してくれないこと。 

・出生前診断できる所が少なく、料金が高い。病院を変わることや 2 カ所で検診受けたくて

も中々難しい。 

・無痛分娩の対応は夜中や週末でも対応してくれればありがたいです。私は夜中の出産なの

で痛み止めを注射してもらう事ができず、痛すぎて息む力がほとんどないです。 

・不満な点を思い出せないです。 

・妊娠の検診はもっと丁寧にやった方がいいです。 

・子育ての情報があまりわからない。日本語があまり分からないので公共の場では中々難し

いです。 

・大丈夫. 検診は大雑把な感じで、お医者さんはいつも何でも「大丈夫」と言う。 

・言語。 

 

【タイ】------------------------------------------------ 

・妊娠中買い物の時男性のスタッフは 100%かごを持ってくれない。女性の方だけが持って

くれます。それは日本の文化でもあり、改善はしないと思う。 病院土日お休み 何があった

ら、心配です 

・クリニックによっては先生はいつも急いでいる感じ、患者との診察時間は短く、診察する

までの待ち時間が⾧い。 



・緊急の時に救急車を呼ぶ際 話せないし理解できるか心配。 

・病院で⾧く居たい そして子供を育てるのを手伝って欲しい。そして産まれたての赤ちゃ

んに哺乳瓶の乳首を使うのをやめて欲しい。 母乳にもっと重視して欲しい。 

・保育園を増やして欲しいです。 
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【ネパール】------------------------------------------------ 

・病院にネパール語の通訳さんいてくれるとても助かります。 

・言葉の問題無ければ。 

 

【ミャンマー】------------------------------------------------ 

・ミャンマー語に訳したものがあったら、もっと便利だと思います。自分の親を日本に入ら

せて頂いたら、もっと便利です。私はコロナ時期に出産したから、母親を日本に呼ぼうとし

たが、ビザ貰わなかった。 

・重症じゃなかったら、呼べないそうです。そばに家族がいないから、とても寂しかったで

す。 

 

【中国】------------------------------------------------ 

赤ちゃんをちょっと預けられる専門のところがあれば、こういったサービスを利用して、産

後ママも一息出来る。退院後、中国では、月子中心という産後ケアセンターがあって、もし

このようなところがあれば、ありがたいのです。もちろん一般的なママ達が負担出来るお値

段で。 

 

【英語】------------------------------------------------ 

・少なくても英語で質問するとサポートしてくれる人。 

・病院と保健所と妊娠や育児など関連する施設の英語スタッフ。 

・検診とコミュニティサポートと遊び場についての情報を提供できる多言語の市役所育児

相談員。 

・硬膜外麻酔出産はもっとも使用可能にする。 

・私は日本語が話せるので問題はないですが、私の日本語が話せない友達は英語や母語で正

しい情報を入手するのは問題だった。外国人のお母さんのために保健所のホームページで

多言語の重要な情報が載せたらいいと思う。 

・アレルギーに対応するように、ムスリムのハラール食事（豚肉と肉なし）を対応できるな

らいいと思う。 

・助産プログラム。もっとも外国人のためのプログラム。日本人の中に唯一の外国人という

ことも怖い。指導者の動きは速すぎで通訳は追いかけなかった。サービスを利用しようとし



たらただの時間とお金の無駄だ。私の言語の Zoom やオンラインサポート。 

・日本のすべてのサービスは素晴らしい。ただ働いている両親は赤ちゃんと一緒にいる時間

は足りない。 

・言語に優しいサービス。 

・ハラール食事サービスと英語話せる女性の医者があったらいいと思う。 

出産後のお母さんのメンタルと体の健康のために手伝うサービス。お母さんの出産後の鬱

を防ぐためのモニタリング。 

・無料の準備部品。すくなくても公共オフィスから貸出可能のベビーベッド。 

・すべての区に病児保育を含めてもっともベビーシッターと育児サービス。世田谷と比べる

と目黒区の施設は少ない。 

・もし地元の政府は無料で子供たちの音楽やダンスや絵のクラスを提供できればいいと思

う。 

・もっとも働いているお母さんのための看護師。 

・お母さんが働いている時のための育児センター。 

・通訳。人間的な取り扱い。 

・もし病院には私の言語を話せるスタッフがいるなら、私たちは理解やすくなる。 

多・言語資源。便利にナビゲーションできるホームページ。通訳付きコールセンター。地元

の政府に通していいマッケーティングと広告。また、女性のための健康センター。日本人の

常識を知らない外国人お母さんのためのメンターシステム。 

・入院中、赤ちゃんと同じのベッドに寝た。私はそれが好きじゃない。入院中の睡眠はとて

も悪かった。 

・通訳サービスを提供する。一部のところに必要がないが、アポや分娩中や特定の時に通訳

サービスの会社があればとてもいい選択だと思う。 

・日本人の友達が私に子育てを教えてくれてほしい。コロナのせいで私のお母さんは日本に

こられないからだ。だから、私は一人で子育てしている。夫だけ手伝っている。 

・もっと英語の情報が欲しい。 

・もっと簡単に出産休暇・育児休暇を取れると、職場からの理解。 

 

【ベトナム】------------------------------------------------ 

・うちで世話を見てくれる人がいないお母さんの場合は産後ケアがもっと(産後の入院期

間)⾧くした方がいいです。 

・ベトナム語でコミュニケーションを取れるといいですね。 

・もっと丁寧に検診してもらいたいです。 

・ベトナム人の通訳。 

・ベトナム語と日本語、英語と日本語の通訳サービス、料理してくれるサービス、産後のケ

ア。ベトナム語か英語で産前のクラス(子育て、栄養、離乳食などについて)。自宅で赤ちゃ



んのマッサージや沐浴サービス。健康の事で相談ができるオンラインサービスや自宅で相

談できるサービス。 

・外国語の通訳・翻訳。子育てについて外国語で相談できるサポート。 

・日本人ママと交流して、子育て経験について話したいです。 

・日本でのベトナム語を教えるサービス。 

・ベトナム人の通訳が必要です。 

・ベトナム人の通訳が病院に勤める。 

・病院には通訳機械があります。 

 

【タイ】------------------------------------------------ 

・いろいろな外語のサービスがあること。 

・今では書類のフォームを書く時に日本語の読み書きができない。日本語しかない 例 一般

的に使われる英語が欲しい 

・しかも日本人はサインなどを持っていない。 

・今とっても便利だと思う。 

・お母さんの身体や心に関する健康のサポートがほしいです。 

・病院に行く時の通訳が欲しいです。 

・今あるのは充分満足し快適です。 

・外国人のための通訳(母国語) 

・産後サービスいつでも利用できる。 いつも呼んできたら赤ちゃんがいい子です。 機嫌 

が悪い時にいつも夜なので誰も助けてくれない。困る。 

 

 


