
���自分の園のお気に入りポイント 

■屋上で子ども達と遊ぶことができるところです。■施設が綺麗なところ、屋上で遊ぶことができることです。■園庭

■優しい職員に囲まれながら、働けるところです■職員同士がギスギスしていない 子どもがかわいい

■現場で働く保育士同士の仲が良く、新卒の自分でも溶け込みやすかった。

また、凄く良い環境で働き学ぶことができていること。

■残業は一分単位で計上していただいたり、休憩が取れなかった場合はその分を残業代にしていただいたり、

サービス残業が無いことが大変助かっています。

������������� ������� 職場に入ってみて意外だったことを教えてください！ 

■同期が多かったことです。■同期が 5 人もいたことが意外でした。

■慣れない書類関係は入職し初めは大変でした。■子ども一人ひとりとじっくり向き合う時間があまり無いこと。

■想像以上に覚えることが多く、事務作業なども多いことです。■意外と連絡帳の打つ時間が少なくてびっくりしました。

■良い点→有給が取れる、8 時間労働が徹底されている、年齢性別が様々な保育士がいる。想像と違っていた点→他クラス

の保育士との連携が取れていない、職員会議の参加が曖昧、職員不足、土曜日出勤の多さ 

���������働く前に一番不安だったことは何ですか？実際はどうでしたか？ 

■保護者対応が不安でしたが、やってみると意外と保護者の方と話せて大丈夫でした。

■不安だったことは慣れない環境の中で順応して働くことができるか。実際はすぐに溶け込めて働きやすい環境だった。

■毎日働けるか。実際は、頑張って働いてる。

■事務作業→子どもの個別日誌や個別月案の他に週案や月案など様々にあるが同じクラスの先輩保育士がとても丁寧に

教えてくれる。また、直しも入れてくださるので安心して提出することができる。 

■職場の雰囲気→職場に馴染めるか不安であったが、同じクラスの先輩保育士を始め、休憩室などで一緒になると子ども

の話を聞いてくださったり些細な会話に混ぜてくださるので話しやすい。 

■制作が不得意だったので子どもたちも楽しく行ってくれるか不安でした。

しかし、担任の保育者からこのクラスの子どもたちにちょうどレベルの制作だし可愛いと 

褒められ、子どもたちも楽しく行っていたので安心しました。 

■ピアノが心配でした。実際に、あまり弾かないので安心している。

■人間関係についてが不安でした。しかし、話せる同期もいて、先輩方も親切に仕事を教えてくださったりと、実際は良い環

境でした。 

■保護者とのコミュニケーションがきちんととれるのか不安でした。実際は家庭の様子を聞いたり、保育園での姿を伝えたり

しながら一緒に成長を感じていくことができ、たくさんコミュニケーションをとっています。 

1 年目 
光が丘保育園 浅川優樹(帝京大学)・市瀬彩音（こども教育宝仙大学卒） 

野中彩奈(こども教育宝仙大学)・森本沙斗美（東京女子体育短期大学） 

小山綾也(東京工学院専門学校)  他 

国立保育会 

ホームページ



�����学生時代にやっておいてよかったと思うこと、役立っていると思うことは何ですか？ 

■手遊びは覚えておいてよかったと思います。数多く引き出しがあるわけではありませんが、少しでも知っていることで

子どもとコミュニケーションをとり、楽しむことができたからです。

■前に出て話すこと。このおかげで、緊張せずに保育が出来ています。

■ピアノの練習を少ししていたので、梅雨の時期など室内遊びの時に子どもたちと一緒に歌を歌えて良かったです。

■保育教材は年齢ごとに何個あっても困らない、ピアノもクラスの子どもの興味などによっては遊びの範囲でできたりす

るのでまた曲とかあったりすると良い 

■運動をしていてよかったと思います。

■責任実習は保育士になってリーダーをやる時と似ているので経験できるならば何度でもやっておくと良いと思う。

■保育園でのアルバイトや子どもと関わることです。保育園で 2 年間アルバイトしたことによって

自分がクラスを持った時に子どもへの対応や声掛けに余裕を持つことができる。

それにより全体を見て考える余裕もできたと感じる。

■ない

���後輩に一言！これから一緒に働きたい人に伝えたいことは？ 

■人によっては事務作業も締め切りまでに終わらせて、ただ子どもと遊ぶだけでお金がもらえるから

楽だって思うと思うけど、子どもと対等に向き合ってのめり込めばのめり込むほどやりがいのある仕事だと思う。

■頑張れ

■国立保育会で待ってます！

■職員思いの職員がたくさんいます。最初は不安もありますが「困ったときは迷わず聞ける。」そんな職場なので、

ぜひ国立保育会で一緒に働きましょう！

■宮前おおぞら保育園は駅から遠いですが、綺麗な園舎に個性が溢れる子どもと保育士が沢山います！

毎日笑って保育をしたい人は是非待ってます！

■男性保育士が活躍中！男性でも気軽に働けます。

■大変なことが多い仕事ですが、子どもはとても可愛く、共に成長できたり、やりがいを感じる仕事です。

■大変なこともありますが、子ども達の笑顔を見ることができたり、できなかったことができた時に

一緒に喜ぶことができるので、やりがいをもってお仕事をすることができます。

国立保育会 

ホームページ

1年目 



 
  

���自分の園のお気に入りポイント 

■職場が明るく、保育者同士がとても仲が良く話やすいところです。

■クラスや個の問題、課題でも職員全体で考えたり取り組む姿勢

■先生方がアットホームな職場

■持ち帰りの仕事がない

■テラスがあり、雨の日も遊べる。

■近くに公園がたくさんある

■給食が美味しいです。

■手作りおもちゃがあること

������������� ������� 職場に入ってみて意外だったことを教えてください！ 

■子どもと関わるだけでなく保護者の子育ての相談や援助をしていることです。

■持ち帰りの仕事がないこと

■ホールが無かったこと ■(行事で演奏する)荒馬の笛を先生達みんなが吹いていたこと

■事務仕事が想像以上に大変 ■人が足りない

■職員の先生方が皆さん優しい■子どもの成長の早さ ■男性保育士はシャワーをしてはいけない

���������働く前に一番不安だったことは何ですか？実際はどうでしたか？ 

■子ども達や職員の方と上手くやっていけるか不安でした。

■仕事を覚えられるか。 保育士の先生から優しく教えてもらっている。

■職場の先輩保育士と上手くやっていけるのか不安だった。分からない事や質問を聞くと優しく教えてくれた。

■地方から就職したので生活面や保育士としてしっかりと働くことが出来るかが不安でした。

実際は仕事と生活の両立ができていて充実した生活を送れています。

■コロナにかからないか かかっていないです

■職場環境。先生方はわからないことがあると優しく教えてくれる

■人間関係。

■担任として子どもへの関わり方、お子さんの大切な命をお預かりする事

■不慣れな事や不安があったが同じクラスの先生や、フロアの先生など親身になって相談を聞いてくださったため手本や参

考にさせていただきながら、自分らしく子どもとかかわる事が少しずつ出来る様になっているのではないかと思う。 

■ピアノ-乳児はあまり弾く機会がないのでよかった

2 年目 

国立ひまわり保育園 篠塚摩耶（山梨学院短期大学）・村澤 沙耶佳（山梨学院短期大学） 

南大泉保育園 水上 留奈（帝京学園短期大学）・志村 梨奈（帝京学園短期大学）・前田 温友(大原学園立川校） 

きたひだまり保育園 小林 円香（山梨学院短期大学）・齊藤里穂（山梨学院短期大学） 

富士本保育園 森永麗雪（東京保育医療秘書専門学校）                              他 

国立保育会 

ホームページ



�����学生時代にやっておいてよかったと思うこと、役立っていると思うことは何ですか？ 

■いろんな保育園に実習に行けたことです。実習の中での子どもの関わり方や環境づくりなどを学ぶことができ、

職場でも実習で学んだことを生かして仕事をしています。

■実習

■ちびっこどんぶり（養成校の授業の一環としての地域子育て支援活動）の経験が役に立っている。

■アルバイトなどで一回社会に出ること

■児童館のバイト

■子どもの発達段階についての勉強

■発達の勉強

■色々な手遊びを知る

■歌や手遊び、ピアノなど

■手遊びの種類やペープサートなど

■幼児はピアノが弾けると良いので、片手だけでも練習しておいた方がいいと思います。

���後輩に一言！これから一緒に働きたい人に伝えたいことは？ 

■大変ですが、子どもはとても可愛いです。一緒にがんばって保育業界を盛り上げていきましょう

■子どもはとてもかわいく、一緒にいてとても楽しいです。子どもの成長を見ることができたり、

やりがいはたくさんあります。職場も雰囲気が良く、保育者同士とても仲が良いので働きやすいです。

■楽しくてとても明るい職場です。一緒に楽しく保育をしましょう。

■一緒に頑張りましょう。

■子どもの成長を見守られることが本当に楽しいです！一緒に頑張りたいです。

■借り上げ社宅制度があり安心して働けるし、保育士の先生も優しく教えてくれます。

一緒に楽しく働きましょう！

■国立保育会に入ったら楽しくお仕事しましょう！

国立保育会 

ホームページ

２年目 



 

���自分の園のお気に入りポイント 

■給食室が窓ガラス越しに見え、作ってるところが見える■園がとても綺麗、みんな仲が良い■人間関係良好

■雰囲気が良い、休みを取れる■仕事のやりやすさと、雰囲気です。■人間関係が良好だと感じています。

■給食が美味しい■保育士同士の関係性がとてもいい所です。相談しやすい環境で働きやすいです。■アットホーム

■少人数で信頼関係が気づきやすいこと。■体操や野菜の栽培などいろんな活動をしているところ。■子どもがかわいい

������������� ������� 職場に入ってみて意外だったことを教えてください！

■子どもが想像以上に可愛い■子どもの成長のスピードの速さ■実習より楽しい

■委託園で働いていると、その区の意見と法人の意見の両方があり困る。

■若い先生が多く話しやすいこと。

■クラスの先生と相談しながらもお休みがとりやすいです。

■保育士だけでなく、看護師さんや栄養士さんも一緒に保育を行うという事。様々なアプローチの仕方があって面白いです

■電子機器を使った事務作業が多かったこと

■業務が多いこと■仕事量の多さ

■人手不足や事務作業に追われて心の余裕がなくなる時がある。■職員の方が暖かい！

���������働く前に一番不安だったことは何ですか？実際はどうでしたか？ 

■毎日、命を預かること。実際、0 歳児クラスを経験して、健康状態や午睡中の確認が一番重要だと感じた。

■自分が仕事について行けるかどうかが不安だった。

今も追いついていけてないところがあるので意識から変えていけるよう頑張っていきたい。

■自分の保育力が不安でした。周りの先生方に沢山教えていただき今では自分のやりたい保育が出来ています。

■保護者との信頼関係の築き方、先輩にも相談して対応の仕方などを学んでいる。

■最初は子どもたちの前でしっかり保育ができるか不安でした。

しかし、先輩の保育士さんにも相談しながら保育を進めていくことで徐々に慣れていくことが出来ました。

■慣れない場所で頑張っていけるか。毎日楽しく働いています。

■仕事がしやすいか、どんな環境なのか不安でした。実際は先生方とも接しやすく、困ったことがあれば聞きやすいです。

■分からないことが分からない

■続けられるか不安がありました。

■人間関係■人間関係。色々な人がいると感じた。

■休日、平日休みが嬉しい。

 

国立保育会 

ホームページ

3 年目 

国立ひまわり保育園 松田理沙（帝京科学大学）・篠崎奈々(明星大学） 

練馬区立光が丘保育園 山下春香（秋草学園短期大学）・阿部春姫（東北生活文化大学短期大学部） 

きたひだまり保育園 徳重 楓（神村学園専修学校）・石川裕子（田園調布学園大学）・望月舞（山梨学院短期大学） 

練馬区立南大泉保育園 福谷恵梨（東京家政大学）                                  他 



�����学生時代にやっておいてよかったと思うこと、役立っていると思うことは何ですか？ 

■実習は正直辛かったが、日誌含め得たことはたくさんあった。

■実習の経験や、色々なアルバイトでの経験です。 ■アルバイト

■いろいろなバイト体験。遊びの中でアイディアに活用できる。

■ボランティアなどで実際に保育園に行ってみるとどんな所なのか知ることが出来て良かったなと思います。

■子どもの発達時期の理解

■歌う事。園でも沢山歌っています！

■手遊びや発達に合わせての遊びをもっと深く理解できていれば良かった。

■教材をつくる

■英語

■沢山遊んで、やりたいことやってください！

���後輩に一言！これから一緒に働きたい人に伝えたいことは？ 

■子ども達の笑顔で頑張れます。色々な経験をして、一緒に成長していきましょう。

■自主性の保育、とてもいいです！

■これからが、勝負です！皆さん、頑張って下さい！

■楽しいですよ！

■楽しくて素敵な職場なのでぜひ東京で一緒に働きましょう！！

■温かい環境で一緒に働いてみませんか？

■大変な事は多いけど子どもと一緒に成長出来る良い職業だと自分は感じてます。頑張っていきましょう。

■園全体で目指す保育像がしっかりしているのでとても働きやすいと思います。是非一緒に保育しましょう！

■子どもたちとの個々のかかわりで信頼関係が築いていけるので頑張ってください。

■最初は不安や緊張することがあるかもしれませんが、先輩たちが優しくサポートしてくれます。

少しでも興味がある方は是非国立保育会に見学してみてください！

■多くある園の中から自分に合った園を選ぶことは大変だと思いますが、自分にとって一番大事にしていること何か。

私の場合は職場の雰囲気で決めましたが、ボランティアなど参加できるものには積極的に参加して、

自分に合った場所を見つけて輝いてほしいです。

■ぜひ国立保育会に入ってください！

国立保育会 

ホームページ

３年目 



 

���自分の園のお気に入りポイント 

■職員同士の雰囲気がいいところ

■協力的なところ、先輩の背中を見て成長出来るところ、家庭的なところ

■砂場の近くに水道があること

■屋上から東京スカイツリーが見えるところ。

������������� ������� 職場に入ってみて意外だったことを教えてください！

■事務作業が多いことです。

■どんな些細なことでも親身に聞いてくれる先輩の先生や指導職の先生がいることや、

職員同士でワークを開き、年数関係なく話をできること。

■職員同士がコミュニケーションを取りやすいところ

■いい意味で保育現場の当たり前を見直せるところ

①保育現場は少々身体に鞭を入れて働く職場だと思っていたが、私生活を大切にしてくれるところ。有休や半休だけでな

く、体調不良の時には逆に無理をするともっと自分の体を大事にしてほしいと帰らされます。有り難い現場です。 

②上司や先輩が、若手や新人の「やってみたい！」という思いを聴いてくださり、それに応えて保育を考えられるところ。一緒

に試し、一緒に振り返ります。始めから否定するのではなく、まずは一度肯定してくださるため柔軟な保育づくりができます。

子どもを否定しない保育ができるのは、こういった職員同士を否定しない姿勢があるからだと思います。 

���������働く前に一番不安だったことは何ですか？実際はどうでしたか？ 

■私でも保育士としてやっていけるかどうかが一番不安でした。一年目に組んだ先生がアドバイスをくれて

今でもその言葉を忘れずに保育士として過ごしています。

■しょうがい児との関わり方です。

■女性（が多い）職場ならではの厳しい人間関係が不安でしたが、熱意持って働ける場で安心しました。

■職場の人間関係、雰囲気に馴染めるか不安でございました。

■周りの職員同士でコミュニーションが取れるか不安だったが、声を掛けてくれたり引き出したりしてくれたこともあり、

馴染むことができた

4 年目 

富士本保育園 高西梨紗（東京家政学院大学） 

国立ひまわり保育園 植村恵美（東京家政学院大学） 

練馬区立光が丘保育園 長村直美（愛知文教女子短期大学）  他 

国立保育会 

ホームページ



�����学生時代にやっておいてよかったと思うこと、役立っていると思うことは何ですか？ 

■授業で 2 週に 1 回学校の近くに住む乳児のお子様との関わりがありました。

どんな遊びを好むのか、など実際の様子を知ることができました。

■授業に児童臨床実習があり、保育実習とは別に保育士としての勉強が出来たこと。

玩具づくりや手遊びなど役に立っています。

■実習や実践の授業を沢山することができたことで、その引き出しが保育に生かすことができている

■ちびっこどんぶり（養成校の授業の一環としての地域子育て支援活動）での経験が役に立っていると思う。

■①こども音楽療育士を学んでいたおかげでリーダーシップを取る場面で計画性と遊びの具体性が活かされます。

②興味を持ち続け、勤勉でいることが大人になって活かされます。14 日間の短期留学で外に目を向けたことにより感

じたカルチャーショックも今に活かされています。 

また、高校生までの基礎学力はしっかりと学んでいると良いと思います。学習での経験は保育の活動の場面に必ず役

立ちます。 

私は短大の途中から学校生活で精神的に悩むことがあり、上から段々堕ちていくような辛い学生生活だったので、授

業姿勢には参考にはならないと思いますが、保育の基本の勉学を怠らないことは大切だと思います。保育士になりたい

という絶対の姿勢を変えず、自分の道を信じて考えることが今につながってきます。足りないと感じたら自分で興味をた

くさん広げ、どんなことでも勉強することが、保育のアイデアに繋がるとおもいます。 

周りを恐れずにたくさんぶつかり葛藤してみてください。 

���後輩に一言！これから一緒に働きたい人に伝えたいことは？ 

■沢山のことを吸収して保育に役立ててください。がんばってください。

■実習では経験することができなかった子どもたちの成長を毎日感じられることができて

やりがいを感じることができます。

■職員間の雰囲気が良く、毎日笑顔になれる環境です。また、困ったとこがあると親身になって相談に乗ってくださり、

アドバイスをいただけ日々の保育に生かすことが出来ています。

子ども達も元気が良く、一生懸命様々なお話しをしてくれる姿がとてもかわいいです。 

■私自身入職前に立派な保育士になれるのか不安でしたが、一緒に悩んでくれる先輩の先生がいたので、

今保育士を続けられています。初めは誰もが分からないことからスタートするので、一緒に悩んで解決して、

楽しく保育をしていきませんか？

■あなたにとってのぴったりな職場でありますように…！

■大変なことや辛いことがあるかと思いますが、プラスに考えて楽しく一緒に頑張りましょう。

国立保育会 

ホームページ

４年目 



 
  

���自分の園のお気に入りポイント 

■子どもに問いかける保育や子どもの意思を保育者が聞き、伸び伸びと生活できるところ。

保育者間同士の連携もあり、相談できる職場がいいところ。

■子どもと一緒にやりたいことをやっていけること

■些細なことでも話し合ってみんなで考えていくところ。

クラスの垣根を越えて助け合って子どもの成長を見守っているところ。

■保育を話し合える同僚がいること。

■職員の仲がいいところ■職員がみんな仲良しなところ。■アットホームなところ。

■職員同士が仲良し。困ったときには助けてくれる。■園長先生がとても気さくで話しやすいです

■光が丘公園がすぐそばにあることです。■周りに公園が沢山あるところ■園庭が広い。季節の野菜を育てられる畑がある。

������������� ������� 職場に入ってみて意外だったことを教えてください！ 

■手書き書類がほとんどないのが意外でした。１人１台パソコンがあって、登園管理も web 管理で驚きました。

■先輩が理不尽に怖かった。■上司に相談しやすい。一人で抱え込むことが少ない。

■好きな日に休みがとれる。■定時に帰れること■先生たちが皆さばさばしているところ。

■子どもの人数が多く大人の人数が少ないまた、フリーが 1 人もいないことに驚きました。

■実習での経験と実際の現場で、子どもの接し方もやり方も違って驚いた。■保育の奥の深さ

���������働く前に一番不安だったことは何ですか？実際はどうでしたか？ 

■何もかもが不安でした。体力が必要な仕事なので週に５日も働けるのか、人間関係はどうか、

子どもと信頼関係を築けるかなど。わからないことだらけすぎで不安でした。

実際は、学生生活とのギャップもあり、社会人としての生活に慣れるまでに時間が掛かりました。

１年目は失敗ばかりで落ち込むこともありましたが、失敗で多くの学びを得られましたし現在の糧となっています。

■人間関係→今は楽しく働けています。

■何もかもが不安だったが、支えてくれる職員がいるから何とかなる！

■人見知りがあり、コミュニケーションに不安があったのですが、みんな気さくに話しかけてくれる環境で

少しずつ慣れて保護者対応も少しずつできるようになりました。

■地方から出てきて、慣れない環境でしっかり仕事ができるのか不安だった。

自分にこの仕事が務まるのか心配ではあった。

■子どもをまとめることができるか。

■一人の保育士として子どもを見ていけるのか。

■自分が保育者の 1 人としてしっかり働けるかどうか。

実際には徐々に仕事を覚え、まわりの先生と同じように働くことができた。

■一人で上京してきたことが不安でしたが周りの先生が優しくて沢山助けて貰いました。

■人間関係 みんな優しかったのでよかった

■人間関係。同期も沢山いて、仲良くなることができた。また、上司も話しやすい方が沢山いた。

5 年目 

練馬区立光が丘保育園 石井 はるか（関東学院大学） 

きたひだまり保育園  榎園彩（東京成徳短期大学） 

富士本保育園 石井杏実（経専北海道保育専門学校）  他 

国立保育会 

ホームページ



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�����学生時代にやっておいてよかったと思うこと、役立っていると思うことは何ですか？ 

■実習

■実習、制作のアイデアを考える

■保育園実習で得たことを覚えておくこと。

■真面目に学校に通っていた事

■授業をまじめに聞いていて良かったと思います。子どもたちの発達の流れを知らないと計画が立てられないので。

■特になし。もっと勉強しておくべきでした！

■Word や Excel は必ず使うので、もっと授業を真剣に取り組めばよかったなと反省しました。

学校で作ったものは役に立つので残しておいたほうがいいかもしれないです。

■手遊びや歌を覚えていたことで、子どもの前で一緒に楽しむことができたところはよかった。

■手遊び、ダンス。

■なにか一芸を身につけておけばよかったと思います。（ピアノ、マジックやギターなど）

■うたをたくさん歌って手遊びなどを増やした方が現場に出て役立つ。子どもが寄ってくる。

■小さいころからサッカーを習っていたので子ども達と一緒に楽しんでいます。

■本や先生からより良い保育を学び、自分のしたい保育の理想を考えておくこと。保育園選びの際に役に立ちました。

���後輩に一言！これから一緒に働きたい人に伝えたいことは？ 

■子どもの成長を一緒に喜べる、とっても楽しい日々です！

■学生時代に多くの経験を積んだほうがいいと思います。

様々な場所に行く、人に出会う、活動に参加をしてみてください。

まだまだ男性が少ない職種なので、男性の皆さんお待ちしています。

■考えることがたくさんあったり身体も動かしたりして大変な仕事だけどやりがいがある仕事です！

■よかったら私たちと一緒に働きましょう！

■簡単な仕事ではないからこそのやりがいがあります！

■一緒に働ける日を楽しみにしています。

■子どものことを周りの先生と話をし、子どもの目線で保育できる現場です。

それに困ったときに先輩の先生に相談でき、悩みを聞いてもらえ和気あいあいしているところなので、

ぜひ一緒に働きましょう。

■一緒に働けることを楽しみにしています！

■この法人で一緒に働きませんか？待ってます！

■不安なことも多いかと思いますが、慣れて楽しく働くことができますので、ぜひ一緒に働きましょう。

■これから大変なことが沢山あると思いますが頑張って下さい。

■困った時はどんなことでも相談したり聞きに来てほしいです！一緒に悩んで考えましょう！

■みんな優しくて分からないことも気軽に聞くことができます。

■保育の仕事は、大変なことも沢山ありますが、子どもたちの笑顔や成長を見ることができる素敵な仕事ですよ。

国立保育会 

ホームページ

５年目 



���自分の園のお気に入りポイント 

■職員みんなの笑顔です。■職員の方がとても優しい。■職員同士の仲が良いこと。■職員同士が仲がいい。

■先生たちが優しいところ・クラスをこえてみんなで協力して保育できるところ

■入り口の大きな窓にその季節ならではの壁面や時には子どもの製作したものを飾っています。

毎日子どもたちが保育園にやってくることが楽しみになる物の一つだと思っています。

■しょうがい児にしっかり人がつく

■屋上！■園舎が綺麗■子ども用トイレも温度を調節できること。水道のお湯が出ること。

●職員がみんなで力を合わせて保育するところ！●職員が明るいところ。

●思いっきりできる泥んこ遊び。●畑と広い園庭

������������� ������� 職場に入ってみて意外だったことを教えてください！

■職員の仲が良いです。■先輩職員がとても優しい。

■子どもが好きなだけでは続けられないなと感じたこと？

■ほとんどの書類を園のパソコンで行うこと。

■自分が入職した頃よりも、たくさんの園が次々とできて驚きました。

■男性保育士が多い

■保育園は人数が多いですが、意外と皆でチームワーク良く仕事が出来ると感じました。

■職員の人間関係がよい

■国立保育会には、保育士がたくさんいる

●保育士が取り組むべき事の多様性。

●法人の中にたくさん保育園があって、異動はいやだなと思っていたが、法人の中でつながっていられるし、

また、新しい出会いがあった。

●アキレス腱を切った時、3 ヵ月も休んだにも関わらず給料が支給された。

●（2 回目の入職時）新設園だったこともあり、職員の協力しようとする気持ちが強く仲の良い職員関係と感じた事。

※●印は、副主任・副園長からの回答です。

加藤 一美（東京保育専門学校）・菅原 悠（大原医療秘書福祉保育専門学校） 

新倉愛海（湘北短期大学）・阿部 祐香（駒沢女子短期大学） 

伊藤慧将 

中村かよ子（草苑保育専門学校） 

経験5年以上 

練馬区立光が丘保育園 

国立ひまわり保育園  

国立保育園 

練馬区立南大泉保育園 

国立ひまわり保育園・副主任 奥山 朋美（白梅学園短期大学） 

練馬区立南大泉保育園・副園長 千葉みどり（東京教育専門学校）  他 

国立保育会 

ホームページ



 
  

���������働く前に一番不安だったことは何ですか？実際はどうでしたか？ 

■男性が少ないことです。

■働くのは大変だなぁ→働くのは大変だなぁ

■人間関係(職員や保護者) ■人間関係が不安でしたが、楽しく仕事が出来ています。■人間関係。良好でした。

■自分のクラス以外の子どもや保護者の顔と名前を覚えられるか少し心配でした。

しかし子どもと関わったり保護者の方と話していく中で自然と覚えて自ら声をかけることもできるようになります。

■実習時代には日誌も含めて眠れない日が続いていたが、日誌や出席簿も PC で効率化されており、

短時間で行えるようになっている。

■新園に配属だったので、環境に不安でしたが、テキパキとした先輩が導いてくれました

■給与の低さ。年数毎に上がっていくため、特に不満はなし。

■子育てとの両立。大変な時もあるが、時短勤務や子どもの登園時間以降の勤務にしていただいているので、

問題はないです。

●我が子との向き合う時間が確保できるかどうかが不安でした。

実際、時間の確保は難しいですが、離れている時間があるからこそお互いの話をじっくりできるようになったと思います。

●月案や週案などの事務作業/

法人では、ITC 化が進んでいてスムーズに事務作業ができる。また、主任の先生が丁寧に教えてくれた。

●乳児が一クラス 24 人定員だったこと。実際は 30 人だった。

●保育士を何年も経験してからの就職だった為、子どもに向き合う事に不安はなかったが、

園でのやり方に慣れていく事に時間を要した。（国立保育会でのやり方のようなものが見受けられた）

�����学生時代にやっておいてよかったと思うこと、役立っていると思うことは何ですか？ 

■球技です。やっていた方がいいと思うのはピアノです。

■人前に立って話をしたり劇をたくさんしたこと？（仕事中になりきったりすることが多いため）

■もっと歌や手遊びを覚えておけばよかった。

■実習などでいろいろな先生の保育を見る中で、遊びの引き出しを増やすこと

■手遊びや制作、工作などを豊富に学生時代から知っていると保育の中で子どもたちとならどんな風に楽しめるのか

自然と考えることができました。

■折り紙

■保育のアイディアをもっとたくさん身に着けておくことが出来たら良かった。

（パネルシアターを作っておく、ピアノのレパートリーを増やしておくなど）

■絵本、手遊び、歌、パネルシアター、エプロンシアターなどネタをたくさん持っておくとよいとおもいます

■子どもたちを引き付ける手遊びや歌など。

■ピアノ

●旅行。仲間と一緒に過ごすこと。好きな事に時間をかけて思いっきり楽しむ。

●旅行

●いろいろな国や地方に行って、その土地の景色や音楽、食べ物に触れたこと"

●クラブ活動

●実習での経験は役に立つと思う。その時の保育士の助言や行動、思い等にたくさん触れること。

その時にはよくわからないことも、実際の保育現場で実感したり、役に立つことが多く感じる。

経験5年以上 



���後輩に一言！これから一緒に働きたい人に伝えたいことは？ 

■とても働きやすい環境だと思います。ぜひ、一緒に働きましょう。

■こんなご時世になってしまって色々大変なことも多いですが大変な分やりがいもありますし、

仕事に困ることも少ないと思います。一緒に子どもたちの笑顔を作っていきましょう！

■分からないことがあっても、すぐに質問ができる仕事のしやすい職場です。

■最初はできないことがたくさんあって当たり前です。まずは自分ができること(挨拶をちゃんとする、

わからないことをちゃんと聞いて問題を解決する、いいなと思ったことを取り入れるなど)をすることが

1 年目はとっても大切だと思います。

保育士の仕事は大変だけれど、子どもの成長を間近でみていると、本当にやりがいを感じますよ��

■同じ法人内でも園によって雰囲気や魅力的なところも違ってくると思うので、ぜひ一度見学などに来てみてください。

かわいい子どもたちと待っています。

■働く前は「いくぞー！」と子どもを引っぱっていくのが保育士だと思っていましたが、

今は子どもの自主性を重んじる保育をしており、子どもたちと相談して何をするかを決めています。

何をどうやっていこうかなんて分からず不安な人も多いと思いますが、

子どもたちに聞いてみて、一緒に成長していけばいいと思います。

不安がらずに楽しみに来てください。

■大変な事もありますが、保育の仕事は楽しいです！

■子どもと一緒にたくさんのことを経験して、一緒に成長できる保育士のお仕事を一緒にやってみませんか？

■保育士は素敵な仕事だなとあらためて感じます。

大変だな…と思う時もありますが、子どもたちの笑顔に助けられ、毎日が充実しています。

■大変な仕事だけど、子どもと楽しい時間を共有でき、良いことも多いです！

●今、やりたいことを本気で取り組んで下さい。

●学校によって生徒の雰囲気が伝わることがあるので、常識を持ちつつ、実習や得てきた知識等を生かしていこう！

後輩が続くことを願ってます。

●子どもと相談していく保育の楽しさを感じてみませんか？

●苦しい時は誰かに頼って、辛そうな人を見つけたら寄り添って、楽しい事は一緒に楽しんで

何倍にもできる時間を送っていけると良いですね！

国立保育会 

ホームページ

経験5年以上 




