2019年度1月号VOL.４
どきどき💛わくわく☆保育の魅力！～保育士さんに聞きました！！partⅡ～
山口県保育士バンク登録者に保育の仕事の魅力についてお聞きしました！今回は、以前は幼稚園教諭と
して就労されており、保育士試験合格され現在保育士として就労されている方に、保育の仕事の魅力につい
てお聞きしました。さあ！！保育士！！
プロフィール（幼稚園教諭から保育士試験合格し保育士として再就職♪）
①保育士としての勤務年数：２年・幼稚園教諭としての勤務年数：11年
②保育士資格取得：保育士試験合格

出勤の日の一日のｽｹｼﾞｭｰﾙ
24：00
21：00

☆保育士になれらたきっかけは？復帰されたきっかけは？
5：45
・幼稚園教諭と小学校教諭の免許は持っていたのですが、保育士資格は持
っていませんでした。「幼稚園教諭免許状を有する者における保育
士資格取得特例」を知り、これからは保育士資格を持っていた方が仕事 17：00
の幅が広がるかもしれないと思い、保育士資格を取得しました。10年以
上、幼稚園で働き、出産をきっかけに退職しました。離れてみて、また
子どもたちのいるところで働きたいと思い、復帰しました。
9：00
12：00
☆どんな時に保育士としての喜びを感じますか？
・試行錯誤しながら子どもと向き合ったり、過ごしたりする中で、気持ちを分かり合えたなと感じる時で
す。
・子どもたちのまっすぐな頑張る姿、喜ぶ姿、悔しがる姿などを近くで見れた時。感動します！！
☆仕事をしていくうえで大変だなあと思うのは？職場や、家族等に支えられていると感じるのは？
・子どもの体調が悪いとき、そばにいてあげられないことがあるときです。
・仕事を早退させてもらったり家族に娘のそばにいてもらう時、支えられていると感じます。
また、小児科の病児保育に預けることもあるのですが、そこの保育士の方たちにも支えても
らっていると思います。
☆ＯＮ（仕事）とＯＦＦ（就業後・休日）の切り替えのために心がけていることは？
・終業後、娘を迎えに行くまでや家に帰るまでの車の中は自分の好きな曲を聞くことが切り替えになって
いるかなと感じます。
・休日は娘が何をして過ごすと楽しいかな？となるべく娘が楽しく過ごせることを心がけています。
☆これから保育士として働こうとされている方へのメッセージやエールをお願いします。
・仕事・育児・家事…と毎日は忙しくて、正直大変と思う事もあります。仕事も悩むことがあります。
でも、子どもたちから元気や感動をたくさんもらえるところが、保育士の魅力だとおもいます💙
★どのようにして試験勉強されましたか？通信教育
★実習は必要だと思いますか？ ・就労前にできれば良かったと勤め始めてからそう思った。
起床

・弁当作り・朝食
作り・夕食の下ご
しらえ・子どもの
準備、送迎

勤務

☆保育士試験合格者に対する実技講習に同行してきました！！
☆保育士を目指して保育士試験を合格された皆さま！！さあ！！憧れの保育士へ！！
…でもその前に…「実習を経験したことがないので、やっぱりちょっとこのまま就職するのは不安…」
…そんな不安は実技講習で解消し、自信を持って保育士に！！
現在就労されている保育士のアンケートでも、就労前に実習ができればよかったと回答されています。
☆「保育士試験合格者に対する実技講習」では、山口県福祉人材センターの保育士コーディネーターが
ご希望の園と調整し、事前面談に同行します！！
講習を受けれらた方のプロフィール（独学にて保育士試験合格♪保育所等・幼稚園の勤務経験のない方）
①事前面談…山口県福祉人材センターの保育士コーディネーターがご希望の園と日程調整
し、事前面談に同行します。施設の概要や、実習の内容、一日の流れについて
確認し、不安な事や気になる事を解消します。
行くまではちょっとどきどき。園長先生のお話や現場の様子にわくわく！
気になる事は、この時に質問し不安を解消。さあ、実習へ！！
②実習…職場の雰囲気、保育の仕事の楽しさを感じてください！！
・この日は発表会の練習がありました。元気な子どもたちに囲まれ、自然に子どもたちの中に入って行
く事ができました。かわいい子どもたちの笑顔に保育士の仕事の楽しさを感じていただくことができた
ようです。だっこした子どもさんのぬくもり、かわいさ、大切さを感じていただけたことと思います。
・「園長先生や、クラスの先生方に大切なことをとても優しく教えていただき、充実した良い実技講習
を無事終える事ができ、感謝します。この大変貴重な経験や学ばせていただけた事を、これからの関わ
りや勤務に活かしていきたい。」との感想を
いただきました。
・迷っている方、不安を感じている方…
ぜひ、実技講習を受けて保育の世界に
一歩踏み出してみませんか？

さあ！！保育士！！

※日程表 （日程は変更になることもありますので、御了承ください。）
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福祉のしごと相談会ｉｎハローワークにて
山口県保育士バンクのコーディネーター相談コーナー開設しています！

３月 24日（火） 18日（水） 13日（金） 11日（水） 17日（火） 23日（月） 18日（水） 17日（火） 日程未定

●保育士再就職支援セミナー（（財）山口県保育協会）に参加してきました！！
☆令和元年１１月２８日（木） にセミナーパークにて開催された「保育士再就職支援セミナー」 に参加させ
ていただき、「山口県保育士バンク」のご紹介や参加者の方からのご相談をお受けしてきました。
宇部フロンティア大学短期大学部 教授 伊藤一統先生の●保育指針について●保育制度の最近の
動向についての講義、やまぐち子育て福祉総合センター 所長 林 和子先生の●気になるこども
の対応について●保育現場が求める人材についての講義、山口芸術短期大学保育副学科長 教授
佐藤 智朗先生の●保育実技（造形）についての講義があり、とても充実したセミナーとなりまし
た。実習もまじえた講義を受け、保育の現場への再就職の気持ちが高められたことと感じました。
また、参加者同士で仲良くなり、楽しくお話をされたり、お互い聞いてみたい事や不安に思ってい
る事なども話しておられて、とても和やかで楽しい雰囲気でした。よし！！保育士しよう！！

山口県内で開催予定のイベント情報
※山口県内で開催予定のイベントをご紹介します。該当する市にお住いの方は、ぜひご参加下さい。
☆宇部市：保育士・幼稚園教諭・学童保育指導員等
「就職説明会＆面接会」
・子どもと関わる仕事がしたい方 募集！！
・日時：令和２年２月２日（日）
13：00～16：00（受付12：30～15：30）
・場所：ときわ湖水ホール
・詳しくは同封のチラシにてご確認下さい。
・お問い合わせ先：宇部市こども・若者応援部 保育幼稚園学童課
TEL：保育係
0836-34-8244
幼稚園学童係 0836-34-8329
☆防府市：保育士資格を有する女性の再就職支援を目的とした
「女性のキャリア形成支援セミナー」
・保育の仕事に復帰したい方！！
ブランクがあり、保育の仕事に不安を感じている方！！
子育てが一段落された方！！
・開催期間：令和２年２月４日（火）～令和２年３月４日（水）
・募集期間：令和元年１２月２日（月）～令和２年１月２０日（月）
※ぜひご参加を！！ 締切後でも、お電話でお問合せ下さい！！
・詳しくは同封のチラシにてご確認下さい。
・お問い合わせ先：防府市産業振興部商工振興課
TEL：0835-25-2574
編集後記

保育士の求人倍率はこの時期、例年高くなっています。この機会に就職したい保育園、探してみてください。
いつでも、お力になります！！
保育士ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
松永 菜々恵
今年はぜひ保育士としてお仕事しましょう！！かわいい子どもたち、優しい先輩方が待ってます！！楽しい毎日を！
私たちも全力で応援します。さあ！！保育士！！
保育士就職支援資金担当 岩崎 睦

00

※「山口県保育士バンクだより」が、下記福祉人材センターＨＰで閲覧できるようになりました！！
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保育士さんの声
働きはじめる前は、保護者とのコミュニケーションの取り方について不安に思
う事がたくさんありました。働いてみて、初めて保護者の方と話したときは、と
ても緊張してしまい、子どものその日の様子を上手く伝えられずに終わってしま
いました。ですが、毎日繰り返しコミュニケーションをとることを心掛けていく
と、保護者の方もお家での様子などを話して下さるようになり、いろんなお話が
いきるようになりました。先輩の先生方にもその都度的確にアドバイスをいただ
いており、とても心強いです♪
保育士さんの声
就職をしてから毎日が忙しく覚えることや分からないことが多く大変でした。
子どもたちとも上手く信頼関係が築けず日々悩んでいましたが、先輩の先生方に
相談をすると優しく沢山の知識を教えていただき、良い方法を一緒に考えて下さ
いました。少しずつ不安も消え、子どもたちとも上手く関わることができました。
毎日が勉強でやりがいのある仕事だと感じ、この園の職員の一員となり良かった
と思っています。♪

園長先生からの
メッセージ

毎年入園式で「愛隣という名前は自分のことのように隣にいる人にも優しく
して仲良くしましょう、という気持ちを込めてつけられたのよ」とあいさつし
ます。職員同士も子どもも保護者もみんな仲良く、お互いに優しい気持ちで接
しましょうとしているので、それぞれ穏やかでよい信頼関係にあると思います。
また、仕事も遊びも本気で楽しくやろう！といつも職員には言っています。
それぞれの持ち合わせた事情なども配慮しつつ、できるだけ協力し合っていま
すし、完全有休消化をしていますので、趣味の時間も持てると人生豊かになり
ますね。何よりこの仕事は喜びの多い仕事です。資格をお持ちの方はぜひ怖が
らずに現場に至急戻られることをお勧めします💙
！

住

保育士さんの声
1年目から担任を持たせて頂くと聞き、私に務まるのかが一番不安でした。初め
ての一人暮らしに初めての仕事で心配事は沢山ありましたが、周りの先生方が優
しく丁寧に教えてくださり、すぐに仕事を覚えることができました。
昨年は年中さん、今年は年少さんのクラスを持たせて頂き、運動会や発表会、
作品展など様々な行事を通して、子どもの成長を側で見守ることが本当に嬉しい
です。
また、松原保育園は毎日給食が出るのですが、とても美味しくて一人暮らしの
私はお弁当を作らなくていいのでとても助かります。そして、保育士同士も仲が
良く、相談しやすいです♪

保育士さんの声
新卒で正職員として働き始めて、今年で１２年になります。その間、結婚・出
産・育児休暇を経験しました。一緒に学校に通っていた友達は、結婚を機に退職
したり、パート職員になる人がほとんどですが、私にはその選択肢はありません
でした。なにせ、保育士として働くことが大好きなのですから。書類を書いたり、
行事の準備があったりと大変なこともありますが、子どもたちの笑顔や保護者の
方からの感謝の言葉を聞くと、もっともっと頑張るぞとやる気になります。「子
育てとの両立は大変でしょうね」と声をかけてもらうこともたくさんありますが、
独身時代より時間の使い方が上手になり「今は仕事を頑張ろう」「今は子どもと
の時間を大切にしよう」「今は自分の趣味の時間を楽しもう」とメリハリのある
生活を送ることができています。私は家でじっとしていることが苦手なタイプな
ので、忙しいくらいがワクワクして毎日がとても楽しいです💙

好きなことは、美味しい物と楽しい音楽とそれを探す旅！です(^^♪

園歌のとおり、歩いて３分で海へ行けます。山も畑も近くに
あり、四季を通してお散歩を楽しんでいます。年長になると船
にのって瀬戸内海の島へ探検に出かけます。乳幼児期の実体験
は人間形成の基盤となります。地域の豊かな自然、温かな人々
に囲まれてこの大切な時期を過ごし、これからの新しい時代を
創っていく力を育んでいます。

松原保育園

愛育会

職 員 の
年齢構成

三奈 様

「あおいうみがみえるよ しろいヨットのうかぶ
ブランコにのるとみえるよ」 （松原保育園園歌より）

下松市潮音町１丁目７－１５

保育士さんの声
結婚で県外から引っ越してきて、一度保育の現場を離れましたが、
やっぱり子どもが好き！子どもと関わる仕事をもう一度やりたい！と思
い、就職しました。
その間、出産・育児休暇も頂きました。子育てをしながら働いていける
のか、不安に思うこともありました。子どもの体調不良で度々おやすみ
をすることがありましたが「そんな時はお互い様よ」と快く言って下さ
り、職場の先生方の理解とサポートのおかげで今の自分が楽しくお仕事
ができていることに感謝しています。
子どもの成長を近くで感じることのできる、子どもたちと一緒に喜び合
える・笑い合える、大変なこともあるけれどとてもやりがいのあるお仕
事だと思っています💙 (保育士就職支援金貸付を利用しています。)

園長 伊藤

園の特徴

開園７０年。LOVE FOR CHILDREN～子どもたちに愛を。
の下、キリスト教の教えを柱とし、毎日みんな仲良く過ごします。
愛隣幼児学園は、自分を愛するように隣人を愛せよという聖句か
ら名づけられた保育園です。知育・心育・食育の３つの柱をもっ
て子どもの実体験を通し、意欲的な子どもの育成に努めています。

園長

北村 陽子

様

好きなことは、子どもとお散歩 りんご ふくろうです(^^♪

園長先生からのメッセージ
今年度の園目標は、「いっぱい遊んでいっぱい食べよう」です。
自然に囲まれた美しい環境の中で、子どもたちが思いっきり遊べるよう、
職員みんなで力を合わせています。職員間の連携がとれるよう、別々に
ミーティング時間を設定し、何でも話し合える場を作っています。働き方
改革に取り組んでおり、全職員の家庭等、実情に応じて、働きやすく、安
心して仕事に向かえるよう勤務体制を整えています。
また、業務軽減のために、保育補助の方も多数雇用しており、園全体で
楽しく喜びをもって子どもたちを大切に育てています💙

