
保育士

なりたい！

夢をかなえた先輩たちに聞く、保育士の仕事

保育士の仕事に対する素朴な疑問に、
保育士になった先輩たちが答えてくれました。

に

保育士
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何をす
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私にも
、

できる
？

こどもの相手って、大変？

おもしろいのかな？

仕事のやりがいって何かな？

〒880-0007　宮崎市原町2-22　宮崎県福祉総合センター
TEL：0985-28-5835　FAX：0985-28-5989
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宮崎医療管理専門学校

E-mail : koho@nankyudai.ac.jp（総務企画部   企画広報課）

〒889-1701
宮崎市田野町甲 1556-1

E-mail : ad@toyomc.ac.jp （広報係）

0985-86-2271
0985-86-2273

TEL :
FAX:

南九州大学
（都城キャンパス）

E-mail : admissions@sky.miyazaki-mic.ac.jp（入試広報部）

〒885-0035 
都城市立野町 3764 番地 1

0986-21-2111
0986-21-2113

TEL :
FAX:

0985-85-5931　
0985-84-3396

TEL :
FAX:

宮崎学園短期大学
〒889-1605
宮崎市清武町加納丙1415番地

E-mail : kouhou@mwjc.ac.jp（入試広報部）

TEL :
FAX:

0985-85-0146　
0985-85-0101

宮崎国際大学
〒889-1605
宮崎市清武町加納丙1405番地

宮崎県の養成校

（宮崎県保育連盟連合会内）宮崎県保育士支援センター

保護者に自宅での様子を
聞いて、園児をお預かり
します。
熱をはかったり、園児の
健康状態を確認します。

ケガをしないように注意
して元気に仲良くあそび
ます。トイレのお手伝い
もします。

配膳を手伝って、園児と
一緒にいただきます。
後片付けも一緒にします。

園児がねむったら、
連絡帳を書いたり
事務処理をします。

園児の帰りの準備をお手伝い
します。お迎えに来た保護者
に園児の一日を報告します。

『保育所』は、子どもも、保護者も、保育士も育ち合う場所です。
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　自分の通っていた幼稚園の先生が大好きだったからです。
　「こんな優しい先生になりたい。楽しい先生になりたい
な」と憧れていました。それと同時に中学校や高校の
職場体験学習で幼稚園に行ったのですが、子どもと関わる
中でお世話したり一緒に遊ぶ楽しさを感じる事ができ、
保育士を目指すようになりました。

Q, 保育士になったきっかけは？

　子ども達と過ごす中で、笑ったり、会話をする事です。
　子ども達の笑顔を見る事が私の楽しみの一つです。
　「こんな事に気づけたの？」「こんな事考えられたの？」
と子ども達に驚かされたり、教えられたりしながら、日々
楽しんでいます。

Q, 保育士の仕事で一番楽しいことは？

　仕事と家庭の両立です。私は子どもが一人いて、二人目
を妊娠中です。限られた時間の中で、いかに仕事を進め
るかなのですが、なかなかなんですよね。自分の子ども
からも園の子ども達からも輝いて見える大人であるよう
日々奮闘中です。

Q, 保育士の仕事で一番大変なことは？

　子ども達の成長を見守る事ができる事です。成長する
上で「今この子は何に困っているのかな？」を考え、その
問題を一緒に解決出来た時の達成感や喜び、感動は言葉で
言い表せないほどです。
　また、子どもから「ありがとう」と言われた時は保育士を
していて良かったなぁと改めて感じます。

Q, 保育士の仕事のやりがいとは？

　私は寮に入っていたのですが、寮で出会った友達と他愛
ない話で盛り上がったり、遊びに行ったり、時には真剣に
悩みを打ち明けたり、そんな毎日がとても楽しかったです。
　また、文化祭で出し物をしたり、模擬店を行ったのも楽
しかったです。

Q, 学生時代の思い出は？

　自分の通っていた保育園の先生方を見て、幼いながらも、
「保育園って楽しいな。先生たちキラキラしているな。」
と思ったのを今でも覚えています。私も先生方の様に
子どもたちに楽しさや幸せを与えられる保育士になりたい
と思い、志しました。また、ピアノや製作が好きなのも、
保育士を目指した理由の一つです。

Q, 保育士になったきっかけは？

　子どもと一緒に過ごすうちに、小さな花が咲いたとか、
吹く風が心地よいとか、今まで気にかける事もなかった
ささいなことに気づかされ、感動するようになりました。
　子どもの何気ないつぶやきの中に、色々な発見があり、
とても楽しいです。

Q, 保育士の仕事で一番楽しいことは？

　保育士は子どもを育てると同時に、保護者をサポート
する仕事でもあります。しかし、保護者へのアプローチや
やりとりに、つい苦手意識を持ってしまいます。
　信頼され、保護者と一緒に子どもの成長を見守り、共有
できる様に努力していきたいです。

Q, 保育士の仕事で一番大変なことは？

　子どもたちの笑顔を見たときが一番やりがいを感じます。
例えば、朝、私の顔を見て「先生おはよう！」と元気な
声で挨拶をして集まってきてくれたり、外でゲーム遊びを
した後に「楽しかった～またしようね。」とキラキラした
顔が見られた時、とても嬉しくなります。
　何気ない園生活の中で、そんな場面に出会う度に「保育士
に就いて良かった！」と思います。

Q, 保育士の仕事のやりがいとは？

　実習や授業で、自分たちで立てた計画を実行し、活動して
いく中で子どもたちの笑顔がたくさん見られ、「楽しかっ
た！！またきてね！」と言われたこと。また、子どもたち
にメダルを作った時、後日、保護者の方から「ありがとう。
すごく喜んでいたよ。」と声をかけて頂いたことがとても
嬉しい思い出です。

Q, 学生時代の思い出は？

　子どもが大好きだからというのが一番の理由ですが、
職場体験などを通じて自分が卒園した保育園で働きたい
という思いがあり、保育士を目指すようになりました。

Q, 保育士になったきっかけは？

　子ども達と一緒に遊んでいるときや、子どもが喜んで
いることを一緒に喜べた瞬間がとても楽しいです。
　何気ない保育園の日常かもしれませんが、そんな場面に
出会うたびに「保育士の仕事に就いてよかった」と思って
います。 

Q, 保育士の仕事で一番楽しいことは？

　考えた保育の活動が子ども達の成長段階に合っておらず、
興味を示してくれなかった時は、まだまだ勉強不足だなあ
と思い知らされました。子ども達の日々の姿をしっかり
観察していきたいと思います。

Q, 保育士の仕事で一番大変なことは？

　子ども達の成長を保護者のかたと一緒に見守ることが
出来ることです。昨日出来なかったことが今日はできるよう
になっていたり、初めてこどもが「せんせい」とよんで
くれるようになった時は本当にうれしかったです。
　また、「先生、大好き」という子どもの言葉で「大変だけど、
この仕事を選んで良かった」と心からのうれしさとやりがい
を感じます。

Q, 保育士の仕事のやりがいとは？

　友達と一緒に試験や実習を乗り越えたこと。春と秋に
開催される忍ヶ丘祭を楽しんだこと。

Q, 学生時代の思い出は？

つくしんぼ保育園
土持 奈美子 さん
出身校 : 宮崎学園短期大学

三名保育園
肥田木 佑佳 さん
出身校 : 宮崎医療管理専門学校

串間保育園
池田 亜衣梨 さん
出身校 : 宮崎学園短期大学
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　中学生の時に、職場体験で出身園へ行ったことがきっ
かけです。子どもと遊ぶことが楽しかったということも
ありますが、保育士の先生が愛情いっぱい元気いっぱい
に子ども達と過ごしている姿を見て、こんな先生になり
たいと思い、保育士を目指すようになりました。

Q, 保育士になったきっかけは？

　子ども達と一緒に毎日を過ごすことです。「こんなこと
ができるようになったよ！」と教えてくれたり、「○○
がいた！！」など知らせてくれたり、子ども達は毎日い
ろいろな表情を見せてくれます。何気ない会話や発見に
驚かされたり、ほっこりした気持ちになります。

Q, 保育士の仕事で一番楽しいことは？

　一人ひとり個人差があり、その子に合った援助をする
こと。そのためには、全体を見ながら一人ひとりとよく
関わり信頼関係を築くことが大切だと感じています。　
まだまだ新人保育士で失敗もありますが、日々努力して
頑張りたいと思います。

Q, 保育士の仕事で一番大変なことは？

　日々、子ども達の成長を近くで感じ一緒に喜べることです。
　少しずつ自分でできることが増え、その度に「やった！
できた！！」と嬉しそうな子ども達の表情を見ると、とて
も嬉しいです。子ども達から毎日たくさんの元気をもらい、
また頑張ろうと励みになります。

Q, 保育士の仕事のやりがいとは？

　授業の中で、軍手人形やパネルシアターを手作りしたこと
がとても楽しかったです。それを保育実習の時に子ども達
の前ですると、とても喜んでくれて嬉しかったです。

Q, 学生時代の思い出は？

早鈴保育園
計屋 侑紀 さん
出身校 : 南九州大学
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が、一番のやりが
い！

キラキラした

をもらってます！
たくさんの元気

毎日、
子どもたちからと

よんでくれた時は

本当にうれしかっ
た！

に頑張ってます！

保育士として、

母として、

こどもたちの笑顔 仕事と家庭の両立
「せんせい！」


