
平成 23 年度の反省・平成 24 年度の目標 

 

主任保育士 宇留野 礼 

 

姉妹園の牛ヶ谷保育園に異動し、環境は違えど保育の核になるものは同じでなくてはな

らないと思った１年間だった。保育内容や方法は様々であり、これが正解だという答えも

ないので難しいが、最終的な目標や想いは一つでなければならないと強く感じた１年だっ

た。 

 今年度は主任という役職を頂き、不安もあるが職員と園長を繋ぐ架け橋として、また保

護者の方と園とを繋ぐ架け橋として頑張っていきたい。 

 また、常に考えながら保育にあたっていきたい。社会人として当然のことだが、日々の

保育で流されがちなことのように思う。「何故こうするのか」ということを考え、振り返り

ながら子どもたちの成長を見守っていきたい。 

 

保育士 黒田 奈央子 

 

昨年度は２歳児の担任をさせて頂きました。元気いっぱいの子どもたちと楽しく１年間過

ごすことが出来ました。日に日に「自分で出来る事」も増え、子ども同士で協力する姿も

見られるようになり、子どもたちの成長を身近で見ることができ嬉しく感じました。 

成長と共に一人ひとりの長所や短所が見えてきました。長所はその子の個性になるように、

短所は少しでも出来るようになる為の保育を私自身努力していきたいと思います。 また

先輩方のアドバイスのおかげで、自分にとってプラスになることが多くあり、たくさんの

ことを学ぶことが出来ました。 

今年度は０歳児の担任になり、活発で可愛い６名の子どもたちと一緒に楽しく生活して

います。生まれて間もない子どもたちで、月齢によってミルクや離乳食が違うので、自分

なりに調べたり、分からないことは先輩方に聞いたりと知識を増やし保育を行ってきまし

た。大きな声で泣いていた子どもたちですが、今では泣くことより笑顔を見せてくれるこ

との方が多くなりました。また、休み明けの子どもたちの姿を見ると目に見えるほど大き

く成長しているのが分かり、驚くことばかりです。一人ひとり活発になり、ハイハイや一

人歩き等をして移動することを楽しんでいる子どもたち。怪我や転倒に留意して、様々な

物に触れながら楽しい日々を送っていきたいです。また季節ごとによってかかりやすい病

気もあるので、体調面を慎重に見ていきたいと思います。 

担任同士でも協力し合って保育を行っていきますが、保護者の方とも連携を取りながら子

どもたちの成長を共感していきたいと思います。 

 

保育士 栁田 紗希 

 

今年度、たま保育園の新任職員として、もも組０歳児を担当させて頂くことになりま

した。初めてのクラス担任ということで未熟ではありますが、０歳児ということで、言葉

に出来ない子どもたちの思いを大切に受け止め、一人ひとりの個性を理解し、それぞれに



あった言葉掛けや援助を心掛けて、保護者の方々と共に子どもたちの発達の様子を見守っ

ていきたいと思います。 

また、保育士としてだけではなく、社会人としても未熟なので、社会人としての秩序と

礼儀を身に付け、保護者の方や一緒に保育を行う職員の方々に信頼されるよう努めたいで

す。保育士として、健康面にも留意し、無欠席を目指し、子どもたちと共に成長していけ

るよう、保育を行う中で“学ぶ”ということを忘れずに先輩方を見習い、分からないこと

はそのままにせず、先輩方から教えて頂いたことなど一つひとつ確実に覚えて日々精進し

ていきたいと思います。 

 

保育士 稲川 いみ子 

 

昨年度は、もも組１歳児と一時保育を担当させて頂きました。１歳児は子ども７名でした

が男の子が多く、元気いっぱいのクラスでした。最初は、自分の思いを言葉にできずに、

泣いたり、子ども同士のぶつかり合いもありましたが、日々成長していく中で、言葉での

表現も上手になり、表情豊かになっていきました。ひとりひとりが少しずつ出来るように

なっていく喜びを、子どもと共に感じることの出来た楽しい一年でした。 

 今年度は、未満児のクラスフリーとして、沢山の子どもたちと関わっていけることは、

とても嬉しいことです。どのクラスの子どもたちとも、沢山触れ合い、個々に合った丁寧

な保育を心掛けて行きたいと思います。保護者の皆様とも、連絡を密にし、子どもたちが

安心して伸び伸びと園生活が送れるように配慮しながら過ごして行きたいと思います。今

年度も、よろしくお願い致します。 

 

                       保育士   五十嵐 裕美子 

 

 昨年２３年度は、２歳児ばら組を担任しました。男の子が１０名、女の子が４名と、圧

倒的に男の子が多い、とても元気で賑やかなクラスでした。２歳という年齢は、魔の２

歳・・・と言われるように、何でも自分でやってみたい、それじゃヤダ、ダメ！・・・等々 

自我が芽生え、わがままになったり反抗したり・・・。それとトイレトレーニングも始ま

り、人が人間らしくなる時期だと思います。そんな大事な時期だからこそ責任重大でもあ

り、また、ひとつ成長が見れる度に感動や喜びもありました。 

  ２４年度は、もも組 １歳児の担任です。かわいいちっちゃな子ども達１０名と日々

格闘しながらも楽しく過ごしています。まだまだママやパパに甘えていたいはずではあり

ますが、毎日頑張って保育園に登園してきます。私達保育士はママパパにはなれませんが、

子ども達が甘えられ、安心できるような存在でありたいと思います。お家のかたとも連絡

を密にし、成長の様子なども伝えていきたいと思っています。 

 

保育士 飯山 佳美 

昨年度は、２歳児ゆり組を担任させていただきました。入社１年目ということで、毎日不

安と緊張でいっぱいでしたが、１日１日を元気に伸び伸び過ごしている子どもたちを見て、

たくさん元気をもらうことができました。時には子どもたちの成長に驚かされ、時には子



どもたちから学ぶものもありました。初めは子どもたちと上手くコミュニケーション取れ

ず、「どう接したらいいのか？」と反省する毎日でした。ですが、先輩の先生に相談し、積

極的に関わっていくことで、徐々にコミュニケーションが取れるようになりました。今で

は「よしみ先生、これ見て！」と言われる度に、喜びを感じています。本当に充実した１

日１日を過ごすことができました。 

今年度は、１歳児もも組を担任させていただくことになりました。新年度から数カ月が経

ち、２歳児とは少し違った元気さやかわいさを感じている所です。もも組の子ども達は、

みんな外遊びが大好きでいつも元気に遊び回っています。私も、子ども達と一緒に裸足に

なったり、園庭を走り回ったり、体を使って一緒に遊びたいと思います。また、子どもた

ちが伝えたいこと、一生懸命話そうとしていることをしっかり受け止め、ゆっくりと信頼

関係を築いきたいと思います。今年度もよろしくお願いします。 

 

保育士 野手 繁子 

 

今年度は、昨年のもも 0 歳クラスを引き続き、もも 1 歳児クラスのお手伝いをさせて

いただきます。身体の成長と共に、言葉や友だちとの関わりの成長が著しく、急に活動的

になりました。例えば、一人が『せんせい』と言うと、それを真似してその言葉が連鎖し

て笑顔になったり、ひとつのおもちゃを巡って争奪戦になると、『かしてー』という言葉を

覚えたり、待つことや、譲り合うことを知り、自分の周りのお友だちとの関わりの中で、

いろんな表情を見せてくれます。 

一人ひとりの性格や興味関心を把握し、言動や行動を見守り、個性を大切に育ててい

きたいと心掛けています。保護者の皆様、子どもとの信頼関係を大切に、子育ての喜びや

悩みを話し合えるよう、子育ての応援をしたいと思っています。今年度もよろしくお願い

します。 

 

保育士 古山 久美 

 

牛ヶ谷保育園から異動となり、分からないことだらけの中ではあったが、もも組１歳児担

任としてかわいい子どもたちと楽しく充実した毎日を送ることができた１年だった。子ど

もたちのできることがひとつひとつ増えていき、新しい言葉もどんどん覚えていく姿は私

にとっての楽しみとなり、一緒に喜び、感動しながら私自身も大きく成長できたように思

う。前半は慌ただしさもありゆとりが持てない時もあったが、もも組（０歳・１歳）担任

間でもうまく連携をとり、コミュニケーションを密に図ることで後半は移行もスムーズに

行うことができた。今年度に得たものを次年度に生かし、日々学んでいきたい。 

今年度は持ち上がり担任となり、ばら組（２歳児）の子どもたちと毎日を過ごすことにな

った。ひとつ大きくなったことに喜びいっぱいの進級児と、たくさんの“初めて”に期待

と不安を抱えた新入園児。子どもたちの気持ちに寄り添い、共感し、一緒に泣いたり笑っ

たりしながら様々な経験を通して共に成長していけたらと思う。「みんなちがって、みんな

いい」というようにひとりひとりのペースに合わせ、個性を大切にしながら子どもたちと

向き合い、キラキラした笑顔あふれるクラス作りを目指して頑張りたい。 



 

保育士 中久喜 道世 

 

昨年は、保育士一年目として社会人としての始まりの年月でした。左右分からず、先輩

保育士の方々にご指導・アドバイスを頂きながらの取り組みとなりましたが、思うように

活動を行っていくことが出来ずに日々が淡々と過ぎてしまいました。基本的な社会人とし

ての心得や子どもの家庭内状況、子どもの発達理解など、たくさんの視野がまだまだ未熟

であると感じています。しかしながら、周囲の先輩方のご指導・アドバイスを参考し、一

人の保育者として子どもと接する大人として自分自身を磨いていきたいと思います。また、

先輩方との交流も少なく、わからないことが日に日に増えてしまったこともあるため、保

育情報はすぐに聞いたり、自ら知っていこうと思います。 

今年度は二歳児という子どもの成長過程の中で特に貴重な時期とされているため、ひと

つひとつを丁寧に取り組めるように努めていきたいと思っています。特に、個人の発達時

期に合わせた声掛けや対応を心がけていきたいと思います。また、改めて『見守る』とは

なにか？子どもを見守ることについて考えながら取り組むことができるようになりたいで

す。同時に、少しずつ自分自身に自信がもてるように心身ともに力強くなっていきたいと

思っています。そして、自信を持って子どもたちと関わりを持っていきながら保育の視野

を広げていきたいです。今年度も、多くの先輩方にたくさんのご指導とアドバイスを頂く

と思いますが、きちんと受け止め、自分なりに見直しながら取り組めるようにしたいと思

います。また、最低限でも周囲の方々のお役に立てるように努めたいと思います。今年度

も何卒よろしくお願い致します。 

 

保育士 寺方 瑠美 

 

 昨年度は、２歳児ゆり組の担任をさせていただきました。一年間、パワフルでかわいい

子どもたちに囲まれながら楽しい毎日を送ることが出来ました。４月の進級・入園当初か

ら比べると一番成長や発達が多く見られるこの一年間はとてもやりがいがあり、子どもた

ちと丁寧に向き合いながら生活を進めていました。自我がはっきりと確立していき、子ど

もたち同士ぶつかり合うこともありました。しかし、時には保育士が仲立ちし解決してい

くうちに子どもたち同士で話したり解決していく力を身につけていきました。生活面でも、

身の回りのことを自分たちで整理し管理できるようになり、年度の後半にはすっかりお兄

さん・お姉さんになりました。そんな子どもたちの姿と寄り添うことが出来、私自身もた

くさん教えられ学ぶことが出来ました。担任間では、そんな子どもたちの様子をよく話し、

相談し合いながら一年間過ごしてきました。保護者の方々ともよく話をさせていただき、

情報交換が取れました。とても有意義な一年を過ごすことができ、嬉しく思っています。 

 今年度は、持ち上がりで３歳児すみれ組、そして幼児クラスの担任となりました。異年

齢の中での３歳児の子どもたちを支え、様子を見守りながらまた、新しい経験を一緒にし

ていきたいです。また、保育士全員で子どもたちの生活をサポートしていきたいと考えて

います。今年度も宜しくお願いいたします。 

 



保育士 鈴木 友利香 

 

昨年度は、保育士になって 1年目ということもあり、毎日が日々奮闘でした。保育士と

はどうあるべきか、子どもたちにとってよい先生とはどんな先生だろう、こんなときどう

声をかけたら子どもたちにちゃんと伝わるだろうか、悩むことがたくさんありましたが、

先輩保育士の方々に教えていただいたり、姿を見て学び、まずは子どもたち一人ひとりに

きちんと向き合うよう心がけてきました。子どもたちと共に生活し、月日を重ねるごとに、

少しずつ信頼関係が築き上がり、楽しい毎日を過ごすことが出来ました。また、昨年度は

異年齢クラス、その中の年長・さくら組の担任をさせていただきました。異年齢の中で年

長者とはどうあるべきか、また小学生になる自覚とは何か、子どもたちと共に考えてきま

した。年度の初めは自分優先だった子どもたちも、後半になるとまわりに目を向け、自分

たちで話し合って物事を解決したり、相手を思いやる姿が多く見られました。また、年長

になると行事が一段と増え、楽しいことも大変なこともありましたが、みんなで乗り越え

る団結力が身に付いたと思います。 

今年度は、幼児クラスの中の３歳児を受け持つことになりました。元気いっぱいでかわ

いらしいすみれ組の子どもたち。進級して幼児クラスになり、お兄さんお姉さんたちと共

に生活していく異年齢に慣れ、より成長していくことでしょう。そんな子どもたちの関わ

りを支え、職員一致団結し、毎日笑顔で楽しく過ごしていきたいと思います。 

まだまだ未熟なところがたくさんありますが、今年度もよろしくお願いいたします。 

 

保育士 荒井 珠紀 

 

 昨年度は未満児フリーで主にばら・もも０のお手伝いをさせて頂きました。 

 今年度は幼児クラスのすみれ組の担任をさせて頂くことになりました。すみれ組も昨年

度のばら・ゆり組の１月より少しずつ異年齢保育に入ってきていたのでスムーズに入って

いくことが出来ました。 

 さくら・たんぽぽ組は、小さな子の目線で声を掛ける姿は素晴らしいです。自然にでき

るのはやはり異年齢保育ならではないかと！と思います。また今年度は８人の保育士がロ

ーテーションで 69 名の子どもたちと関わりを持つことが出来るので楽しみです。異年齢と

平行に『見守る保育』も成長しています。一人ひとりの興味や行動範囲が広い分難しく日々

勉強!!の毎日です。 

 毎日の子どもたちの気持ちの変化、行動の変化、目の輝きを大切に保育していけたらと

思っています。子どもたちからパワーをもらって頑張ります。変化しながらも常にパワフ

ルな子どもたちの目線で…また保護者の方の目線でより良い保育が出来るよう努力してい

きたいと思います。 

 

保育士 鈴木 歩美 

 

昨年度は、２歳児ばら組の担任をさせていただきました。１年間を振り返ると、２歳児の

成長が大きく見られた１年間でした。言葉が増えていくと共に、会話が成り立つようにな



ると毎日笑いが絶えずにぎやかな楽しい毎日を過ごすことができ子どもたちもできること

が沢山増えていったように思います。また子どもたち一人ひとりの発達に合わせ、担任や

保護者の皆様と日頃の様子を伝え合いながら成長を見守ってこれたように感じています。

そして今年 24 年度は、異年齢の幼児クラス年齢別では４歳児たんぽぽ組の担任となりまし

た。１年ぶりの幼児クラスですが、やはり３・４・５歳児になると心も体もお兄さん・お

姉さんになり、年下の子にそっと手を差し出し「どうしたの？」と目線を合わせて声を掛

けている姿をどこでも見かける毎日です。そんな日々のなか、子どもたちに合った環境・

保育とはどういったものなのか保育士同士で意見を交わし合い保育士間の連携も密にとり、

一人ひとりとの関わりを大切にしています。また年齢別での担任となる４歳児は、ちょう

ど間の学年となります。様々な気持ちが芽生えるこの年頃に、どんな思いでいるのか子ど

もたちの気持ちを受け止め、“どうしたらいいのか”の答えが出せるよう一緒に考え、寄り

添っていきたいと思います。私は今年度で保育士３年目となりますが子どもたちにとって

楽しい保育生活が送れるよう笑顔で関わっていくのはもちろんのこと、保護者の皆様から

も家庭での様子等お聞きしながら、子どもたちの個性を大事に、信頼関係を築いた安心す

る毎日を子どもたちが過ごしていけるように日々の保育を努めていきたいと思います。今

年度も宜しくお願い致します。 

 

保育士 今泉 伊杏 

 

たま保育園と出会い、夏期からボランティアとして関わり、子どもたちの運動能力、体

力に驚き、子どもたちの生活力、生きる力、遊びや生活面での積極性にも驚きました。ま

た、先生方の子どもたちに関わる姿が、時には母親のように優しく寄り添い、気持ちを共

有し、時には子ども同士のように遊び、笑いあい、時にはいけない事をどうしたらいいの

か子どもたち一人一人と真剣に向き合う姿に、心を打たれ、「ここで保育士として成長した

い」と思いました。そして今年度より、社会人として、たま保育園の保育士として新たな

スタートをきることができ、嬉しく感じています。 

子どもたちにとって、私の存在が安心できるもの、楽しいなと感じてもらえる保育士を

目指し、子どもたちとは、たくさん遊び、たくさん笑いあい、笑顔溢れる一日一日にして

いけるよう、子どもたち一人一人に寄り添い、向き合っていきたいと思います。子どもた

ちと共に、大きく成長できるよう、子どもたちの保育環境にいる一人の大人として、人間

性を豊かに出来るよう、様々なものに積極的に働きかけ、勉強を怠らないようにしていき

たいです。また失敗を恐れずに、何事にも前向きの姿勢で挑戦していきたいと思います。

たくさんの失敗、たくさんの方々にご迷惑をかけることとなりますが、保育士として、社

会人として、一人の大人として、精一杯努めていきたいと思います。これから、宜しくお

願い致します。 

 

保育士 石井 愛加 

 

23 年度は異年齢(幼児)クラスの担当、学年では年中児、たんぽぽ組の担任を持たせてい

ただきました。3，4，5歳児がいる異年齢の中での間の学年ということで、子どもと共に



一緒に考え、時には悩み葛藤を経験したように思います。その中で子どもたちの成長する

姿(言葉や行動)はとても感動するものがありました。異年齢という枠の中では子どもたち

の姿はもちろん、保育士として時には手本になれるような姿であるよう気を付け行動する

よう心がけていました。職員間の連携もさらに難しさを感じ、後輩職員からみた自分自身

の姿がどうであるか…これでいいのか…考える時期もありましたが、周りの先生方の多く

のサポートがあり、子どもたちと楽しみながら 1年間過ごすことが出来ました。 

 今年度は、昨年度に引き続き、幼児クラスの担当、学年では年長児、さくら組を昨年度

からの持ちあがりで持たせていただいています。就学前の大切な 1 年間ということで保護

者の方と情報を共有しながら、生活の中から、子どもたちにとってより良い保育の内容に

していけるよう、努力していきたいと思います。幼児クラスとしては、担当になり 3 年目

となるので、保育園での生活、遊びがより、子どもたちにとって楽しいものと感じてもら

えるような内容を、職員全員で考えていけるように努力していきたいと思います。今年度

もよろしくお願い致します。 

 

保育士 鴨志田 尚美 

 

昨年度は、ももぐみ０歳児を担任させていただきました。 

４月は３人の子どもたちとスタートしましたが、徐々に仲間が増えてとても賑やかなクラ

スになりました。個性豊かな子どもたちとの生活は、何か珍事件が起こり、毎日笑いが絶

えませんでした。０歳から１歳にかけての成長はめざましく、その成長を間近で見る事が

出来、また保護者の方と喜びを共感することができたことをとても嬉しく思っています。 

 今年度は幼児クラス、年齢別活動では５歳児さくらグループを担当させていただいてい

ます。昨年との年齢のギャップがありますが、元気いっぱいの子どもたちにパワーをもら

って刺激的な毎日です。また、担任ローテーションや異年齢保育は私にとって初めての経

験ですが、保育士のチームワークを大切にし、子ども達の細かな情報も保育士同士で共有

することで、より子ども達の事を把握しやすくなりました。少しでも多くの子ども達と信

頼関係を築けるよう、一人ひとりに応じた関わりを大切にしていきたいと思います。 

 さくらグループは、園生活最後の一年です。既に文字の練習等、就学に向けての取り組

みも始まっており、みんな年長という自覚があるのでしょうか、どの活動にも意欲的に取

り組む姿が見られています。これからたくさんの行事が控えていますが、私も子どもたち

と一緒に楽しみ、思い出に残る一年にしていきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 

保育士 中島 栄子 

 

 昨年度は幼児クラスのフリーとして、初めて『異年齢保育』に携わりました。今までは

未満児クラスを担当していたので、少し不安があり緊張しながらのスタートでしたが、子

どもたちが自主的にいろんな事を行っている姿を見て、異年齢保育の素晴らしさを実感し

ました。日々の関わりの中で、思いやりや協調性が培われ、ごく自然に態度となっている

ことに驚き、感激しました。また、指示や抑制ではなく『見守る』ことにより、子どもた



ちに自主性が芽生え育っていったように思います。担任ローテーションで、幼児クラスの

子どもたち全員と関わり、一人ひとりのいろんな姿を見ながら成長を感じていました。 

 今年度は全体のフリーとして各クラスの補助に入っています。たくさんの可能性を持っ

た子どもたちの笑顔と生き生きとした姿をゆったり見守れるよう心がけたいと思います。 

 

保育士 森脇 ゆりか 

 

昨年は感謝の年でした。保育と環境を二人で行ったお陰で自分の知らない分野を教えて

頂きマンネリ化する歯止めになりました。又、にじ組は７時３０分に開きますが、駐車場

では朝早く楽しみに待っていて下さるご父兄にも感謝の連続でした。 

にじ組を利用している子どもたちは様々なコーナーで集中して遊んでいます。ままごとコ

ーナーでは、昨日の遊びの続きを始める園児たちもいて、ちょっとした物語ができていま

す。製作コーナーでも自分の手で紙を切ることを知り、色々な物を作ってはお土産として

持ち帰ったり、部屋に飾ったりしています。ブロックコーナーは男の子に人気で力を合わ

せて一つの大きな物まで作り上げています。ゲームコーナーでは、オセロ、将棋、かるた、

パズルなど自分に見合った物を選び友達と戦っています。絵本コーナーは人気があり読ん

であげるのに順番待ちですが、お友達の持ってきた本でも真剣な眼差しで聞いています。

絵が少なく文が多い本に興味を持ち始めた子どもには途中まで読んで、残りは家の人にも

協力をお願いしていますが、最近は本の貸し出しが増えています。 

にじ組の部屋は、子どもたちが作った小さな世界のようにそれぞれのコーナーに活気があ

ります。今年度もこの素晴らしい雰囲気を大事にして、未来ある子どもたちを応援したい

と思っています。そして、環境にも気を配って行きたいと思います。 

 さて、ホールの壁に「５つの心」の教訓が飾ってあります。私が初めてこの園を訪れた

時、「すばらしい！」と感じた言葉です。『 「お早う」御座います（明るい心） 「はい」

と言う（素直な心） ごめんなさい（反省の心） 私がやります（積極的な心） ありが

とう（感謝の心）』 子どもにも大人にも当てはまる言葉です。２４年度も同じ仕事の繰り

返しですが、この教訓を胸に頑張りたいと思います。 

 

事務員 大島 泉 

 

日々の業務の他に、環境を整えるということを行ってきました。「自分だけがわかる」ので

はなく、「誰もがわかる」ファイリングを行い、途中、雑になってしまう部分もありました

が、業務全般に「これでいいのか」「こうした方がもっといいのでは」という気持ちで取り

組みました。 

今年度は事務業務の独り立ちという不安もありますが、園長や主任と報告・連絡・相談

をしっかり行い、業務を行うより良い環境をつくり、スケジュールをきちんとたて頑張っ

ていきたいです。今、私には何ができるのかと考え、「子どもの為に」と頑張る職員をサポ

ート、そして、社会人としてのマナーなど、自分も成長しながら、職員にも指導できるよ

う頑張っていきたいです。 

 


