
愛護新聞 _Vo.106

愛 護 新 聞

いこまこども園愛護会　令和 2 年 3 月発行



「こども園の先生の1日って？？」とふと思ってしまいませんか？
今回は、そんな「？」にスポットをあててみました。

では、きりん組の先生の1日を見てみましょう!

先生の1日を紹介!

プロフィール
福井 綾菜先生（きりん組）
入園３年目
趣味は旅行と音楽鑑賞（J-POP）
座右の銘は毎日笑顔

今回 1日密着を
お願いした先生は…

登園

お仕事開始

朝礼の伝達
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これから読む絵本の準備!!
「はじまるよっ! はじまるよっ!」
と絵本を読む前の歌を歌うと、
騒いでいた子ども達が一斉に
集まります

ばんび組さんは、きりん組か
ら自分たちの教室へ移動! 
園児の数は減りますが、
次の準備で忙しそうです

4 人づつ呼んで
順番にお手洗い。
おやつを前に
園児達もソワソワ

床にたくさんごはんおとしちゃってます…
床の拭き掃除の後は、お着換えのお手伝い。
束の間の昼休憩でした…

おやつを食べる前に園歌や、季節の
歌を歌います。福井先生の
ピアノに合わせて
園児たちが元気に
歌っています

全員の製作が終わった後は、
子どもたちに帽子と上着を着せ園庭へ　
靴を履くのが苦手な子もチラホラ　
全員移動させると
見守りタイムです

調乳の間にシール帳の準備。
お皿で遊ぶ子どもがいないかな?
などこども達を
見守っています。

制作が終わった子から順番に園庭へ 
福井先生は残って残
りの子どもたちの製
作を教えています

教室に戻るため園児を整列させて誘導。
戻ったら服を脱がせたり、
掃除機をかけたりと
バタバタです

手洗いなど終わったら
机に着席させて食事の準備　
配膳の間、福井先生による
紙芝居の朗読が始まります

片付けなど行いながら
ちゃんと食べているかもチェック !!

おやつタイムが終わるとお皿を片付け。
その後、お帳面にひとり1人シールを貼っ
て貰っています。
終わった子から
おトイレタイム!!

セパレータや畳を敷いてパズルや
お人形遊びの準備。　
重そうですが軽々と
運ばれていますね

絵本の準備・絵本の時間

ばんび組さん、教室に移動 おやつの準備

お食事の片づけ

朝の会

園庭遊び

調乳（朝のおやつ）

園児たち園庭へ 教室に戻って給食の準備

給食の準備給食の時間

清掃とお帳面シール張り おやつの後のお遊びの準備

先生のお仕事はまだまだ続きます。続きは P.4 へ

おはよう

ございます〜

この時期朝は寒いの
で防寒対策は
バッチリ !!

８分でさっと
お着換え !
まずはお部屋
の準備から
開始 !!

園児と遊びながら
本日の朝礼の伝達。
同時作業で忙しさが
伝わってきます

登園した子ども達から目を離さな
いよう細心の注意を払われてます

子どもたちを整列させてきりん組に移動 ! 
みんな先生の言う事を聞いて移動してます

おもちゃを出して園児たちと朝のお遊び
タイム。本を読んだり、おもちゃで一緒
に遊んだり子ども達も楽しそうです

お遊びタイムが始まったら子供たちが遊んで
いる間に制作の準備です

お遊びと並行して園児数人づつ
呼んで製作をして貰っています 
根気よくやり方を園児に説明さ
れてます

きりん、ばんび組園児受入 ばんび組からきりん組に移動

引き続き園児達の朝の受入

お遊びタイムと製作準備製作

大忙し!

急げ !

 急げ !

順番に手を

あらおうね

これでヨシっ

バイキンマンだよ
バイキンマンだよ

先生あのね先生あのね

キレイ・

キレイ♪

お茶ですよ〜

おいしいね〜

ふきふきっ
行きますよ〜
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16:15 16:20

帰る支度が終わると次はお歌
の時間 ! 音楽に合わせて整列 
福井先生のピアノに合わせて
歌います

終りの歌を歌い、その後は今日の出来事を
みんなで思い出しながらお話したり、明日
の予定を連絡しています

終わりの会

終業

17:00
本日の業務終了!
帰りは「のの様」に今日1日のお礼後、
帰宅の途へ

1日、先生と園児たちの保育を見学させて頂きましたが、"子供たちは可愛い"ですが、それ以上に、

大勢になると"お世話も指数関数的に大変"なんだと痛感致しました。

そんな中、先生たちが、休む間も無くお世話されている後ろ姿は、非常に頼もしく、安心を覚えました。

この記事を通して多くの保護者様が、保育の現実を感じて頂ければ幸いと思います。

末筆では有りますが、お忙しい中、快く取材に応じて頂きました「福井先生」、有難う御座いました。

お疲れさまでした

終わりの会の時間

◆ ◆ ◆  編 集 後 記  ◆ ◆ ◆

広報係を初めて担当しました。保育士の先生方が、いかに日々忙しくさ
れているかを知れたり、生駒市長と対談する貴重な経験も出来たり、
とても充実した一年を過ごせたと思います。ありがとうございました。

　　　　　　

　　赤 2組　林

初めて広報担当しました。卒業制作をもっと充実させたかったのですが、
インフルエンザの流行も有り、イメージ通りの絵が撮れませんでした（悲
加えて、愛護会会長、副会長にもお手伝い頂き、何とか形になったようなモノです！（汗
皆様、有り難う御座いました！！
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤2組　藤原

あお組さん

卒園制作を作ったよ
園舎の壁に掛けられているこども達の顔。

これは卒園するあお組さんが自分たちの顔を

粘土で作り、園舎にある窯で焼きます。

卒園から6年間この場所に飾られ、

小学6年生の卒業式の後に園長先生・教論

に小学校卒業の報告を兼ねて、園に取りに

来るという習わしです。

卒園から6年後・ ・ ・。

みんなどんな風に大きくなってるかな？

じぶんの顔。
かわいく作れたよ!

目はこのあたりに
置いてOK!!

上手にできてる？
似てるかな？？

楽しいねー
粘土をコネコネ

良い感じに
できたよ!!
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御馳走様と言った後は
お昼寝時間… 
寝かしつけ対応に
追われます

園児が寝静まるとお帳面に記帳し
たり、睡眠チェック
表や日誌を作成。
この日は

『春をよぶ集い』の
衣装制作に掛から
れていました

お帳面を取り園児の帰り支度。  
先生がお手伝いしてます

園児を起こして布団を片付けます
起きた子どもから服を着替えさせ、
トイレへ誘導

机を拭いてお片付け。
お帳面を並べて次の支度
をしています

トイレに順番に連れて
行き終わった子どもか
ら遊ばせています。
遊ばせている間に
トイレの荷物確認…
最後まで忙しそうです。

杉本先生と明日の
打ち合わせ。
杉本先生も忙しく、
手早く立ち話で連絡
事項の伝達です

手を合せて頂きますの合図 おやつの間片付けやトイレの準備を次々
行われています。片付けが終わるとホット一息

お昼寝タイム 書類仕事

帰る支度

お昼寝終了

おやつタイム終了

お迎えまでのお遊びタイム明日の打ち合わせ

おやつタイム

ごちそうさま

でした～

おはよぉ〜
おはよぉ〜

フキフキフキフキ

起きようね〜
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生駒市長 小紫雅史氏と対談

生駒市の保育士問題。どの様にサポート？

生駒市の防犯対策や交通安全策は？

こども園 : 生駒駅前にファミリーレストランや、子ども連れでご飯が食べられる施設が少ないと思うのですが、
企業を招致するようなことは考えていないのでしょうか？

市　　長 : たしかに、座敷があるお店やファミリーレストランは、生駒駅前には少ないですよね。
生駒市から企業に働きかけるっていうのは、なかなか難しいのですが、最近では、『子ども連れOK
のお店ですよ』とか、『禁煙のお店ですよ』とか、『車いすの方も入れますよ』って言うことをちゃんと
分かるように標記した方が良いだろうと考えて、ステッカーのようなものをお店に貼って頂く取り組
みを進めています。

こども園  : それってベッドタウンっていうイメージが強くなってしまうと思うのですが。

市　　長 : そうですね。単なるベッドタウンは卒業しないといけないなと思っています。
昔はベッドタウンってブランドだったんですけど、今はどちらかと言うとマイナスなイメージだと捉えています。要は、寝るためだけに帰るまちってことに
なってしまうので。私は、仕事と生活、いわゆるライフ・ワーク・バランスにコミュニティが上手く融合するまちを作りたいと考えています。例えば、退職さ
れたお爺ちゃんが生駒駅前の図書館に来られるんですけど、話を聞くとビジネス経験が豊かな方がたくさんいらっしゃって、そういう方々にもまちづくり
に参加して頂きたいと考えています。生駒市は令和3年でちょうど市政50周年なんです。これまではベッドタウンで良かったかも知れませんが、これか
らの50年は住宅都市が柱になるのは従来のままですが、その上にコミュニティがうまく融合したまちづくりをして、女性や高齢者が地元でもっと働け
る場をつくったり、地産地消を促進したり、観光に力を入れたり、奈良先端大学と連携して人工知能やAIを取り入れた取り組みをしていきたいなと考
えています。

こども園  : そういうのが進むと、自然と子ども連れで行けるお店も増えていきそうですね。

市　　長 : そうですね、自然に増えてくると思いますし、もしかしたら自分たちでお店を作ってしまう方が早
いかも知れませんね。生駒駅の北口には、子育てが一段落したお母さん方が集まってクラウド
ファンディングで資金を調達して、シェアキッチンのようなお店を開いてらっしゃる方もいます。
ただ、生駒駅の周りは賃料が高くて。賃料が安ければお店を開きたいって方もいらっしゃるの
で、商工会議所と相談しているところです。

こども園 : 保育士確保は生駒市に限らず、全国的な課題となっています。
生駒市は「資格活かそう相談会」など、様々な取り組みをされていますが、確保
された後、生駒市から出ていかれないような取り組みはされていますか？

市　　長 : 新しい切り口の質問ですね。
まず、保育士さんを集めることはどの自治体もすごく苦労しています。
有資格者の方はたくさんいらっしゃるので、子育てが終わった方がもう一度生
駒市の保育園で働いても良いかなって思って頂けるような工夫はしていて、そ
ういう方だけを対象とした説明会を開催したり、バスに乗って園を回って、園
長先生とお話ししたり、実際に園の様子を見てもらうような取り組みをしていま
す。やはり、職場から数年離れていると、制度が変わっていたり、親子の関係
性も変わっていたりと不安や心配が多い様です。だから実際に現場を見て頂
いて、雰囲気を感じてもらうようにしています。園にも、多様な働き方を受容し
ていただけるよう説明しています。

それでもまだ保育士は不足しているので、引き続き取り組みを進めていきます。保育士を採用した後に定着するために何をしているかって話は
新鮮ですね。恐らく、採用するときと大きく変わらないのだと思います。柔軟な働き方を受容しないといけないし、待遇も改善しないといけないです
よね。これだけ激務ですから。そういう意味では、保育料の無償化だけでは不十分で、保育士の待遇改善とか給与アップ等に一部のお金を回
せれば、保育士の確保もできるんじゃないかなと思っています。保育士の方々の待遇もなんとか良くしたいのですが、数も多いので人件費が急
増すると財政との間のジレンマがありますね。

こども園 : 私の友人にも保育士がいて、給与や待遇の面も厳しいことは確かなのですが、やはり時間が一番足りないと言っていました。子どもが帰った後
も次のイベントの準備をしたり、時間外労働も多いし、体力的にも厳しいと。生駒市では、小学校や中学校にスクール・サポート・スタッフを派遣
していますよね。これを保育園にも派遣することはできないのでしょうか？

市　　長 : そういう発想はすごく良いですよね。スクール・サポート・スタッフは様々なスキルを有しているんです。そういう方を園で雇うというのも良いかも知れ
ません。例えば、授業の素材を先生ではなく、そういうスタッフに代わりに作ってもらうというのも発想としては良いと思います。ただ、小学校などで
は職員や保護者以外の方が校内に入ってくることを、こども達の安全面を考慮して不安に思うところもあるのが実情です。そういうところには、ス
タッフの位置づけをしっかりと説明していく必要があるんです。

こども園 : それは保育園も同じですね。園の関係者以外の方がいると、ちょっと不安ですね。
だから、今年度から送迎時には必ず保護者カードを首からぶら下げるように保護者にお願いをしました。

市　　長 : そうですよね、その辺が難しいですよね。でも本当に時間や体力が厳しい様なら、サポートスタッフを雇う、地域の方にサポートをお願いするってやり方
を考えても良いのかも知れませんね。生駒市としても、何か幼稚園や保育園にサポートできる取り組みを考えていきたいと思います。

こども園  : 最近、小さい子どもたちが巻まれる痛ましい事件・事故が全国で起きています。生駒市として、防犯対策
や交通安全に取り組んでいることを教えてください。

市　　長 : 交通安全の話からすると、大津市で起きた事故を受けて、市役所の職員が主要交差点をすべてチェック
してくれました。交差点もたくさんあるので、車通りが多いところや、歩行者の数、通学路とか園が近くに
あるといった要素から対象となる交差点を十数か所ピックアップして、交差点に安全柵を設置する工事
を今年から始めました。来年以降も何か所か設置して、3年ほどかけて対応していこうと考えています。や
はり生駒市は道が細いし、歩道も少ない。だから警察署やPTAにも協力して頂いて通学路点検を実施
して、危ないところは市道であれば迅速に対処しています。道を拡げるのは難しいですが、カーブミラーを
設置したり、セーフゾーンを拡げたり。生駒市では、この辺が危ないよってスマホで教えて頂く取り組みも
しています。

こども園  : 私、それ送りました。園の近くに子どもが落ちそうな排水溝があって。ちゃんと対応されていました。

市　　長 : ありがとうございます。防犯対策については、生駒市は犯罪率が全国有数に少ないんです。奈良市では、
人口1000人当たり年間で7件犯罪が起きているのに対して、生駒市では4件なんです。これは、地域の方
が、家の周りを見守りしてくれているのも大きいと思います。子どもが帰宅する時間帯に庭の水撒きをしてく
ださいとか、犬の散歩をしてくださいとかってお願いもしています。地域の方が見てくれていると安心しますよ
ね。あと、こども110番の家って生駒市が発祥か、全国で二番目くらいにやり始めたことなんですけど、見守
りをしてくれる家を更新しようとしているところです。先ほどお話しした通学路点検も、交通安全上危ないとこ
ろだけではなくて、防犯上も要注意だなって思うところも見るようにしています。加えて、去年の震災も踏まえ
て、ブロック塀とか、防災に関しても見るようにしています。防犯対策はすごく丁寧に対応していますし、警察
もご尽力いただいています。でも、まだ完全だとは言い切れないと思いますので、何かお気づきの点があれ
ば遠慮なく言って頂きたいと思います。

こども園  : ありがとうございました。

（聞き手／いこまこども園　瀧野会長、愛護会広報担当）

2019年11月25日（月）、いこまこども園の会長と広報係が生駒市長の小紫雅史さんと意見交換させて頂きました。
自分たちや子どもたちが生駒市やこども園で生活するうえで、「生駒市からこれからどういう取り組みをしていくんだろう」、

「子どもたちの安全は大丈夫なんだろうか」と日々疑問に思うことや不安に思うことに対して、
市長のお考えをざっくばらんにお聞かせいただきました。 

意見交換させて頂いたポイントは、「子育て」、「医療」、「環境づくり」の3点です。
事前に愛護会役員の方々にも質問を募集し、市長のお時間が許す限り、質問させて頂きました。

意見交換した内容は盛り沢山でしたが、ここではその一部を抜粋してご紹介いたします。
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