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連のお客様も﹁頑張ってね﹂と声を

大学からは﹁心を入れ替えるならま

冗談半分で誘ってくれました︒

気に入ったようで︑﹁うちに来い﹂と

その言葉に救われたのは︑幼児教

だチャンスはあるよ﹂と言われまし
たが︑保育士を目指す気持ちは冷め

す︒大学で取得できる社会福祉主事

どアルバイトをした時期もありま

その後︑児童養護施設で１年半ほ

たとき︑ふと明和会のことを思い出

を出す﹂と言われ︑答えに窮してい

こで就職活動を終わらせるなら内定

ときです︒面接を受けた企業から﹁こ

育の道を諦め一般企業を受けていた

任用資格があれば︑保育士の資格が

したのです︒私は明和会の求人を片

てしまいました︒

実習先の職員との折り合いが悪
なくとも児童指導員になれるケース

手に﹁ここを受けようと思っている

︱︱大学では幼児教育を学んでいた

かったのがきっかけです︒実習先の
があるのです︒しかし︑そこでも正

ので辞退させていただきます﹂と答

そうですが︑なぜ進路を変更したの

保育園では昼休みに２ページ程度の
職員には就けませんでした︒

ですか︒

実 習 日 誌 を 書 く の が 通 例 で し た が︑

けて合格し︑今に至るというわけで

えました︒そして明和会の選考を受
︱︱では︑明和会を選んだきっかけ

す︒

私は７ページの日誌を自宅で書き終
え︑昼は休んだり仮眠を取ったりし
はなんだったのでしょうか︒

理事長が大学で行っていた授業

顔で返したら︑理事長は﹁ずる賢い

﹁ちゃんと計算しています﹂と平気な

だ ろ う ﹂ と 言 わ れ て し ま い ま し た︒

入ってくるな︒わかってやっている

あ る 日 理 事 長 に﹁ 毎 回 ギ リ ギ リ に

者さんから﹁明日は休み？

してくれるようになりました︒利用

をやるよ﹂と言うと返事をして行動

ん声掛けに振り向いてくれて︑﹁これ

距離を感じていたのですが︑だんだ

す︒最初は話しかけても反応がなく

かれていくことにやりがいを感じま

利用者さんと徐々に信頼関係が築

じるのはどんなときですか︒

︱︱入職して︑やりがいや成長を感

ていたのです︒それが良くなかった

ようになりました︒子どもたちや保

を︑たまたま私も受けていたのです︒

ようで︑職員から冷たく当たられる

護 者 か ら は 評 判 が よ か っ た も の の︑

当時の私は遅刻の常習犯で︑授業開
分で欠席になるところを毎回

実 習 先 が 付 け た 評 価 は 最 低 ラ ン ク︒
始後

分に滑り込んでいました︒すると︑

のと計画性がある︑どちらの評価を

りしてね﹂などと話しかけられると︑

ゆっく
されたいのか﹂と言うのです︒﹁私に

その優しさに嬉しくなります︒
最近は仕事も身につき︑メモを見

袋井学園の生活支援員である中村
勇太さん︒２０２０年︑社会福祉法
人明和会に新卒で入職しました︒も
ともと人と関わる仕事がしたいとい
う思いはあったものの︑大学の専攻
は幼児教育科︒そんな中村さんが明
和会に応募したきっかけは︑理事長
の一言でした︒

︱︱学生時代に打ち込んだことはあ
りますか︒

大学の４年間︑浜松の繫華街のコ
ンビニエンスストアでアルバイトに
打ち込みました︒夜の街で働く人や
お酒を飲んだ人など多様なお客様に
接し︑人を見る力が身についたと感
じています︒中には困ったお客様も
いて︑印象的なのはＡＴＭでトラブ
ルを起こした方です︒酔った男性が
﹁ＡＴＭにカードが入らない﹂と騒い
でいたのですが︑手にしているカー
ドはポイントカード︒しまいにはＡ
ＴＭの横の受話器で電話を掛け始め
てしまったので︑警察を呼んだこと
を覚えています︒
お客様対応の他にも︑長く働いて
いたのでシフト作りや新人教育も担
当しました︒就職で辞めるときは常

なくとも体が動くようになってきま
した︒今は︑より効率的な手順を模
索しているところです︒

︱︱最後に︑今後の仕事への意気込
みをお聞かせください︒

作業は覚えても︑支援の面ではま
だまだです︒私が担当する自閉症の
名︒施設
名入所しています︒自分

グループの利用者さんは
全体では

の持ち場の利用者さんも理解しきれ
ていないので︑ほかのグループの方
などは本当にわかりません︒利用者
さんに対する理解を深め︑一人ひと
りに合った支援をしていければと思
います︒

挫折を乗り越え︑福祉の道を選ん
だ中村さん︒若さみなぎる中村さん
の活躍は︑始まったばかりです︒

※2020年6月時点

掛けてくれたものです︒

中村 勇太
生活支援員
袋井学園
とってはどちらも褒め言葉です﹂と
答えると︑理事長は私の受け答えが

■問い合わせ先：0538-42-3228
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新入社員 紹介
めいわ可睡保育園
すずき

なつみ

鈴木 菜つみさん
趣味・特技：
音楽を聴くこと、
ショッピング、
走ること、水泳

1. やると決めたことを最後まで諦めずに努力したり、困っている
人を見ると自分のことのように考えたりする性格です。
また、楽

しいこと、
体を動かすことが大好きです！

2. めいわ保育園の方針の「一人ひとりを大切に」というところに
共感したからです。個を大切にすることが私の理想とする保育

士の姿なので入社しました。
また、実習の際、保育園の先生方
の温かい人柄に魅力を感じました。

3. 子ども一人ひとりを理解し、寄り添い、安心感を与えられる保

育士になります。
また、子ども達と笑顔で楽しく遊び元気に過

ごしていきたいと思います。

4. まだまだ分からないことも多く、緊張や不安でいっぱいです
が、精一杯頑張るのでご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いい
たします。

明和保育園オハナ
ま つし た

じゅ ん な

松下 純奈さん
趣味・特技：
読書、手芸などの物作り

1. 少し人見知りでおとなしそうに見えて、実は皆とワイワイ楽し
く過ごすことが好きです。

2. 面接の際に職員の方がとても明るく、楽しく仕事をしていると

感じ入社を決めました。
また、家庭的な雰囲気の中で一人ひと

りとじっくりと向き合える環境に魅力を感じました。

3. 子ども達のことを早く覚え、楽しく心地よい保育園生活を送っ
ていただけるよう努めてまいります。
また資格取得を目標に家
庭、仕事、勉強のバランスをとりながら過ごしていきたいと思

袋井学園
おおた

質問項目

新しく一緒に働く仲間を紹介します！
皆さん環境が変わって不安なこともあるはずです。
この機会に共通の趣味などを見つけて話しかけてみましょう♪
意外な一面が見つかるかも……？

1.
2.
3.
4.

ご自身の性格
入社の決め手
今後の目標
皆さんへのメッセージ

ゆうや

趣味・特技：
野球を観ること、
スノーボード

1. 優しい性格で外に出ることが大好きです。
2. 雰囲気が良くて、楽しそうな職員の方を見て、入社を決めました。
3. 皆に好かれるような、支援員を目指します。
4. 知識もなく、まだまだ未熟ですが頑張っていきますので、ご指
導のほどよろしくお願いいたします。

からす森デイサービスセンター
か とう

ななみ

加藤 奈々美さん
趣味・特技：
子どもと遊ぶこと

1. 恥ずかしがり屋で人見知りをする性格です。

2. 知人から紹介してもらったことがきっかけで、とてもしっかりし
ている福祉施設だなと思い入社しました。

3. 早く仕事に慣れて少しでも役に立てるようになります。
4. 分からないことが多く、足手まといになるかもしれませんが、
頑張ってついていきますのでよろしくお願いいたします。

明和第二保育園
しゅ ん

廣川 駿さん
趣味・特技：
バイクに乗ること、
サッカー

とを吸収させていただきながら成長していきたいと思ってお

1. 明るく陽気な性格で、体を動かすことと食べることが大好きです！
2. 園の子ども達と、職員の仲良く楽しい雰囲気に魅力を感じました
3. 子どもの成長を見据えて保育のできる保育士になりたいと思

くお願いいたします。

4. 何事にも全力で取り組みますのでよろしくお願いいたします！

います。

4.どんなことも前向きにチャレンジし、皆さんからたくさんのこ
ります。笑顔を忘れずに頑張ってまいりますので、
どうぞよろし

います。

い とう

ゆか

伊藤 由香さん
趣味・特技：
大好きなアーティストのライブに
行くこと

1. すごく楽観的な性格で、嫌なことがあっても一晩で忘れられます！
2. 私自身、明和会の保育園を卒園しており自分が通っていた明

太田 有哉さん

ひろか わ

袋井学園

和会で少しでもお役に立てればいいなと思い入社しました。

3. 今はとにかく仕事を覚えることです！仕事がちゃんとできるよ

明和第一保育園
かたやま

ひな

片山 日菜さん
趣味・特技：
YouTubeを観ること、
ひとりで買い物に行くこと、
旅行、書道

1. 明るく好奇心旺盛な性格です。
2. 就職活動中、明和会を見学させていただいた際、それぞれの

園に魅力を感じました。特に職員の方々が親切で優しく、温か

さを感じたことが印象的です。

うになったら色々な資格を取得したいと思っています。

3. 少しでも素敵な保育士になれるよう、子ども達と過ごす中で

いいたします。

4. 至らない点も多々ありますが、ご指導のほどよろしくお願いい

4. 分からないことだらけでご迷惑おかけしますが、よろしくお願

あきは寮
みつおか

なぎさ

密岡 凪沙さん
趣味・特技：
書道、
Johnny’sを愛でること、
音楽を聴くこと

1. 緊張しいで心配性ですが、明るい性格で面白いことや楽しい

成長していければと思います。
たします。

明和保育園オハナ
なかがわ

みゆき

中川 実有紀さん
趣味・特技：
パン作り、多肉植物集め

ことが大好きです。
漫才やコントをよく観ます。

1. 体を動かすことが好きで、休日は子どもと公園で遊んでいま

気で温かい雰囲気に魅力を感じました。

2. 知人の紹介で見学に行かせていただきました。対応してくだ

2. 障害者や高齢者、子どもといった幅広い事業展開と、明るく元
3. 福祉の経験や学びがなく、分からないことばかりです。恐れず
に経験を積み、勉強に励みます。

4. 分からないことばかりですが、日々多くの経験をし、学びなが

ら精一杯頑張ります。
ご指導のほどよろしくお願いいたします。

明和苑デイサービスセンター
た て いし

まい

舘石 麻衣さん

す。家でゴロゴロすることも好きです。

さったどの職員さんも優しく丁寧で、
とても良い印象を受けま

した。

3. まだ経験が浅いため、保育の経験を積んでいきたいと思って

います。子ども達や保護者の方々、一緒に働く職員の皆さんと
良い関係を築いていきます。

4. 保育の経験が浅く、皆さんに教えていただくことが多々あると
思いますが、
よろしくお願いいたします。

趣味・特技：
映画鑑賞

1.コツコツとやるタイプです。口下手なところもあります。
2. 利用者さん一人ひとりとじっくりと向き合えるところ、スキルや経
験ではなく、
人柄重視であるところに魅力を感じ入社しました。

3. 利用者様、職員とじっくりと向き合い、関係構築していきます。
また、一緒に働く者同士の連携を大切に、チームとして働くこ

とで自分の視野を広げたいと思います。

4. 准看護師の資格を取得しています。スキル、経験は浅いです

が、皆さんの力を借りて頑張っていきたいと思います。
よろしく
お願いいたします。

DO YOUR
BEST!

