・不安なことは何ですか？大丈夫！ここにはきっとあなたの居場所があります。 （日吉保育園 園長）
・どんな仕事でも「楽しい事ばかりではない」ですよね。保育の仕事もそうですがその後に悩んだり、つらかっ
た事がふっとぶような感動を子どもたちからもらうことができます。その感動を日吉の先生たちと一緒に味わっ
てみませんか？

（主任保育士）

・日吉保育園は保育士として自分を成長できる場所です。子ども達と過ごす日々は楽しいことばかりではなく、
辛いこともあります。その中でも先輩方の保育士の言葉はあたたかいものや厳しい言葉もありますが、どの言葉
も自分のために思って言って下さる言葉です。だからこそ自分自身も素直になり成長できるんだと思います。ま
た、職員のチームワークは素晴らしいものです。保育に対する一人ひとり思いが強いからこそ成り立つものがあ
る日吉保育園にぜひ入ってきて下さい。 （４年目 保育士 女）
・日吉保育園は他の園と比べると、保育士の数も子どもの数も多いです。なので連絡事や報告をしっかり全員で
共有することや、役割を分担することなど、大変なことはたくさんあります。ですが、子の日吉保育園が誇れる
ところは、人数が多いからこそのチームワークだと思います。誰一人疎かにならない環境がここにはあります。
どんな時も助け合える仲間がいる日吉保育園、心からおすすめします。

（８年目 保育士 女）

・保育士として仕事をしていくなかで必要だと感じるのは元気と笑顔とチームワーク！毎日いろんな子どもたち
と関わる中で、同じ子どもは一人もいないし、関わり方もそれぞれ今もこの先も悩みながら、その中で楽しさを
感じて成長していくのかな・・・と思っています。日吉保育園で自分を支えてくれる仲間に出会えたこと、たく
さん教え、助けてくれる先輩に出会えたことに感謝です。

（４年目 保育士 女）

・日吉保育園は行事がたくさんあります。なつまつり、運動会、わいわいフェスティバル、ふゆのおんがくかい
など盛りだくさんです！準備は大変なこともありますがその分子どもたちとやりとげた喜びはすばらしい宝物
となります。職員もベテランの先生から若い先生もとても多く、楽しくとてもアットホームな職場です♪わたし
たちと一緒に楽しく協力し合いながら働きましょう！！

（３年目 保育士 女）

・毎日楽しいことばかりではありませんが、かわいい子どもたち、素敵な職員の方たちのおかげで乗り越えられ
ています。子どもたちだけではなく自分も成長できる良い環境だと思います。いずれご縁があればぜひ！
（５年目 保育士 男）
・優しい先生、おもしろい先生、厳しい先生、いろいろな保育士がいます。みんな違っても、子どもたちが大好
きなのは一緒。それぞれの良さを認め合いながら成長していける場所だと思います。大変なこともあるけれど、
自然とみんなで協力し合い、助け合っている環境がとても好きです。
（３年目 パート保育士（その前正規１１年） 女）
・子どもたちだけでなく保育士も育ててくれる素敵な園長先生の元、人間関係がとても良い職場だと思っていま
す。

（６年目 保育士 女）

・大変なこともありますが、保育士同士で相談し合い協力し合えるとても良い環境です。色々な行事もあり、子
どもたちとがんばって練習をしたり、成功した時にはすごく嬉しく自分自身も大きく成長できると思います。
（５年目 保育士 女）
・たくさんの子どもたち、先生が集まる園です。先生同士仲も良く何でも話し合える間柄です。また２児の子ど
もを出産し先生たちの協力もあり、育児と仕事の両立ができています。毎日楽しく仕事しています。
（２０年目（前園 １１年 本園 ８年） 保育士 女）

・子どもたちの笑顔・笑い声で癒されたり、元気をもらったり・・・子どもたちの成長がみれたときの感動、子
どもたちが自分たちを慕ってくれることの喜び、とてもやりがいのある素敵な仕事です。そして保育士同士、何
でも話し合い、助け合える、とても良い雰囲気の職場です。
（１６年目（正規 １１年 ブランク ３年 パート７年 正規 ４年） 保育士 女）
・保育のことだけでなく、困ったこと悩んだことは何でも先輩方に相談することができる素敵なところです。子
どもの成長と先生達との会話に心が和む環境です。

（７年目 保育士 女）

・初めて社会人となる方たちはいろいろな不安があることと思います。でもどんなに仕事が大変でもミスをして
落ち込んでしまっても日吉保育園なら子どもたちの笑顔と先生たちの優しさ、思いやりで救われる事が多々ある
と思います。先生方は皆仲が良く、明るい雰囲気の中で私も楽しく働かせてもらっています。結婚、出産で辞め
られたのち、パートや正職で復帰されている先生も多くみえますよ。 （パート１４年目 保育士 女）
・保育士をめざし夢と希望又不安をかかえているあなたにとって日吉保育園は両手を広げ迎え入れてあげられる
園です。可能性をいっぱい秘めた子どもたちの芽を一緒に伸ばし育ててあげましょう。保育士の思いを尊重しな
がら、身近なアドバイザーとなり親しみやすい家庭的な環境作りをモットーとしている園長であり、日吉保育園
です。自分の持てる力を十分に発揮できる場所です。家庭の事情など全部含め職場復帰を快く受け入れてくれる
のも魅力です。長く勤めている保育士が多いです、あなたのやる気、優しさ強さを必要としています。
（パート９年目（その前正規 ３７年） 保育士 女）
・迷路のような楽しさいっぱいのお散歩コースがあり、春にはみかんの木にあげはの幼虫、夏には大木のある園
庭でセミ捕りなどまわりの環境にとても恵まれた保育園です。園長先生を囲み男性保育士３名を含み４０名以上
の職員皆仲が良く良い雰囲気の中、毎日楽しく保育しています。
（パート１６年目（その前正規２２年）保育士 女）
・先生たちの笑顔があたたかく、いつでも明るく迎え入れてくれるような雰囲気のある保育園です。正職員とし
て７年働き、その後結婚、出産を２度経験し、今年からパート職員として復職させていただいています。自分の
子どもの体調や都合など、自分の思うように働くことができず苦しい思いをすることもあるけれど、まわりの先
生方のあたたかさ、助けがあるからこそ、今の私があります。 （パート１年目（その前正規７年） 保育士 女）
・みなさんの夢はなんでした？みなさんの夢が叶う職場です！一緒に楽しく働きましょう！
（保育士１８年目（前園１０年 他職種 本園７年） 保育士 男）
・ずっと夢だった保育士になり毎日たくさんの子どもたちと過ごすことができて楽しいことがたくさんありま
す！！ときには悩むこともあり、楽しいことばかりではないですが、日吉保育園の先生たちとだから頑張って乗
り越えていけることばかりあるな・・・と感じることがたくさんあります。どんなことでも親身になって考えて
くださる先輩方ばかりでこの園を選んでよかった思います。 （１年目 保育士 女）
・こんなにたくさんの先生たちの中に自分は入っていけるかな？馴染めるかな？という不安やドキドキは初めは
誰にでもあります。でも勇気を振り絞って一歩踏み出してみて下さい！親身になって相談にのってくれたり、時
には思い切り笑い合ったり・・・。その楽しさにきっと後悔はしません！ （７年目 保育士 女）
・日吉保育園の先生方はとてもあたたかくて、優しい方が多いです。時には厳しい指導もありますが、その教え
は必ず自分の力になっています。苦しい時があれば優しく声を掛けて下さり“またがんばろう”と思えます。
アットホームで楽しい保育園です！是非一緒に働きましょう！！ （パート２年目 保育士 女）

・毎日子どもたちの笑顔の中でお仕事させて頂けることに心から感謝しています。子どもたちにとって、人生の
土台となる大切な時期なので、子どもたちの心の声に耳を傾け、寄り添いながら子どもたちと一緒に成長してい
きたいと思います。日吉保育園に出会い、皆さんに出会えたこと、そして大好きな子どもたちに出会えたとは私
にとって宝物です。感謝の気持ちを忘れず、これからも一心に頑張っていきたいと思います。
（パート３年目 保育士 女）
・日吉保育園は『日吉の子はみんなの子』をモットーに保育をしています。クラスで活動を行うときもあればク
ラス、学年をとびこえて活動を行うときもあります。そのため子どもたちの名前や特徴を知ることができ、子ど
もたちも先生の名前を覚えてくれます。必要な事は職員全員に知らせ全員が把握できるようにしています。先生
たちみんなで子どもたちの事を見守っています。そんな日吉保育園で一緒に働きませんか？
（６年目 保育士 女）
・日吉保育園はとても人情味あふれる保育園です。相手のことを思いやったり、言うべきことは言える雰囲気が
できていて最後まで仲間が傍にいてくれます。出来る出来ない。得意、不得意。などそれぞれ自分の良い部分と
いうのは違います。そのような中で互いをカバーしあおうとしてくれます。職員、子どもも含め心大きく一人ひ
とりを受け入れてくれる園です。 （１３年目 保育士 男）
・当たり前のことかもしれませんが・・・
“誰一人として同じ人間はいない”ということが実感できる場所です。
就職をして憧れていた“保育士”という職業に就き“新人保育士”としてがむしゃらに働いていた一年目。その
頃見ていた景色はまだまだ視野が狭く子ども、保護者、同僚など一人ひとりの大事な“個性”にはまだ十分に目
を向けられていなかったと思います。子どもたち一人ひとりの成長を感じられたこと、保護者の方に教えていた
だいたこと、先輩に叱られたことなど、今現在まで働かせていただいている中での成功や失敗、感動や挫折、い
ろりおな感情を経験したり、体験したりする中で、自分とは違う考え方や意見をもっている人の存在に気付きま
した。
“日吉保育園”にかかわっているすべての人は“日吉保育園”のことをとても大切に想っていると思いま
す。そんな同じ気持ちをもっている中でも、その表現の仕方はそれぞれ違うのだと気付きました。
“日吉保育園”
という一つの方向をみんなが同じ気持ちで見つめている中でも、その表現の仕方は“私とあなた”“あなたはあ
なた”は本当に様々で違っています。だからこそ時にぶつかり合うことだってあります。ですがたとえ意見が違
っていたとしても“日吉保育園”を大切に想っている気持ちは同じであり、そこが“日吉保育園”の良いところ
だと思います。双子の子どもたちを見ていても、同期で就職をした同僚にしても、同じクラス、学年で仕事をし
ている仲間にしても誰一人として全て同じ考えである人はいないです。どんなに仲が良くても、どこかで枝分か
れする部分があります。それでも“日吉保育園”という一つの方向を大切に想う気持ちで見つめていられる職場
の一員でいられることが本当に幸せだと感じています。
（パート５年目（その前正規８年）
）
・
“おはよう～”と両手でしっかりと抱きしめ、朝の受け入れから始まる今日の保育！！日吉保育園は理想的な
統合保育を目指しています。障害児保育を通して子どもたちは優しい心、人を思いやる心が自然な形で育ってい
きます。園内からはいつも大きな歓声が響いています、ほほえましい場面がいっぱい！！感動がいっぱい！！子
どもたちが私たち保育士を素敵な笑顔にしてくれる、そんな素晴らしい保育を一緒にしてみませんか？
（パート１２年目（その前正規３２年） 保育士 女）
・たくさんの子どもたちや先生がおり毎日にぎやかに過ごしています。まだまだ未熟な私でもここまで続けてこ
れることができたのは日吉保育園だったからだと思っています。辛いことも逃げだしたくなることもありました
が、そんな中でも優しく支えてくれる先生方がおり、数えきれないほど助けてもらいました。子どもたちが楽し
く過ごすことができるよう日頃の保育や接し方も話しあっているからこそ、子どもたちの笑顔もたえず過ごせる
ものだと思います。 （４年目 保育士 女）

・日吉保育園は仲間を大切にするという思いやりの心を持つ先生方が多くとても働きやすい園です。保育の事は
一人で考え込むのではなくクラスの先生みんなで意見を出し合いより良い保育ができるよう環境を整えます。私
は１年目で沢山ご迷惑を先生方にかけることになってしまったのですが先生方は優しく声をかけてくださりと
ても救われました。まだ働き始めたばかりですが、先生方の優しさを身にしみて感じています。日吉保育園で働
かせて頂いている私は幸せ者です。これから自分の力を最大限に出し、全力で保育をしていきます。
（パート１年目 保育士 女）
・３つ目の園が日吉保育園でした。大規模な園で職員の人数も多く初めは不安でした。しかし働く中で様々な保
育を見たり、意見交換をする中で、学びを得ることが沢山ありました。知れて嬉しい！気付けて楽しい！と感じ
られる毎日にやりがいを感じ、喜びを覚えています。色々な事を経験して、それを教えてくださる先輩先生。新
しい考えや、新鮮な情報を持った、後輩先生。大好きで尊敬できる仲間たちと保育できることを幸せに感じてい
ます。日吉保育園を私は自信を持ってオススメします！！是非一緒に保育をしましょっ。
（６年目（前園１年 本園５年） 保育士 女）
・日吉保育園は１年目の先生から４０年以上のベテラン保育士が揃っています。仕事のことはもちろん、困って
いる事、悩んでいる事に相談にのって下さりアドバイスを下さいます。結婚退職子育てのために一時的に職を離
れていても復帰しやすい職場です。子育てを応援して下さる仲間です。是非一度日吉保育園に来てみて下さい。
（１９年目（正規８年 ブランク４年 パート５年 正規５年） 保育士 女）
・他の保育園で３年勤務した後、今年から日吉保育園でパートとして働いています。日吉保育園に就職するまで
は保育士はもうやらないと思っていましたが、働いているうちにもう一度正職として働きたいと思うようになり
ました。何が私の心をかえたのか・・・それは園長先生はじめ職員の方々の温かさと明るさだと思います。日吉
保育園の先生方は私がいつもと少し違う様子だと「大丈夫？」
「どうしたの？」と優しく声をかけて下さったり、
仕事のことだけでなく育児の事でも悩みを聞いて下さると「分かる！」や「うちの時もあったよ。でも大丈夫」
と明るく相談にのって下さるので心の負担も軽くなっています。又、ちょっとした簡単なお手伝いをすると必ず
「ありがとうございます！」や「いつも助かるよ」とお礼を言って下さるのでモチベーションも高まります。日
吉保育園は働きやすい職場だと思います。保育士って大変そう、保育園って人間関係が難しそうと思うと思いま
す。でも日吉保育園ならたくさんの先輩方が優しく助けてくれますよ。是非一緒に働きましょう。お待ちしてい
ます。 （パート２０年目（前幼稚園 １５年 前園４年） 保育士 女）
・私は保育士をして社会人として１年目になります。毎日分からないことだらけで不安になること、悩むことが
ありますが、その時はたくさんの先輩方が必ず支え助けてくださいます。今改めて小さい頃からの夢だった保育
士の仕事を、明るくアットホームな日吉保育園でできていることがとても幸せです。笑顔いっぱいの環境で楽し
く充実した毎日を過ごしています！ （１年目 保育士 女）
・日吉保育園の良いところは色んな色を持った保育士が働いているということや、子どもたちそれぞれの個性を
大事にしつつ保育をしているというところです。職員も子どもも“皆違って皆良い”を大切にしていると思いま
す。“自由”とは又違いますが“集団生活”の中でそれぞれが自分のカラーをお互いに認め合いながら毎日を過
ごしていますよ！“笑顔”いっぱいの日吉保育園で一緒に働きましょう！ （８年目 保育士 女）
・何事も話し合い相談し助け合うなど働きやすい楽しい職場です。職員全員が明るく仲が良い毎日楽しい職場で
す。 （パート 年目 保育士 女）
・先輩から後輩までの年齢層が幅広く自分とは違った角度からたくさんのことを学ぶことができます。たくさん
のことを学べるので自分の事を見つめ直すチャンスにもなります。 （５年目 保育士 ）

・日吉保育園で勤め今年で１０年目になります。女性社会のイメージが強い保育士。人間関係は大丈夫かな？と
とても不安になると思います。日吉保育園では何よりもチームワークを大切に小さい事から大きい事までひとつ
ひとつ皆で作り上げていっています。子どもたちにとって安心できる楽しい場所を作るのも保育士同士の関係も
重要です。日吉保育園ではその大切な部分がどの保育園よりもできているのではないかなと私は思っています。
私が１０年働けているのもそれが大きな理由です。私自身、６年目のタイミングで一度退職をし、他の場所で１
年間勤めました。が、やはり日吉保育園がどうしても恋しくなってしまいすぐに戻ってきました！！恋しくなり
戻ってきたい！と思う保育園って本当に数少ないと思います。ぜひぜひ一緒に働いてみませんか？
（１０年目 保育士 女）
・我が子の学校行事に参加したり役員をやりながらも働くことができる働きやすい職場です。
（パート４年目 保育士 女）
・保育のことはもちろん、人として色々なことをたくさんの先生方から教えてもらっています。楽しいことはも
ちろん、困ったときには必ず助けてくれる環境に感謝して今も働いています。 （６年目 保育士 女）
・やりがいのある仕事に恵まれ、良い人間関係にも恵まれ感謝の毎日です。子どもたちの様々な様子に喜んだり、
悩んだり・・・。保育士達は和気あいあいで一人ひとりがお互いを大切にしています。先輩と後輩との関係も良
く活気に満ちています。子どもたちも明るく元気いっぱいです。 （パート３０年目 保育士 女）
・保育士になって２年目となりましたが、今年パートという立場にきりかわりました。日吉保育園の先生方はと
ても温かい方が多く、それぞれの気持ちや事情のある中でその人自身ができる範囲で仕事を続けられるよう配慮
して下さいます。何年も続けられている先輩の先生方も初心を忘れないようにと１年目の先生方がどういう気持
ちでいるのか等を深く考え気持ちを受け止め更に経験を活かしたアドバイスも沢山して下さるのでまだ年数は
少ないですが、私もここまで続けられたのでそんな職員関係の良さが日吉保育園の良さだと思います。
（パート２年目（その前正規１年） 保育士 女）
・日吉保育園は園長先生はじめどの職員もあたたかい人ばかりです。仕事をしていると「子どもたちに対して」
「同じ職場で働く先生方に対して」と色々なことに対して絶対に悩みがでてきます。その悩みを自然と話すこと
ができ、嫌な顔をせずその悩みを話すことができる環境があります。正直「大変だな。」「辛いな。」と思うこと
は仕事をしている以上あります。それでも「この保育園でまだまだ働きたい！」と思えるのは周りで支えて下さ
る先生方がいるからだと思っています。 （５年目 保育士 女）
・日吉保育園は子どもも先生も人数の多い保育園です。なのでたくさんの人と関わることができ、先生同士はも
ちろん対人間なのでぶつかり合ったりどうしても分かり合えないなんて事もありますが、その１つひとつが自分
の何かしらの学びや力になっていきます。小さな保育園のようなアットホームな雰囲気・・・とは少し違ってく
る所もありますが、大きな保育園ならではの運動会などの発表の華やかさ、終わった後の達成感もとっても大き
いです。先生たちもお互いが納得ができるまで話し合いをしているので人数が多くてもとっても仲良しです
よ！！ １１年目（その前他園 ５年 本園 ５年）
・保育園の栄養士として就職でき、嬉しかったのですが現実は夏はとても暑く、１日中立ち仕事で最初は大変で
したでも、現場で子どもたちの“おいしかった♡”の声も聞け食育に関われて楽しい仕事だと思います。
（３４年目 栄養士 女）

・子どもが大好きでいつも側に感じられるのはすごく楽しいと思います。毎日が体力仕事でありいっぱいいっぱ
いで新しい取り組みを考えることが難しいというのも実感しています。 （２５年目 栄養士 女）
・毎日、職場仲間と楽しく仕事ができています。子どもたちと関われることも楽しいです。
（２７年目 調理員 女）
・一年目で毎日新しいこと、初めてなことで一日一日いっぱいいっぱいになりながら過ごしています。今は目の
前のことでせいいっぱいですが栄養士として勉強してこなかったことを学べる環境にとても感謝しています。
（１年目 栄養士 女）

