
習志野市男女共同参画社会づくり情報紙

　固定的性別役割分担意識に基づく職業イメージが、男女の職業選択に影響を与えていると言われま
すが、近年、特定の性別の職業と思われてきた分野で、男女に関わりなく活躍している人が増えてき
ました。性別にとらわれず、男性も女性もともに多様な選択肢の中から自分の希望する職業を選ぶこ
とが尊重される社会にしていきたいものです。
　今号は、習志野市立東習志野こども園で活躍する男性保育士に、仕事への思いについてお話を伺い
ました。自信と誇りをもって仕事に取り組む姿勢は、「保育は女性の仕事」という先入観を取り払
い、これから保育士を目指す人にとって大きな希望になるのではないでしょうか。

僕は保育士！
～男女がそれぞれの良さを生かして～

Kira Kira

2016.2

第35号

「先生遊ぼう！」と子どもたちが先生のところに集まってきます



─ 女性の多い職場で困った経験
はありますか？
佐藤さん　着任した頃、着替えの時に更衣
室とトイレが女性用しかなくて困りました。
「買い物でどこが安い」などといった女性
同士の話題についていくのが大変でした。
「髪を切ったの？」などと言うと、セクハラに
なるのではないかと言葉の使い方に迷っ
たこともありました。はじめの２～３年はい
ろいろと困ったこともありましたが、今では
特に気になりません。
─ 仕事のやりがいはどんなところ
ですか？
佐藤さん　例えば畑で手間暇かけて肥料
をやれば良い作物が育つように、自分が子
どもたちに真剣に向き合えば、子どもたち
はちゃんと応えてくれます。子どもに本気で
ぶつかれば、子どもの成長となり、自分が
やった以上のものが返ってきます。また、手を
抜けば、成長もそれだけのものにとどまり
ます。その子に合わせて「こんなことをしよ
う」「こんなことをしたらどんなことが返っ
てくるだろう」と思って関わっているので、
子どもたちの成長を見るのが楽しみです。
─ 佐藤さんの保育への思いを教え
てください
佐藤さん　子どもがやったことも言ったこ
ともすぐに否定しないで、まずは肯定的に
受けとめるようにしています。
「こうだよ」とすぐに教えてしまうのではな
く「どうやっていこうか？」と一緒に考える
ことを大切にしています。例えば「物を取っ

た、取られた」の喧嘩になったとき、どうす
れば喧嘩にならないで済むか一緒に考
え、「貸して」と言えば喧嘩にならなかった
という事に気付かせる。子どもには考える
力があるので、解決する方法に気付けるよ
う援助すると、子どもの「考える力」がぐっ
と伸びますね。
─ 子どもに言われて嬉しかった一
言はありますか？
佐藤さん　「先生見てて！出来るように
なったよ！」と言われたり、遠くから「先
生ー！」と他のクラスの子どもたちから声
をかけられた時です。子どもにとって声を
かけたくなる存在になっているのだと感じ
ました。
─ 気を付けようと思った一言はあ
りますか？
佐藤さん　「先生はやってもいいの？」と
言われたときです。席を離れる際は椅子を
しまうことを指導しているのですが、給食
のとき用を済ませるために椅子をしまわず
に立ち上がったら「先生、椅子が出てるよ」
と子どもに注意されました。思わず「用事を
しているから」と言ってしまったら、子ども
から「先生はやってもいいの？」と言われて
ハッとしました。このときは素直に「ごめん
ね。」と謝りました。子どもに教えられるこ
とはたくさんあります。
─ 子どもに接していて考えさせら
れた事はありますか？
佐藤さん　みんなで縄跳びをしていて活
動が終わったら「先生遊んでもいい？」と

言われ、今のは子どもにとって遊びではなかったのだと考えさせら
れました。子どもたちがもっと自分自身でやりたい事、楽しいと思
える事を見つけてやっていけるように関わりたいです。
─ 保育士になって良かったと思ったのはどんなときで
すか？
佐藤さん　やりがいにもつながっていますが、子どもの成長を感
じたときです。例えば、自分一人で名札を付けられなかった子ども
が、ひとつひとつ手順を教えていくことでやがて一人で出来るよう

になり、「先生出来たよ」と言ってくれたときです。
─ これから保育士を目指そうとしている方へ一言お願
いします。
佐藤さん　子どもにとって人格形成の大事な時期であり、その時
を共に過ごす保育士は重要な役割を担っているので一人ひとりと
真剣に向き合ってほしいです。やればやっただけ子どもは応えてく
れます。保育士になったら先輩の優れたところを取り入れて、わか
らない事はどんどん聞いてほしいと思います。平成16年に習志野市に採用され、現在

は習志野市立東習志野こども園で４歳
児クラスのゆり組を担任しています。
子どもたちからは「ゆうだい先生」「ゆう
ちゃん」と呼ばれています。保育士であっ
た母の影響を受け、自分も目指そうと思
いました。
家族は妻と息子1人です。趣味は休日に
息子と遊ぶことです。

★きらきら★
インタビュー 東習志野こども園

さとう ゆうだい

佐藤 雄大さん



★取材を終えて★
　保育は「女性であれば母性、男性であれば父性」を発揮する職業と思われがちですが、基本は性別に関係なく保育の仕事を行
ない、さらにそれに上乗せするように、保育者の個性や特性を発揮できることが望ましいのではないかと思います。男性保育士の
存在は職場を活性化し、保育の本質を高める良い機会になるのではないでしょうか。
　保育の現場では保育士・幼稚園教諭の資格を持つ本市職員は245名いますが、そのうち男性職員は9名（平成 27年 4月現在、
保育士・幼稚園教諭）というのが現状です。
　こんな素敵な先生になりたい！という小さな種がこれからたくさん育つといいと思います。

同僚の女性保育士の中村実千代さん、蒲原奈穂子さんにもお話を聞きました。

─ 女性の多い職場で困った経験
はありますか？
佐藤さん　着任した頃、着替えの時に更衣
室とトイレが女性用しかなくて困りました。
「買い物でどこが安い」などといった女性
同士の話題についていくのが大変でした。
「髪を切ったの？」などと言うと、セクハラに
なるのではないかと言葉の使い方に迷っ
たこともありました。はじめの２～３年はい
ろいろと困ったこともありましたが、今では
特に気になりません。
─ 仕事のやりがいはどんなところ
ですか？
佐藤さん　例えば畑で手間暇かけて肥料
をやれば良い作物が育つように、自分が子
どもたちに真剣に向き合えば、子どもたち
はちゃんと応えてくれます。子どもに本気で
ぶつかれば、子どもの成長となり、自分が
やった以上のものが返ってきます。また、手を
抜けば、成長もそれだけのものにとどまり
ます。その子に合わせて「こんなことをしよ
う」「こんなことをしたらどんなことが返っ
てくるだろう」と思って関わっているので、
子どもたちの成長を見るのが楽しみです。
─ 佐藤さんの保育への思いを教え
てください
佐藤さん　子どもがやったことも言ったこ
ともすぐに否定しないで、まずは肯定的に
受けとめるようにしています。
「こうだよ」とすぐに教えてしまうのではな
く「どうやっていこうか？」と一緒に考える
ことを大切にしています。例えば「物を取っ

た、取られた」の喧嘩になったとき、どうす
れば喧嘩にならないで済むか一緒に考
え、「貸して」と言えば喧嘩にならなかった
という事に気付かせる。子どもには考える
力があるので、解決する方法に気付けるよ
う援助すると、子どもの「考える力」がぐっ
と伸びますね。
─ 子どもに言われて嬉しかった一
言はありますか？
佐藤さん　「先生見てて！出来るように
なったよ！」と言われたり、遠くから「先
生ー！」と他のクラスの子どもたちから声
をかけられた時です。子どもにとって声を
かけたくなる存在になっているのだと感じ
ました。
─ 気を付けようと思った一言はあ
りますか？
佐藤さん　「先生はやってもいいの？」と
言われたときです。席を離れる際は椅子を
しまうことを指導しているのですが、給食
のとき用を済ませるために椅子をしまわず
に立ち上がったら「先生、椅子が出てるよ」
と子どもに注意されました。思わず「用事を
しているから」と言ってしまったら、子ども
から「先生はやってもいいの？」と言われて
ハッとしました。このときは素直に「ごめん
ね。」と謝りました。子どもに教えられるこ
とはたくさんあります。
─ 子どもに接していて考えさせら
れた事はありますか？
佐藤さん　みんなで縄跳びをしていて活
動が終わったら「先生遊んでもいい？」と

言われ、今のは子どもにとって遊びではなかったのだと考えさせら
れました。子どもたちがもっと自分自身でやりたい事、楽しいと思
える事を見つけてやっていけるように関わりたいです。
─ 保育士になって良かったと思ったのはどんなときで
すか？
佐藤さん　やりがいにもつながっていますが、子どもの成長を感
じたときです。例えば、自分一人で名札を付けられなかった子ども
が、ひとつひとつ手順を教えていくことでやがて一人で出来るよう

になり、「先生出来たよ」と言ってくれたときです。
─ これから保育士を目指そうとしている方へ一言お願
いします。
佐藤さん　子どもにとって人格形成の大事な時期であり、その時
を共に過ごす保育士は重要な役割を担っているので一人ひとりと
真剣に向き合ってほしいです。やればやっただけ子どもは応えてく
れます。保育士になったら先輩の優れたところを取り入れて、わか
らない事はどんどん聞いてほしいと思います。

─ 保育の現場に佐藤さんが入ったことで何か変わっ
たことがありますか？
蒲原さん　保育参観で、子どもと関わる佐藤さんの姿を見て、
参考にするお父さんも増えているように思います。
佐藤さん　日頃、父親と遊ぶ機会が少ない子どもたちには
「大人の男性との関わり」を感じてもらえることがいいですね。
蒲原さん　遊びの中で子どもが腕にぶら下がる姿を見て、佐藤
さんは力強いと思いました。女性ではなかなか難しいですよ
ね。
中村さん　不審者訓練では、犯人役の警察官を取り押さえて
くれて頼もしさを感じました。子どもたちと走り回って遊んでい
て、はつらつとした姿はいいなぁと思うことがよくあります。
サッカーなどを一緒にできて子どもにとって憧れの存在です。

佐藤さん　子どもがあんな風にやってみたい、チャレンジした
いというモデルになれたらいいなと思います。
─ 男性保育士はもっと必要だと思いますか？
佐藤さん　必要だと思います。まだまだ女性の仕事というよう
なイメージが残っていますが男性が入ることで別の視点が入
り、子どもの成長にも良い影響を与えられるのではないかと
思っています。
中村さん　そうですね。私もそう思います。男性も女性も自分
の個性を生かして子どもを育てていけたらいいですね。

２歳児クラスを担任している
中村実千代さん

和やかムードのインタビュー。同僚の保育士さんからの信頼も
厚いですね

１歳児クラスを担任している
蒲原奈穂子さん



みなさまのご意見・ご感想をお待ちしております。

開館時間：平日　午前9時～午後9時　・土曜　午前9時～午後5時

「きらきら」は習志野市のホームページでもご覧になることができます。

習志野市男女共同参画センター

〒275-0016　習志野市津田沼5ー12ー12
　　　　　　　  サンロード津田沼　5階
Tel：047 ( 4 5 3 ) 9 3 07    Fax：047 ( 4 5 3 ) 9 3 27

センター案内図
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一人で悩まないで
お話してみませんか。
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習志野市男女共同参画センター（ステップならしの）
登録団体紹介

図書紹介

きらきら編集委員募集

女性の生き方相談

　「きらきら」は、男女共同参画社会づくりの
ための情報紙です。市民のボランティアとの
協働で作成されています。あなたのアイデア
を情報紙の企画、編集に活かしてみませんか。
対　象： 編集に興味のある人
申込み： 3/1５（火）までに住所、氏名、電話番号、
　　　　簡単な自己紹介を記入の上、郵送ま  
 たはFAXでお申し込みください。
住　所：〒275－0016
　　　　習志野市津田沼5-12-12
　　　　サンロード津田沼５階
　　　　男女共同参画センター
 （ステップならしの）宛
電　話： ０４７（４５３）９３０７
F A X ： ０４７（４５３）９３２７

　男女共同参画センターでは、
専門の女性カウンセラーによる
「女性の生き方相談」を行なっています。年々、
相談件数が増加しており、相談を希望している
方へタイムリーに対応できるよう、平成27年4
月より、相談日を拡大しました。

※男女共同参画センター(ステップならしの)では現在30の団体が登録し
ています。男女共同参画センター(ステップならしの)に登録し、団体
間の情報交換や交流を図り、ネットワークを広げてみませんか。登録
ご希望の方は男女共同参画センターまで。TEL047-453-9307

第３木曜日を
新設！これまでの
相談日も増設！

次回発行は2016年7月の予定です
トップページ 市政情報 男女共同参画 情報紙「きらきら」

★相談内容
自分自身の生き方、家族、夫婦の関係、
夫（恋人）の暴力、職場の人間関係など
悩んでいる方は相談を！
専門の女性カウンセラーがあなたと一緒に考えます。
★相談日
毎月 　　第１金曜日
 　　午後１時３０分～３時１０分
 　　午後４時～７時４０分
毎月 　　第２・４火曜日、第３木曜日、第３金曜日
 　　午前９時～１１時４０分
 　　午後０時３０分～４時１０分
★相談場所　サンロード津田沼6階市民相談室
★予約制 ★秘密厳守 ★無料★面接による相談 
★1回40分

【予約・問い合わせ】
習志野市男女共同参画センター
☎０４７－４５３－９３０７

ステップならしの図書コーナーでは、男女共同参画や市民活動
に関する図書の貸し出しや資料が閲覧できます。一人5冊、2週間
まで借りることができます。どうぞご利用ください。

しつけと体罰 森田　ゆり　著　　　童話館出版　発行

　虐待や体罰を受けた子どもたちの話に20年も
耳を傾け、対応に悩む親や教師たちの相談に応
じてきた著者が、その経験から「しつけと体罰」に
ついて述べています。
　体罰が子どもにどのような影響を与えるのか、
体罰はなぜ効果的でないのか、そもそもしつけと
は何かなどを分かりやすく書いています。子育て
中の親にとって必見の書ではないでしょうか。

有償ボランティア　ぽっぽの会
事務局　今澤　道代さん
設立：平成12年　会員数13名
　「21世紀職業財団　保育サポーター養
成講座」を受講した有志で平成12年2月
に設立、保育や子育て支援を希望する人
に有償（1時間1000円）で保育を行ってい
ます。
　活動は、習志野文化ホールやならしの子ども劇場、Don-
naPopolo、ママカフェその他の一時保育が多く、年間30～40
回です。保育の現場では、事故のないよう気配りしながら子ど
もたちが安心して遊べる環境づくりに配慮しています。習志
野市内各施設にはおもちゃが用意されており保育に役立って
います。
　また、子どもを育てる人たちが「密室育児」で不安にならな
いよう支援することも大切と考えています。会では一緒に活
動してくれる仲間を募集中。子育て経験を生かしたい“子ども
が好き”な方。今後も勉強会、研修会を開いていきますが、一般
の方も気軽に参加してください。
　”ぽっぽ”は東北地方でふくろうを指す言葉で、親子のふく
ろうが声をかけあう様子が会の名前の由来となりました。
★連絡先：今澤　ＴＥＬ047-451-5784


