先輩職員の声

温かい 先輩 方に囲まれながら、
子どもの成 長を見ることができる。
保育士になろうと思った理由、また、徳育保育園を志望した理由についてお聞かせ下さい。

高校生の時、元保育士の母親に勧められて、近所の保育園でボランティア
をしてみました。すごく楽しくて、それで保育士になろうと決めました。
短大では、実習先の一つが徳育保育園でした。園の雰囲気がよかったのと、
実習で会った子どもたちの「今後も見たいな」
と思い当園を志望しました。
実際に徳育保育園で働いて感じた仕事のやりがいや、保育園の特徴についてお聞かせ下さい。

現在担当する1歳児は、初めは泣かれることが多いですが、慣れてくると、
だんだん心を開いてくれるのがかわいいです。子どもの成長を近くで見ら
れるの は 、とてもやりが い が あります。当 園 は 、職 員 の 人 たちが 温 かく、
先輩方が親しく接してくれるのがうれしいです。一年を通じた行事がたく
さんあるのも、とてもいいと思います。
徳育保育園を志望する後輩たちにアドバイスをお願いします。

「子どもが好き！」
という気持ちがあれば、働くうち
に自然とやりがいが感じられるようになります。
私は、子どもたちの気持ちを受け止めて、
「どうし
たら喜んでくれるかな」
といつも考えながら働いて
います。

岩永 彩希（いわなが・さき）
保育士

ひとり暮らしが
心配・・・
「保育園だからこその補助金制度」
徳育保育園は、葛飾区が提供する家賃補助
制度を取り入れています。
お気軽にご相談ください。

「職場間でのサポートを大切に」
現場未経験の方は、戸惑いや不安が少しで

も少なくなるよう、複数担任で始められる
ように配慮しています。

子どもの成長を支え合うために、職員間で

連携し合い、サポートし合うことを大切にし
ています。

現場未経験で
不安・・・

鷲尾 智未（わしお・ともみ）
保育士

働きながらの保育資格取得を、
園が 支 援してくれる。
保育士になろうと思った理由、また、徳育保育園を志望した理由についてお聞かせ下さい。

子 どもの 頃 、大 人 になったら幼 稚 園 の 先 生 になりたいと思 いました が 、
実 際 は 、普 通 の 学 校に進 み 、O Lになりました。でも、どうしても保 育 の
仕 事をしたいと、思 い 切って 無 資 格 でも働 ける保 育 園 に 転 職 。そ の 後 、
資格取得を支援してくれる当保育園に移り、念願の資格を取得できました。
実際に徳育保育園で働いて感じた仕事のやりがいや、保育園の特徴についてお聞かせ下さい。

現在5歳児を受け持っていますが、何かをしてあげたら反応が返ってくる
のが、一番のやりがいですね。5歳児だと言葉も上手になってきて、早い子は
字も書けるので、
「 先生、お手紙」
とくれたりすると、やっててよかったなと。
当園は、行事が多く、子どもたちがいろんな経験をできるのがいいですね。
近くの公園でポニーに乗ることができるのも貴重な体験です。
徳育保育園を志望する後輩たちにアドバイスをお願いします。

子どもが好きなら、ぜひ保育園で働きましょう！
小さい 子 が日々歩 けるようになる、話せるよう
になる、という成長を感じられるのが一番です。
私の場合、当園で働きながら資格取得の勉強を
するために、勤務時間や休日も配慮してもらえま
した。資格のない人も安心して来てください。

おいしかった！と言ってもらえるのが、
何よりもうれしくて。
保育園の栄養士になろうと思った理由、また、徳育保育園を志望した理由についてお聞かせ下さい。

学 校にきた求 人 案 内で、保 育 園の募 集を知りました。食 育や食 事などを
通じて、子ども達へ食事のすばらしさや楽しさを伝えたいと思い保育園の
栄養士を目指しました。保育園の雰囲気や規模などが自分に合うと感じ、
迷わず当園を選びました。
実際に徳育保育園で働いて感じた仕事のやりがいや、保育園の特徴についてお聞かせ下さい。

現 在入園１年目。毎日１００人前近くのお昼とおやつを、4 人のスタッフと
一緒に調理しています。献立は毎月、旬の食材で栄養のバランスや色合い
などを考えて私 が 作っています。子どもたちから直 接「おいしかった！」と
言ってもらえるのが、何よりうれしいですね。
徳育保育園を志望する後輩たちにアドバイスをお願いします。

調理以外に事務仕事もあるので、仕事の手際が大事
で す が 、うまくいったときは 達 成 感 を 味 わ えま す。
でも、何と言っても「子ども達の笑顔が一番！」。調理
場にいて、子どもたちの声が聞こえてくると、
「よし
がんばろう！」
とやる気になりますよ。

関根 千紘（せきね・ちひろ）
栄養士

子どもたちの
個性を伸ばす
保育をしたい
「子どもにあった生活を体験」
徳育保育園は、一人の人としての生活を大
切にし、園児を充分に見つめ、日々の子ど
もに あった 生 活を体 験させていくことで 、
子どもたちの個性を引き出す保育に取り組
んでいます。

東京都23区内でかつ
自然に囲まれた所で
働きたい！

「豊かな自然に恵まれた場所」
徳育保育園は、水元公園をはじめ、ポニー

のふれあい広場など、たくさんの公園があり、
豊かな自然に恵まれた場所にあります。

水元公園
（約30分）

徳育保育園
周辺公園Map

入谷南公園
（約3分）
ふれあい広場
（約6分）

ポニー公園
（約8分）

水元中央公園
（約10分）

※こどもたちの歩く時間です

2021年4月新規開設
東立石保育園
歴史ある東立石保育園の特色や周辺環境を引き継ぎつつ、
現代のニーズを満たしさらに地域に愛される保育園。

施設全体が

巨大遊具のように

園児がのびのび遊べ

自分で考えを養う

職員も保護者も安心できる

公園

家

東立石保育園

学び舎

東京都葛飾区東立石4-45-5
京成立石駅 徒歩3分
とうきょうスカイツリー駅
（約20分）

京成立石駅

砦

生命の尊さや
柏駅
（約50分）

万が一の災害時には
地域の拠り所となる

食への感謝を知る

秋葉原駅
（約24分）

渋谷駅
東京駅
（約46分） （約32分）

舞浜駅
（約53分）

新しい保育園で
いっしょに働きませんか！

保育スタッフ大募集
主任・副主任をはじめ男性・女性保育士 他
新しい場所では幅広く活躍できる環境があります
徳育会

東立石保育園へのお問い合わせ

03-3692-0897

定員

めばえ
ふたば

0歳児
1歳児

さくら
わかば

5歳児
30名
一時保育 7名

つぼみ
う め
も も

2歳児
3歳児
4歳児

15名
30名
30名
30名
30名

シンボルマークについて

徳育保育園のシンボルマークの八角形は
安定を表しています。これは、徳育の子ど

保育理念

も達の人 生が 一 生 安 定していることを

奉仕と和合

願っています。
八角形内にある上と下の５つの直線の真
ん中は欠けています。これは、人間はいつ
になっても欠けているもので、それを埋め

保育目標

ることが大事であるということを意味して

健康で心身ともに丈夫な子

います。
子どもの時、少年の時、青年の時、大人に

自然を愛し、思いやりのある子

なっても、そして老人になっても、学び、努

最後までやり通すことのできる子

力していく。そして、欠けているものを埋

よく見て、
よく聞き、
よく考え、
豊かに表現できる子

め、直線にすることが大事であるというこ
とを表しています。

ご質問などお気軽にどうぞ
徳育保育園 採用担当

▶

03・5648・6366

（9時～17時）

http://www.tokuikukai.info

園の概要
名称

徳育保育園

設置主体

社会福祉法人

徳育会

認可年月日 平成年3月27日
所在地

〒125-0032
東京都葛飾区水元1丁目26番地3号

電話

03-5648-6366

FAX

03-5699-2688

分園所在地 東京都葛飾区水元1丁目26番地8号

クラス
0歳児
（ひよこ組） 9名
1歳児
（りす組） 16名
2歳児
（うさぎ組）16名

3歳児
（ぱんだ組）16名
4歳児
（きりん組）16名
5歳時
（ぞう組） 16名

開園時間
午前7時15分より 午後7時30分まで
（土曜日は午前7時15分より 午後6時15分まで）
休園日
日曜・祝祭日・年末年始
（12/29～1/3）

本園外観

