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はじめに 

この度は、ふるさと会海外研修に採⽤していただき、ありがとうございました。また、研

修計画・準備の際には多くの先生方にｻﾎﾟｰﾄして頂きました。四回生の最後の夏に素晴らし

い経験をさせていただきました。本当にたくさんの方のご支援のおかげで、充実した研修に

なりました。ありがとうございました。 

私は、2019 年８⽉１７⽇から９⽉２⽇までｵｰｽﾄﾗﾘｱ ﾆｭｰｻｳｽｳｪｰﾙｽﾞ州 ﾅﾗｳｨｰﾅにある

Rainbow Childcare Center で二週間、研修をさせていただきました。Rainbow Childcare 

Center では、朝の 9 時から夕方 4 時まで子供達のお世話から、食事やお昼寝の準備、片付

け、掲⽰物の管理などをさせていただきました。その二週間から学ぶことは本当に多く、英

語面では、子供や先生との会話がｽﾑｰｽﾞにできるようになったり、画鋲や色絵筆など些細な

単語を覚えたりするきっかけになりました。また、子供の褒め方、注意の仕方などの教育面

でも⽇本と異なるため勉強になりましたし、海外での⾃由な働き方を目の当たりにして視野

が広がりました。さらに、卒業論⽂でのﾃｰﾏに関わるﾍﾞｼﾞﾀﾘｱﾝについても調査することがで

きました。 

今回、ふるさと会で海外の保育園での職場体験を希望した理由は、卒業後は保育⼠として

働きたいと考えているからです。私はｵｰｽﾄﾗﾘｱへ⾏く前に、短期間ではありますが託児のｱﾙ

ﾊﾞｲﾄや２軒の保育園でのｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟを経験しました。

 
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ初⽇。二週間お世話になった   Rainbow Childcare Center 前にて 
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この報告書では⾃身の経験とそこでお世話になった⽇本の先生方のお話をもとにｵｰｽﾄﾗﾘｱ

の Rainbow Childcare Center での教育を⽐較します。また、保育園では子供達の写真を

撮ることが禁止でしたので、子供との写真が少ないです。 

 

 

1．ﾁｬｲﾙﾄﾞｹｱｾﾝﾀｰでの二週間 〜⽇本の保育園と⽐較して〜 

どこが違う︖︕ｵｰｽﾄﾗﾘｱと⽇本の保育園  

海外だけどｽｷﾝｼｯﾌﾟが少ない︖︕  渡航する前に研修先の園から教育方針や注意事項につ

いての冊子を頂きました。その中で驚いたことがｽｷﾝｼｯﾌﾟについてです。海外ということ

で、愛情表現が多いｲﾒｰｼﾞでしたが、ﾊｸﾞや頬へのｷｽはもちろんのこと、膝の上に座らせる、

抱っこ等も禁止と言う事で驚きました。ｵｰｽﾄﾗﾘｱでは 2017 年から法的に同性婚も認められ

ているほど理解のある人が多いため、たとえ⼥性同⼠でもｽｷﾝｼｯﾌﾟは避けるようにと教えら

れました。しかし、実際に働いてみて、ほとんどの先生方が膝に座らせたり、甘えてくる子

には抱っこをしたりしていました。それはやはり、周りにも先生がいる状況でしたので、時

と場に応じての事だと思いました。そのため、甘えてくる子を無理にはがそうとはしません

でしたが、ﾄｲﾚに連れて⾏く際は先生に報告して

から連れて⾏くことや、たとえ⼥の子でも二人

きりの空間で遊ぶ状況にならないようにするこ

とは特に気をつけました。 

◯◯の時間が少ない   ⽇本の保育園と⽐べて

違うなと感じたのは、やはり、“皆で“◯◯する

時間が少ないことです。朝、登園してから全員

少し歌を歌う時間や、ﾖｶﾞ、学習の時間等はあり

ますが、先生が「今⽇は粘土をします。」と言

って皆で⼀⻫にやるという事はありませんでし

た。また、全員で何かをする時間はあっても、

やりたくなければやらなくて良いという姿勢で
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とてもﾌﾚｷｼﾌﾞﾙだと感じました。 

ﾋﾟｱﾉがない︕⽇本では、保育⼠の資格を取得する際に、選択ではありますが、ﾋﾟｱﾉの実技が

あり、就職してからもﾋﾟｱﾉを弾く機会は多いと聞きます。しかし、私の研修先や友人の研修

先でもﾋﾟｱﾉは置いておらず、先生がﾋﾟｱﾉを弾いて皆で歌うという時間はありませんでした。

しかし、ｵｰｽﾄﾗﾘｱでも保育⼠資格にﾋﾟｱﾉは必要なようです。歌うときは、ﾗｼﾞｶｾでよくﾃﾞｨｽﾞﾆ

ｰの歌を、それも歌いたい子だけで歌いました。 

⾏事のやり⽅が異なる  私の研修先の保育園では、お遊戯会や運動会、参観⽇は無く、その

代わりに、Mother’s day, Father’s day, Pyjama week, Book week がありました。

Father’s day 等は職員がﾊﾟｰﾃｨの準備をしますが、

Book week は園児が家から好きな主人公の服を着て

くるだけで良いので特に準備することはありません。

⽇本でのお遊戯会には園児の衣装作りがあり、ｵｰｽﾄﾗﾘ

ｱのｲﾍﾞﾝﾄと⽐べると、職員の負担が少ないため、職員

も余裕があり、共に楽しめるので良いなと思いまし

た。 

選択することの⼤切さ  皆で⼀⻫に何かをする時間が

無いため、園についたら、子供達は⾃分のやりたいこ

とを選んで遊びます。たとえば、午前中が室内の遊び

なら、おままごとで遊ぶ、飽きたらｸﾗﾌﾄをする、ただ

ぼうーっとするなど何をしても OK です。そのため、子供達は本当に好きな遊びができるの

で、いじけたりする暇も無く熱中して遊びます。⽇本の保育園では、皆で同じ作業をする時

に飽きて先生や私など補助の先生に甘えてくる子や駄々をこねる子が必ず居る印象です。ｵｰ

ｽﾄﾗﾘｱの保育園の子供達は、⾃分で時間の過ご

し方を決めることができるので、遊びに夢中で

先生の近くにずっといるという子供が非常に少

ないなと感じました。 

自由に選べる   研修先の保育園では、ﾓｰﾆﾝｸﾞﾃ

ｨ‐、ｱﾌﾀﾇｰﾝﾃｨｰがありました。中遊び、外遊び
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を⼀時間半から二時間ほどした後にﾃｨーﾀｲﾑをします。そこでは主にﾌﾙｰﾂを食べ、その⽇に

よってﾏﾌｨﾝ、ﾁｯﾌﾟｽ、ﾄｰｽﾄも配られました。その時間は職員も⼀緒に食べて休憩をして良い

事に驚きましたが、そこでおいしい地元のﾌﾙｰﾂやお菓子をたくさん教えていただきました。

ﾄｰｽﾄにはもちろんﾍﾞｼﾞﾏｲﾄを塗り、子供達も喜んでとっていくので、さすがｵｰｼﾞｰだなあと思

いました。 

⽇本の保育園と違うと感じたことは、ﾌﾙｰﾂを取る際、先生が決まった量を配るのではなく、

⾃分で好きな物を欲しい量だけ取ることができるところです。そのため、中には全く食べな

い子、ﾊﾞﾅﾅばかりとる子、⼀人でたくさんとってしまう子もいます。そんなときは先生が声

をかけますが、大体は注意をして、⾃分でまた選択させる事が多かったです。ここの保育園

の子供達は、私が経験した⽇本の保育園と違って二倍くらい選択が多いのではないかと思い

ました。小さいときから何度も選択をしていることが⾃主

性や⾃信を持って発言することに繋がっているのではない

かと思いました。 

← ⼦供達の⽔筒。中⾝はどの⼦も⽔︕ 

お茶を持たせる習慣は無いようで、空のﾎﾞﾄﾙを持ってきて

⽔道⽔を⼊れてと頼んでくる子が多かったです。お茶を作

らなくて良いだけでもお⺟さんは助かるだろうなと思いま

した。 

←外の遊び場。この⽇は⾬で⻑時間の外遊びは

できませんでしたが、先生が「⾃然のｼｬﾜｰを浴

びに⾏こうよ。」とぽつぽつの⾬の中をお散歩

しました。      

働き⽅の先進国 退勤の時間になれば、どの先

生も遠慮することなく、さっと帰られていきま

した。⽇本の保育⼠で問題に上がる持ち帰り仕

事も全くなく、そのことについて現地の先生に聞いてみたところ、⽇本の保育⼠の労働環境

について「なぜなの︖」「ｽﾄﾗｲｷは起きないの︖」など、とても驚いておられました。お世

話になった保育所では持ち帰り仕事にならないように子供が遊んでいる時や昼寝の時間に制
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作や保護者へのｱﾙﾊﾞﾑ作りをしている事が多かったです。 

１⽇⼀万円が普通︖ 現在、⽇本の保育園では条件

にもよりますが、保育料無償化が決定されました。

無償化前で⽉の保育料の平均が２〜３万円でした。

私がお世話になったｵｰｽﾄﾗﾘｱのｸﾗｽは３歳頃〜４歳が

対象で、先生に聞いたところ保育料が⽇本円で大体

１⽇１万で驚きました。その為、週に３回通う方で

も多く、週１、２回だけの子供がほとんどでした。                                                                        

                                

最新連絡帳 ⽇本では親御さんに子供達の様子を伝える為に連絡帳がありますが、私の研修

先では⾒受けられませんでした。しかし、⼀人の先生が子供達をﾊﾟｼｬﾊﾟｼｬと写真をたくさん

撮っていて、最初は特別な⽇なのかと思っていましたが、毎⽇のことだったので聞いてみる

と、これらの写真を保護者だけが⾒られるﾍﾟｰｼﾞに投稿して、⽇々の様子を伝えているのだ

と教えてくれました。主任の先生が子供達のお世話しながら、ﾊﾟｿｺﾝでずっと作業していた

のは、その写真を数時間ごとにｱｯﾌﾟしているのだと後で分かりました。また、子供がケガを

した時は、程度にもよりますが、ほとんどが⼝頭で保護者に説明することが多いようです。 

恥ずかしがらない︕ お昼ご飯の前には毎⽇学

習の時間がありました。そこではｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄや、

⽔の大切さ、⾬はなぜ降るのか、ﾘｻｲｸﾙについ

てなどお題は様々でしたが、３歳の子供には少

し難しそうな内容も多かった印象です。学習の

後は必ずｸｲｽﾞがあり、⼀人⼀人当てられて答え

る時間があるのですが、誰⼀人間違えても恥ず

かしがらず、最後に⼀人残っても正解するまで

⾃信満々に答えるので感心しました。 

 

 

↑主任の先生との⼀枚。 
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OK KIOSK 保護者の方は朝、登園したらこの機械に電

話番号を打って出席を登録します。この機械は先生のﾀ

ﾌﾞﾚｯﾄやﾊﾟｿｺﾝと連動しているので、⽋席管理や保護者と

の連絡もこのｻｰﾋﾞｽを使ってｽﾑｰｽﾞにしています。⽇によ

って登園する子供が違うｵｰｽﾄﾗﾘｱの保育園ではとても役

⽴つようです。 

お⽗さんの送り迎え率  これは保育園だけではなく、近

くの小学校でも言えることでした。ｵｰｽﾄﾗﾘｱの⾞道は信

号が少なく歩⾏者が危険なこともあり、送り迎えは必須

のようです。園は大体 17 時から 18 時には終了します

が、毎⽇ 1５〜１６時頃には多くの保護者がお迎えに

来ました。仕事帰りのお⽗さんもよく⾒受けられ、そ

の分仕事も早く終わっているのだなと思うと、子供と

⼀緒に過ごす時間が多くあり、社会全体が良い仕組み

で動いていて素晴らしいなと思いました。 

とにかく褒める︕ 私の園の先生は子供を本当によく褒

めていました。褒め方も⽇本では大げさだなと思われ

るくらいです。” Wonderful!” “Amazing!” はもちろ

ん、”I love that!” “How did you do that?” などの褒

め言葉を身振り手振りもつけてたくさん使っていまし

た。また、“Beautiful sitting”など動名詞に Beautiful をつけて褒める言い方もよく耳にし

ました。 

Don’t はあまり使わない︖ 注意をするときは⽇本語で「〜してはいけないよ」という言い

方ではなく、多くの先生が「〜してくれる︖」というような疑問系で注意をすることが多か

ったです。例えば、子供が⾃分のﾍﾞｯﾄﾞで寝ないときに Would you lying down for me?や 

Could you stop〜? と言っていました。もちろん最初は I don’t like that 、It’s not 

good~、 Otherwise you can’t do~”と注意してから疑問系を使い、それでもやめない場

合に Stop ~,please、Don’t ~と言うことが多かったです。言う事を聞かない子には結構強

引に対応していて驚きました。
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2.振り返り 〜学びと現地で出会えた仲間〜 
辛かった⼀週間目︕  私に足りないのは積極性 今振り返ると、ﾁｬｲﾙﾄﾞｹｱｾﾝﾀｰでの二週間は本

当に充実していて楽しかったと言えますが、最初の⼀週間は本当につらかったです。ｵｰｽﾄﾗﾘ

ｱに着いた初⽇はﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰと過ごしました。ﾎｽﾄﾌｧｻﾞｰ、ﾎｽﾄﾏｻﾞｰ共に温かい方で、兄弟もとて

もﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰで安心しました。 

初登園の⽇は午前中にｴｰｼﾞｪﾝﾄの方から園の指導方針や禁止事項などの最終確認を⾏った

後、研修先に送って頂きました。研修先の保育園に着いて、園⻑先生に挨拶をし、すぐに

「新しい研修生だよ︕よろしく︕」という感じでお昼寝中のｸﾗｽに放り込まれました。お昼

寝の時間でしたので、昼食の後片付けや走り回る子供達の寝かしつけに先生達はとても忙し

そうで、なんと声をかけて良いのかわかりませんでした。それでも何もしないわけにはいき

ませんので、頃合いを⾒計らって各先生に⾃⼰紹介をしに声をかけたり、仕事をもらいに話

しかけたりしました。まず、そこで学んだことは積極性です。⽇本では、「研修生の方で

す。」「これはこうしてくださいね。」など、“してもらえること”が当たり前でしたが、⾃

分がここに希望してきたのだから、⾃分で仕事をもらいに⾏く、“⾃分でつかみに⾏く”とい

うことを痛感しました。また、⽇本とｵｰｽﾄﾗﾘｱの保育園の在り方の違いとしては、⽇本の保

育⼠さんは手遊びや歌などをいくつか覚えていて、子供を楽しませる意識が⾼いように感じ

ます。また、子供を毎⽇預かることが多いため、食べ方などのしつけも親のように教えてい

るように感じました。ｵｰｽﾄﾗﾘｱの研修先では、保育園は⼀定時間預かる場所、感じました。 

自ら楽しむ  ｵｰｽﾄﾗﾘｱの保育園は保育料が⾼いため、毎⽇園児の顔ぶれが異なり、名前も発

音が難しくて覚えられず、子供達と仲良くなることにとても苦労しました。特に、3 歳のｸﾗ

ｽなのでまだおしゃべりが得意ではない子が多く、私のつたない英語ではなかなか会話が成

⽴せず、大変でした。隣の 4〜5 歳のｸﾗｽにいくと、私の英語も理解してくれ、おしゃべり

やｻｯｶｰなどもできて楽しかったため、⾃分のｸﾗｽに戻ることが少し辛かったです。しかし、

そのｸﾗｽに居づらいという感情が顔に出ていて、⾃分のｸﾗｽの子と仲良くなれていないと気が

つきました。それからは英語が間違っていてもとにかくたくさん話しかけ、⾃分が楽しんで

遊んでいると、子供達が話しかけてくれ、甘えに来てくれる子供も増えました。 

そぉーいど︖ 私が⼊れてもらったｸﾗｽは 3 歳が中心で、しゃべりもまだ発達段階でしたし、



9 

 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱの発音が本当に聞き取りづらく

初めは何を言っているのか分かりません

でした。大人の方は分からなければゆっ

くり話してくれますが、子供は容赦あり

ません。ある⽇、⼀人の子が⾬の降る外

を指さして「そぉーいど、そぉーいど」

と話しかけてきました。最初は動物や虫

を指しているのかと思いましたが、何も    

なく、”I want to go” というﾌﾚｰｽﾞが聞き

取れてやっと outside がｵｰｽﾄﾗﾘｱの発音で

side ﾞが「そぉーいど」なっているのだと気がつきました。 

ホストブラザーに教えてもらったこと  ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰの一番下の
弟とは帰宅後に毎⽇ｹﾞｰﾑやおもちゃの鉄砲などでいろいろな
遊びをしました。私が持ってきた折り紙でも遊びました。実は、
保育園でも最初に折り紙をしましたが、鶴や⼿裏剣など私が
作ってﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄする形になり、うまくいきませんでした。しかし、
彼と遊んでいる時に折り紙をただ三角に折って山を作ったり、
丸めて動物を作ったりして、折り紙の遊び方を教えてもらいまし

た。後⽇、保育園でもう一度そのようにやると皆好きな作品を各々の作り方で作って盛り上がりました。 

現地で出会えた仲間 

今回私は、CIEE というｴｰｼﾞｪﾝﾄを通してﾁｬｲﾙﾄﾞｹｱに
参加しました。そこで同じ時期に参加したﾒﾝﾊﾞｰと仲良
くなりました。毎⽇は会えませんでしたが、土⽇の休み
は一緒にｼﾄﾞﾆｰの町へ観光や、ﾌﾞﾙｰﾏｳﾝﾃﾝへも⾏きま
した。皆、各保育園で⽇本人一人の状況でしたので、
悩みも共通し、とても仲良くなりました。教育系の勉強
をしている子も居り、保育士という同じ道を目指す子
や、全く違う道を目指す子も居てとても刺激を受けまし
た。同じ時期に⾏って、出会えて良かったなと⼼から思
います。 

 

↑お世話になったﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ。 
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← 子供の作品ファイル。中身が分厚いものもあれ
ば、薄いファイルも。皆の作品の量を均一にする必要
はないようです。 

 

それぞれが違う研修先でしたので、自分の研修先以外の様子を知ることができました。仲間の通う園の中
には、様々な国の先⽣がいるので、朝はﾌﾞﾗｼﾞﾙ語、⽇本語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語、ﾀｲ語などたくさんの⾔葉で挨拶
をする園もあるそうです。また、山が近くにある保育園はお散歩でその山に⾏き、どの子も険しい崖を登って
いたという話を聞きました。 

〜Rainbow Childcare Center の様⼦〜 

 

↑ 友人の研修先の保育園。様々な国の⾔葉での挨拶が書かれている看板が⽞関に吊るされています。 

← 紫外線の強いｵｰｽﾄﾗﾘｱ。左はｸﾗｽ全員分の

⽇焼け止め。外へ出るときは冬場でも必ず帽

子着⽤。 

→ ﾎﾟｯｻﾑ  私のｸﾗｽ名はｵｰｽﾄﾗﾘｱに生息するﾎﾟｯｻﾑ

という中型樹上動物の名前でした。ｵｰｽﾄﾗﾘｱで最も

広く生息している有袋類の 1 つ。 
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←お人形の肌の色も人間と同じように

いろいろありました。 

→ 週に⼀回のﾖｶﾞの時間。やりたくない子は

座って⾒るだけでも、別の教室で遊んでも

OK でした。 

→ お昼寝⽤の部屋は無く、⻘のﾈｯﾄのﾍﾞ

ｯﾄﾞを床に置いてその上にｼｰﾂを引くｽﾀｲ

ﾙ。土足なので布団に砂や砂利が付いて

いることもあり、少しびっくり。 

お昼寝中は保育士も⼀緒に寝ても OK

で驚きました。 
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３. ｵｰｽﾄﾗﾘｱのﾍﾞｼﾞﾀﾘｱﾝ事情 

卒業論⽂のﾃｰﾏにかかわるﾍﾞｼﾞﾀﾘｱﾝについても調べるこ
とができました。 

ﾍﾞｼﾞﾀﾘｱﾝに優しい国 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ  ｵｰｽﾄﾗﾘｱは現在、
ﾍﾞｼﾞﾀﾘｱﾝ市場がとても盛り上がっているようです。ｽｰﾊﾟｰ
には必ず、ﾍﾞｼﾞﾀﾘｱﾝ向けの商品があり、そのｽﾍﾟｰｽはと
ても広く、肉売り場には豚肉、牛肉と分けられているよう
に、ﾍﾞｼﾞﾀﾘｱﾝｺｰﾅｰがあり、ﾍﾞｼﾞﾀﾘｱﾝｿｰｾｰｼﾞ、ﾊﾝﾊﾞｰ
ｸﾞ、冷凍⾷品までそろっていました。また、乳製品売り
場にもﾍﾞｼﾞﾀﾘｱﾝｺｰﾅｰがあり、ﾖｰｸﾞﾙﾄやﾁｰｽﾞ、ﾊﾞﾀｰがあ
りました。ﾍﾞｼﾞﾀﾘｱﾝ向けﾁｰｽﾞだけで４〜６種類はどのｽ
ｰﾊﾟｰも置いていて驚きました。値段は 2，3 倍高かった
です。 

 友人のホームステイ先はﾍﾞｼﾞﾀﾘｱﾝでした。菜⾷主義に
なった理由はにﾍﾞｼﾞﾀﾘｱﾝの留学⽣がやってきたからだそ
うです。中高⽣の子供もいますが、肉を家で⾷べられな
いことについて質問してみたところ、今のところ不満はない
ようです。 

 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙへ⾏った際、ﾌｰﾄﾞｺｰﾄにもｲﾝﾄﾞ料理やｻﾗ
ﾀﾞﾊﾞｰがあり、ﾍﾞｼﾞﾀﾘｱﾝでも選択肢が多く素晴らしいな
と思いました。また、普通のﾊﾞｰｶﾞｰｼｮｯﾌﾟにもﾍﾞｼﾞﾀﾘｱﾝ
用のﾊﾞｰｶﾞｰがあり、⾷べてみましたが、普通のﾊﾞｰｶﾞｰと
変わりなく、おいしかったです。 

化粧品売り場でもﾍﾞｼﾞﾀﾘｱﾝの中でも最も厳格に動物
性商品を避けるｳﾞｨｰｶﾞﾝ向けの化粧品が 15 以上のﾒ
ｰｶｰから出ており、正式なｳﾞｨｰｶﾞﾝﾏｰｸも全てについてい
ました。店員さんによると、ｳﾞｨｰｶﾞﾝだけでなく、敏感肌
の方にも人気で、ｵｰｶﾞﾆｯｸにしては値段が外国よりも安

いため、お土産に人気ということでした。一番驚いたのは、ｳﾞｨｰｶﾞﾝ向け⻭磨き粉です。多くのｽｰﾊﾟｰで必ず
一つは取り扱っていました。私も買ってみましたが、葉っぱの味がﾀﾞｲﾚｸﾄにする⻭磨き粉で、現在はあまり
使っていません。 

   

ほとんどのｽｰﾊﾟｰには必ずﾍﾞｼﾞﾀﾘｱﾝ

専⽤コーナーが設けられていた。 

友人のホームステイ先のﾍﾞｼﾞﾀﾘｱﾝの夕飯。 
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おわりに 

私は、四回生なので今回の研修が海外に⾏く最後のﾁｬﾝｽでした。ふるさと会のご支援がなけ

れば、海外に出て視野を広げる機会は無いままに卒業するところでした。⼀人で海外に⾏

き、研修をするという事で、最後に挑戦する、成⻑する機会をいただきました。本当にあり

がとうございます。もし、この研修が⾃分のお⾦で、計画で⾏っていたならば、最初の⼀週

間目で辛かったときに頑張ろうとは思えなかったと思います。やはり、感謝の気持ちがあっ

て、たくさんの方からのご支援を感じたからこそ、学びの多い研修になったと思います。先

生のお話や授業では分からない、感じられない世界を⾒ることができました。 

ふるさと会には最後に学びの機会を下さり、心から感謝しています。この体験を生かすこと

ができるように、天理大学卒業生として少しでも社会に貢献できるような人間になりたいで

す。 

 

 


