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会員募集中：入会資格・会費・会員期間
−低廉で安心の賠償責任保険付−

この保険は保育士さんが保育業務に起因した事故により、保育士個人に損害賠償請求された場合に補償される保険制度です。
保育士資格所有者…原則として、社
入

会

資

格

会福祉法人が運営する保育所等に勤

補償限度額

補償内容

補償限度額
（保険金額）

務されている方（平成29年度より）
年
会

会
員

費
期

間

2,000円
（保育士賠償責任保険の保険料を含む）

賠償責任

１事故 １億円

（人格権侵害を含みます。
）

自己負担額 1,000円

事故対応特別費用

期間中 500万円

毎年４月１日から１年間
（翌年３月31日まで）

入会手続締切日

毎月20日まで

入会開始日

手続きした月の、翌月１日

被害者対応費用
（お見舞金）

お見舞金は…
死亡時
50万円
死亡以外 3万円
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会
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一般社団法人日本保育士協会

会長

宮崎県

拶
下長飯保育園

池脇きん子

ギラギラとした太陽の下で思い切りプールあそびや水遊びを楽しんだ夏が過ぎた
かと思えば、爽やかな秋の風に吹かれながらトンボを追いかけたり草むらで虫探し
に勤しむ子ども達。子どもは四季を通してあそびを楽しむ天才です。
保育士は、日本の未来を担うこの大切な乳幼児の育ちの時間・瞬間に立ち会える
唯一無二の素晴らしい仕事であると感じています。
さて私、この度 日本保育士協会の会長を引き続き務めさせていただくことになり
ました。
日本保育士協会は、平成 15 年に発足し、同 29 年には一般社団法人として新たなス
タートを切り、今年で３年目を迎えようとしています。令和元年９月時点で約 1,850
施設、会員数は約 35,000 名となりました。これもひとえに多くの理事長先生、施設長
の先生方そして会員の皆さま方の深いご理解とご支援の賜物であります。
令和という新たな時代になり５ケ月が過ぎようとしています。保育現場で働く私
たちにとって、子ども・子育て支援への期待が高まる中、都市部ではいまだ解消され
ない待機児童問題とそれに伴う保育士不足、保護者への支援、気になる子どもへの対
応など問題は山積みです。更にこの 10 月には、消費税増税による、幼児教育、保育の
無償化が実施されました。給食費の実費徴収など様々な問題を抱えたままのスター
トで、大きな制度の変化にとまどいや不安を感じていらっしゃる方も多いのではな
いでしょうか。
多様な保育ニーズの中にあっても、保育士がやりがいと安心感をもって日々、子ど
も達と向き合う環境作りができるように、私共、日本保育士協会は会員の皆さまのご
意見やご指導をいただきながら邁進して参りたいと思います。
今後とも 日本保育士協会に会員の皆さまのお力添えを頂きたく、宜しくお願い申
し上げます。
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保育の
教室

1時限目
こくご

保育士が知っておきたい日本語
『これで納得！敬語の基本』

―国語の授業をしてくださるのはこの方！―
●梅津

正樹（うめづ

まさき）先生

東京都出身、獨協大学法学部卒業、
ＮＨＫ入局（アナウンサー）、報道・教養番組

等

担当、育成担当・放送用語委員・

アクセント辞典改訂委員、複数の「ことば関連番組」キャスターを長年勤める
ＮＨＫ退職
現在は、ＮＨＫ契約アナウンサー、ＮＨＫ日本語センター専門委員、獨協大学非常勤
講師、大妻女子大学非常勤講師、獨協学園評議員など、多方面でご活躍です。
【敬語はなぜ必用なのか】 敬語は敬意を表すことばですが、敬意は必ずしも尊敬の気持ちだけではありません。すべて
の人は平等です。したがって、一方が必要以上に尊大になったり卑下したりすることなく、お互いに「相手の社会的な
立場を尊重すること―相互尊重―」の気持ちが現代敬語の基本です。さらに敬語には、話し手が、相手や周囲の人と自
らの間の人間関係をどのようにとらえているかを表現する働きがあります。敬語を使うことは社会人としての常識を持っ
ている自分自身を表現することにもなるのです。

【敬語はなぜ難しいのか】 敬語は難しいという声を聞きます。それは敬語の規則を正確に理解していないからかも知れ
ません。私たちが日常使っていることばの殆どは、特別に学習したり調べたりしてから使っているわけではありません。
幼いころから耳で聞き覚え、文字を見て自然に体得して使っているのです。敬語も同じです。

そして敬語には、話し

手と相手や周囲の人との人間関係を表現する働きがありますが、その人間関係は固定ではないのです。状況により変化
します。更に、日本語では、しばしば主語が省略されます。そうした背景が、敬語を難しくしている要因になっている
のではないでしょうか。

【敬語の基本は難しくない】 敬語には、一定の規則があります。その規則は決して難しいものではありません。そこで、
これさえ理解しておけば一安心という「敬語の基本」を確認しておきましょう。

【敬語の種類】 敬語には五つの種類があります。その区別をしっかり理解して、使い分けることが大切です。特に「尊敬語」
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と「謙譲語」の混同には気を付けなければなりません。敬語の誤用の多くは、
この二つの使い方の間違いにあるようです。
【敬語の五分類】
『尊敬語』 相手または第三者の行為・ものごと・状態などについてその人物を立てて述べるもの。
（おっしゃる・お使いになる・お名前・お忙しい）
『謙譲語Ⅰ』 自
 分側から相手側または第三者に向かう行為・ものごとなどについて、その向かう先の人物を立てて
述べるもの。 （伺う・申し上げる・ご案内する・お目にかかる）
『謙譲語Ⅱ』自分側の行為・ものごとを、話や文章の相手に対して丁重に述べるもの。…丁重語…
（参る・申す・いたす・おる・いただく）
『丁寧語』 話や文章の相手に対して丁寧に述べるもの。（です・ます）
『美化語』 ものごとを、美化して述べるもの。（お花・お酒・お料理）
【敬語の説明で頻繁に使われることば】
『立てる』「相手を敬う」
「尊敬する」
「距離を置く」ために、その人物をことばの上で高く位置付けて述べること。
『へりくだる』 相手を敬う気持ちを表すため、自分をことばの上で卑下する・謙遜すること。
『向かう先』自分側の行為・ものごとが直接的に関わる対象のこと。
（社長に申し上げる・社長の席をお取りする・などの社長がこれに当たる）
『外（そと）の人』 敬意を表すべき人。
『内（うち）の人』 自分と同じ立場にあると位置付ける人。

【動詞の特定形】 動詞の中には特定の「尊敬語」
「謙譲語」を持ったものがあります。この特定形は敬意の高い表現にな
ります。
【動詞】

しっかり覚えて使いこなしたいものです。
【尊敬語】

【謙譲語Ⅰ】

【謙譲語Ⅱ】

会う

― （お会いになる）

―

お目にかかる・（お会いする）

―

・・・

言う

― おっしゃる

―

申し上げる

―

申す

行く

― いらっしゃる・おいでになる

―

伺う・お伺いする

―

参る

いる

― いらっしゃる・おいでになる

―

・・・

―

おる

思う

― （お思いになる）

―

・・・

―

存じる

借りる

― （お借りになる）

―

拝借する・（お借りする）

―

・・・

聞く

― （お聞きになる）

―

伺う・（お聞きする）

―

・・・

気に入る ― お気に召す

―

・・・

―

・・・

着る

― お召しになる

―

・・・

―

・・・

くれる

― くださる

―

・・・

―

・・・

来る

― いらっしゃる・おいでになる

―

伺う・お伺いする

―

参る

			

お越しになる・お見えになる

知る

― ご存知（である）

―

存じ上げる

―

存じる

する

― なさる・される

―

・・・

―

いたす

訪ねる

― （お訪ねになる）

―

伺う・お伺いする・（お訪ねする） ―

・・・

尋ねる

― （お尋ねになる）

―

伺う・お伺いする・（お尋ねする） ―

・・・

4

日本保育士協会ニュース NO.30

食べる

― 召し上がる・お召し上がりになる ―

・・・

―

いただく

寝る

― お休みになる

―

・・・

―

・・・

飲む

― お飲みになる・召し上がる

―

・・・

―

いただく

見る

― ご覧になる・ご覧くださる

―

拝見する

―

・・・

見せる

― （お見せになる）

―

お目にかける・（お見せする）

―

・・・

			

ご覧に入れる

もらう

― （おもらいになる）

―

いただく・頂戴する

―

・・・

やる

― おやりになる

―

あげる・さし上げる

―

・・・

―

さし上げる

―

・・・

			
あげる

― （おあげになる）

			
読む

（与える意）

（
「あげる」は本来「やる」の謙譲語Ⅰですが、美化語として定着しつつあります。）

― （お読みになる）

―

拝読する

―

・・・

【敬語の一般形】 特定形の動詞も含めて、それ以外の動詞や、いろいろな語に適用できる一般的な敬語の語形があります。
これはとても便利で使いやすいのですが、それだけに「尊敬」と「謙譲」を混同しがちです。これもしっ
かり覚えましょう。
【尊敬語】

【謙譲語】

「お（ご）～になる」例（お出かけになる）

「お（ご）～する」例（ご紹介する）

「～（ら）れる」例（始められる）

「お（ご）～して」例（ご案内して）

「お（ご）～なさる」例（お話しなさる）

「お（ご）～いたす」例（お話いたす）

「お（ご）～だ（です）
」例（お待ちです）

「お（ご）～できる」例（ご説明できる）

「お（ご）～くださる」例（お読みくださる）

「お（ご）～いただく」例（お読みいただく）

【敬語点検―実例から考える】実際に見聞きする敬語表現を考えながら、敬語の基本を確認します。
●「ご参加くださいましてありがとうございます」「ご参加いただきましてありがとうございます」
どちらが良いのでしょうか。結論は、どちらも誤りではありません。これは主語が省略されているのでわかり難い
のです。
「くださいまして」の元の言葉は「くれて」です。主語は敬意を表すべき相手・お客様です。
「お客様が（私のために）参加してくれて、ありがたいことだ」と言っています。
「いただきまして」の元の言葉は「もらって」です。主語は「私」です。
「私が（お客様に）参加してもらって、ありがたいことだ」と言っています。
●「この施設はどなたでも無料でご利用できます」
これは、明らかな間違いですね。
「ご～できる」は謙譲語の一般形です。敬意を表すべき相手に使っては失礼です。
尊敬語の一般形「ご～になる」を使って「ご利用になれます」とします。
●「この品はお持ち帰りできます」
この表現はもう一般的になっているようですが、誤りです。「持ち帰り」に美化語の「お」がついた名詞ですから「お
持ち帰りができます」とすれば正しいのですが、敬意は全くありません。
「お持ち帰りになれます」としなければいけません。「お取り寄せ」も同じですね。
●「先生は熱心にご指導していらっしゃいます」
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この表現はよく耳にします。しかし誤りです。
「ご～して」は謙譲語の一般形です。謙譲語の後に尊敬語の「いらっ
しゃる」を付けても、尊敬にはなりません。これも「ご～になる」を使い「先生は熱心にご指導になっていらっしゃ
います」とします。覚えておきたい重要な点は「お（ご）」と「して」がセットになると謙譲語になるということです。
ですから「お」を取って「先生は熱心に指導していらっしゃいます」とすれば、正しい表現になります。
●「お求めやすい価格にしております」
この誤りに気が付く方は、
敬語に敏感な人です。「求めやすい」は「求める」に「やすい」が付いた言葉です。「求める」
は購入するという意味の動詞です。
「やすい」は容易であるという意味の形容詞です。
これを尊敬表現にするためには、動詞の部分を敬語表現にしなければなりません。
「求める」に特定の尊敬語はない
ので「お～になる」を使い「お求めになる」とし、そこに「やすい」を付けて「お求めになりやすい」とするのです。
「求めやすい」は一語ではないのです。
「お使いやすい」
「お食べやすい」なども同じです。なお「やすい」と反対の
意味の「～にくい」
「～づらい」も全く同じ使い方にします。
●「ご注文の品はお揃いになりましたでしょうか」
どこの店でも聞く台詞です。店員はこれを正しい敬語として指導されているそうです。しかしマニュアル敬語の代
表的な誤用です。
「お揃いになる」は「お～になる」に当てはめた尊敬語です。では、その動作の主体、つまり主語
はと言うと「注文の品」です。
「品」を立てたことになります。しかし「品」が自ら意思を持って揃うでしょうか。
これが成立するのであれば「お宅の庭の桜がお咲きになっていらっしゃる」も正しいことになりますが、誰もそう
は言いません。薬局で「先月のお薬は残っていらっしゃいますか」と聞かれビックリしました。敬意を表すべきお
客様の品だから、尊敬語を使うべきと錯覚しているのでしょう。
「先生のお名前」
「先生はお忙しい」と言いますが、
この場合の「お・ご」は尊敬語の「お・ご」です。美化語の「お・ご」ではありません。なぜなら「私のお名前」「私
はお忙しい」とは言いません。この例文の場合は「ご注文の品は揃いましたでしょうか」
「ご注文の品は以上でよろ
しいでしょうか」など工夫が必要です。勿論「お連れ様はお揃いになりましたでしょうか」は正しい表現ですね。
●「お名前様を頂戴できますか」
先ず名前の前に「お」が付いているので「様」は不要です。問題は「頂戴」です。元の形は「もらう」です。
誰も名前を他人に「あげる」ことはできません。何を「してもらいたい」のかはっきりしましょう。
「お名前をお聞かせいただけますか」
「お名前をお書きください」など工夫が必要です。

【謙譲語Ⅰと謙譲語Ⅱの使い分け】
●「私は明日先生のお宅に行く」
「私は明日デパートに買い物に行く」
この例文の主語は「私」ですから「行く」の謙譲語「伺う・参る」を使うのですが、謙譲語ⅠとⅡのどちらを使う
か迷うかも知れません。謙譲語Ⅰ「伺う」は自分の向かう先の人物を立てて述べるものです。
先生は立てるべき人物ですので「先生のお宅に伺います」にします。ところがデパートは立てるべき対象にはなり
ません。その場合は謙譲語Ⅱを使い「デパートに参ります」とします。これは自分がデパートに対して謙っている
のではなく、話している相手に対して丁重に述べていることになるのです。
●「私から先生に言います」
「私から私の家族に言います」
自分の「言う」という動作の向かう先を考えます。立てるべきは先生です。一方、家族は「内の人」です。
「私から先生に申し上げます」
「私から私の家族に申します」とします。
●「先生のご両親のことはよく知っています」
「この規則は良く知っています」
自分が「知っている」先を考えて、立てるべき先生の両親の場合は謙譲語Ⅰ「存じ上げる」を使い、規則は立てる
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べきものではないので、謙譲語Ⅱ「存じる」を使います。
「先生のご両親のことはよく存じ上げています」「この規則は良く存じています」が正しいですね。
●「タクシーが参りました」
この例文では謙譲語Ⅱを使っていますが、正しい使い方でしょうか。結論は正しいとされています。
主語はタクシーですので、自分側ではないのですが、話している相手に丁重に述べているのです。
「夜も更けて参りました」
「子どもたちが大勢参りました」なども正しい使い方とされています。

【二重敬語にご注意】
●「会長がお話になられたように」
「主役がご登場になられます」
この例文はどちらも、二重敬語であり誤りとされています。
「二重敬語」とは、一つの語について、同じ種類の敬語
を二重に使ったものです。
「話す」の尊敬語「お話になる」に更に尊敬の「～れる」を加えています。同じように尊
敬語「ご登場になる」に尊敬語「～れる」を加えています。
但し習慣として定着している二重敬語もあります。「お召し上がりになる」「お見えになる」
「お伺いする」
「お伺い申し上げる」などがそうです。
●「お読みになっていただく」
「ご案内して差し上げる」
これは二重敬語ではありません。正しい表現です。なぜならば、
「読んでいる」の「読む」を「お読みになる」に、
「い
る」を「いらっしゃる」にして、接続詞「て」でつなげているのです。
「案内してあげる」の「案内する」
「あげる」をそれぞれ別々に謙譲語Ⅰにしているのです。
【便利な「れる」
「られる」
「される」にご注意】
これらは語の後に付けて尊敬語にできる便利なものです。「立たれる」「座られる」「卒業される」です。
しかし多用に慣れると、つい二重敬語にしてしまいます。また、つい謙譲語にも付けてしまいがちです。
「おられる」「申される」
「いただかれる」などと聞きます。謙譲語に付けても尊敬語とはならないとされています。要
注意です。難しいのが「お（ご）～される」の形です。「される」の元の形は「する」です。このため「ご結婚される」
は「ご結婚する」に「れる」を加えたと解釈し誤りとされます。「ご～する」は謙譲語です。そこで「される」に近い「な
さる」を使えるようにすると良いかも知れません。「ご結婚なさる」です。しかし、ここに挙げた例は、徐々に定着し
ているため完全な誤りとも言えなくなっています。

【敬語は習うより慣れよ】
まだまだ「内と外の関係」など、説明したいことはありますが、紙面の関係もありこのあたりで止めます。
敬語はこれだけが正しいというものはありません。むしろパタン化して使わない方が賢明です。日頃から多用な敬語
表現を用意しておきましょう。

参考文献

「敬語の指針」

文化審議会答申

平成１９年２月２日

「敬語再入門」

菊池康人

丸善ライブラリー

「敬語のレッスン」

梅津正樹

創元社
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保育士が知っておきたい感染症
今月号より集団生活では避けて通れない感染症について、白鴎大
学岡田晴恵教授に連載して頂きます。ページ右側は現場ですぐ使え
るようにおたより形式に構成されています。著者の岡田先生に許可
をもらっておりますので、保育園等でご使用いただけます。
「保育
士が知っておきたい感染症」を正しく理解し、子ども達を守ってい
きましょう。
おかだ

2時限目
ほけん

はるえ

岡田 晴恵 先生 白鴎大学教育学部教授、共立薬科大学（現慶応義塾大学薬学部）
大学院修士課程修了、順天堂大学大学院医学研究科博士課程中退。ドイツ・マー
ルブルグ大学医学部ウイルス学研究所留学（アレクサンダー・フォン・フンボル
ト奨励研究員）、国立感染症研究所研究員、日本経団連 21 世紀政策研究所シニア・
アソシエイト等を経て現職。医学博士。専門は感染免疫学、公衆衛生学。

①インフルエンザ
インフルエンザは、インフルエンザウイルスの感染によって起こる病気で、日本では毎年冬
に流行し、国民の 1 割くらいがかかって、高齢者を中心に数千人以上が死亡しています。学校
感染症の第 2 種の疾患で幼児では、発症した後 5 日を経過し、かつ解熱した後、3 日を経過す
るまで出席停止です。
突然高熱が出て、咳や鼻水、くしゃみなどの他、筋肉や関節など体が痛くなります。これが
1 週間程度続きます。乳幼児や妊婦、高齢者などは重症化しやすいので特に注意が必要です。
合併症として、気管支炎や肺炎、特に幼児ではインフルエンザ脳症などがあります。呼吸が速く、
息が苦しい、また胸が痛いなどの場合は肺炎に注意が必要です。反応がおかしい、ぼうっとし
ている、異常な言動、行動を取るなどの場合はインフルエンザ脳症の可能性があります。すぐ
に医療機関を受診します。
インフルエンザワクチンは、このような重症化を防ぐ効果が期待されます。13 歳未満の小児
は 2 回、13 歳以上では通常 1 回接種します。65 歳以上の方は定期接種です。なるべく 11
月中に接種を済ませるといいでしょう。
流行時には人ごみは避け、石鹸と流水でよく手を洗います。アルコール消毒も有効です。咳
をしている人はマスクをして、していない場合には、ティッシュやハンカチで口と鼻を押さえて、
周囲にウイルスが飛び散るのを防ぎます。
家庭では、インフルエンザの患者の病室を決めて、
加湿と換気に注意します。15 歳未満の小児では、
鎮痛解熱剤に注意が必要ですので、医師や薬剤師の
指示に従います。子供が寒がるときは、毛布を掛け
るなど体を温め、暑がるときには汗をかきますので
体をタオルでふいてあげます。罹患した子供からは、
なるべく目を離さないようにして看護します。平熱
が 24 時間続いたら、熱が下がったという目安にな
出典：作者 白鴎大学教育学部教授 岡田晴恵
ります。
画 オカダマキ 印刷・販売 奥野かるた店 03−3264-8031
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インフルエンザの治療薬を使うと早く解熱することがあります。しかし、感染力の強いウイルスは体
インフルエンザの治療薬を使うと早く解熱することがあります。しかし、感染力の強いウイルスは体
の中に残ったままです。
の中に残ったままです。
「発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日（幼児にあっては３日）を経
「発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日（幼児にあっては３日）を経
過するまで」出席停止となるため、必ず医療機関を受診して、指示を受けましょう。
過するまで」出席停止となるため、必ず医療機関を受診して、指示を受けましょう。

かぜの症状に加えて
…
かぜの症状に加えて…
肉、関節など体の痛み
肉、関節など体の痛み
インフルエンザの出席停止期間について
インフルエンザの出席停止期間について

咳、鼻38〜40℃の高熱や、筋
水、くしゃみ 等 38〜40℃の高熱や、筋
咳、鼻 水、くしゃみ 等

突然高い熱（38〜40℃）
突然高い熱
が出て、咳や鼻水、く
（38〜40℃）が出て、咳や鼻水、く
しゃみなどの症状の他、筋肉や関節など体が痛く
しゃみなどの症状の他、筋肉や関節など体が痛く
なります。これが通常１週間くらい続きます。イ
なります。これが通常１週間くらい続きます。イ
ンフルエンザにかかると学校は出席停止になります。
ンフルエンザにかかると学校は出席停止になります。

インフルエンザってどんな病気？
インフルエンザってどんな病気？

インフルエンザはインフルエンザウイルスの感染によって起こる病気です。インフルエンザウイル
インフルエンザはインフルエンザウイルスの感染によって起こる病気です。インフルエンザウイル
スは姿形を変えて現れるので、私たちの体の免疫をすりぬけて、くり返しインフルエンザにかかるこ
スは姿形を変えて現れるので、私たちの体の免疫をすりぬけて、くり返しインフルエンザにかかるこ
とがあります。日本では毎年冬になると現れ、10人に１人くらいがインフルエンザにかかります。イ
とがあります。日本では毎年冬になると現れ、10人に１人くらいがインフルエンザにかかります。イ
ンフルエンザウイルスに感染しないように予防しましょう。
ンフルエンザウイルスに感染しないように予防しましょう。

（季節性インフルエンザ）
（季節性インフルエンザ）
インフルエンザ
インフルエンザ
についてのお知らせ
についてのお知らせ
手洗い

マスクの着用 マスクの着用咳エチケット 咳エチケット

予防接種

●首の周り
●わきの下
●足のつけ根

●首の周り
●わきの下
●足のつけ根

冷やすと効果的なところ
冷やすと効果的なところ

他の人にうつさないように、
他の人にうつさないように、
安静にしてすごしましょう。
安静にしてすごしましょう。

15歳未満の子どもの場合は、種類によっ
15歳未満の子どもの場合は、種類によっ
ては、ライ症候群をひき起こす可能があ
ては、ライ症候群をひき起こす可能があ
ります。子どもに飲ませてよいのはアセト
ります。子どもに飲ませてよいのはアセト
アミノフェンの成分が入っているもので、
アミノフェンの成分が入っているもので、
アスピリンが入っているものは、飲ませて
アスピリンが入っているものは、飲ませて
はいけません。子どもに飲ませる薬につ
はいけません。子どもに飲ませる薬につ
いては、大人用の薬を半分だけ飲ませる
いては、大人用の薬を半分だけ飲ませる
など素人判断での服用はいけません。必
など素人判断での服用はいけません。必
ず医師、薬剤師に相談してください。
ず医師、薬剤師に相談してください。
発熱時は、薬以外の方法で熱のコント
発熱時は、薬以外の方法で熱のコント
ロールをすることも大切です。子どもが寒
ロールをすることも大切です。子どもが寒
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がるときは重ね着や毛布をかぶせるなどし
て、体を温めてあげて
て、体を温めてあげて
ください。反対に暑 ください。反対に暑
がるときには、汗をかきますので体をタオ
がるときには、汗をかきますので体をタオ
ルでふいてあげます。平熱が24時間続いた
ルでふいてあげます。平熱が24時間続いた
ら、熱が下がったという目安になります。
ら、熱が下がったという目安になります。

15歳未満の子は解熱剤に注意！
15歳未満の子は解熱剤に注意！

インフルエンザにかかってしまったら
インフルエンザにかかってしまったら

空気が乾燥すると、インフルエン
空気が乾燥すると、インフルエン
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（ 50〜
は控えます。やむを得ない場合に
（ 50〜
は控えます。やむを得ない場合に
ておくと安心です。13歳未満は２
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るときはティッシュやハンカチ、
るときはティッシュやハンカチ、
ているかもしれません。石けんで
ているかもしれません。石けんで
湿度を保つことができ、ウイルス
湿度を保つことができ、ウイルス
自分の腕で鼻や口を押さえ、ウイ
自分の腕で鼻や口を押さえ、ウイ
泡立ててしっかりと洗いましょう。
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が増えにくい状態になります。
が増えにくい状態になります。
ルスが飛び散らないようにします。
ルスが飛び散らないようにします。
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インフルエンザの予防
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※ 発熱した日を０日とします︒
月曜日に熱が出たら翌日に解熱しても︑
火・水・木・金・土の５日間は出席停止です︒

園

園
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②ノロウイルス
ノロウイルスは、12 〜 48 時間の潜伏期をへて、吐き気、嘔吐、下痢を主な症状として発症
します。通常は数日で軽快しますが、脱水や吐瀉物による窒息などにも注意が必要です。
吐き気があって、なおかつ横になる場合は、体を横向きにして寝かせて、吐瀉物を詰まらせ
ないようにします。嘔吐の症状がおさまったら少しずつ水分を補給し、消化の良い食事を摂る
ようにします。脱水がひどい場合には医療機関で輸液を行うこともあります。
感染者の糞便１ｇの中には 1 億個、吐瀉物１ｇには 100 万個以上のノロウイルスがいるの
に対して、数十個が人の口に入れば感染が成立します。汚染物に触れた手で口を触れたり、ま
た食品に触ってウイルスが付着するとそれを食べることでも感染します。下痢が止まった後も、
2 週間くらいは便の中にウイルスが排泄されてきますので、予防の基本は手洗いです。また、
トイレの蓋を閉めて流すこともポイントです。水流でウイルスが舞いあがって、周囲に長時間
浮遊し、それを吸い込んで感染するのを防ぐためです。
ノロウイルスは、消毒用アルコールでは不十分で、塩素系漂白剤を使って消毒をします。吐
瀉物は、広い範囲に飛び散っていますから、きちんと消毒しながら、除去します。カーペット
に残っていたウイルスが数日間以上経った後に掃除機の排気で拡散して、それを吸い込んだ人
が集団感染を起こした事例もあります。
一方、下水に出たノロウイルスの一部は不活化されずに河川から海に出て、二枚貝の中腸腺
に濃縮されます。その二枚貝を不十分な加熱で食べることで、人が感染することがあります。
食品からの感染を防ぐには、85℃で 1 分間加熱することが必要です。1 年を通じて発生します
が、冬季をピークに流行します。ワクチンはありません。

出典：作者 白鴎大学教育学部教授 岡田晴恵

画 オカダマキ 印刷・販売 奥野かるた店 03−3264-8031

感染症カルタは「健康教育」として感染症の知識と予防を学ぶ目的で作られ、感染症の原因微生物やうつり方（感染経路）、
それを知った上での予防方法などをまとめてとてもわかりやすく学べるカルタです。ここに登場する感染症は、学校で流
行りやすく予防すべきとされている「学校感染症」が多く登場します。また、近年海外から日本に入ってきたり、いつ流
行してもおかしくないという問題の感染症や、再興感染症、振興感染症も取り上げられています。どうやってうつるの ?
どんな病気になるの ? どう予防するの ? 過去にどんな流行を起こしたの ? うつる病気のメカニズムから、大流行して歴史
や文化に与えた影響を学べるかるたです。これから生きていく上で注意したい、知っておきたい感染症に関する情報が満
載です。
50 音でとる初級編と、感染症の病名でとる上級編があり、小学生から大学生まで幅広く活用できるアクティブラーニン
グ教材です。
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食中毒としての感染
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❺ るように洗います。
❺ るように洗います。
❻ います。

❻ ❼

❼ ❽

❽

清潔なタオルやハン 清潔なタオルやハン
爪を手にこすりつけ 爪を手にこすりつけ
手首を片方 ず つ 洗 手首を片方
石けんが残らないよ
ずつ洗
石けんが残らないよ
カチで水分をしっか カチで水分をしっか
います。
うに、しっかり洗い うに、しっかり洗い
りふき取ります。
りふき取ります。
流します。
流します。

❶ 泡立てます。 ❶ 泡立てます。
❷ て洗います。 ❷ て洗います。
❸ ねいに洗います。❸ ねいに洗います。
❹ て指の間を洗います。
❹ て指の間を洗います。

手のひらで石けんを 手のひらで石けんを
手のこうも、こすっ 手のこうも、こすっ
指 を一本 ず つてい 指 を一本
両手をもむようにし
ず つてい
両手をもむようにし

予防の基本は手洗いです。正しい方法で行ってください。
予防の基本は手洗いです。正しい方法で行ってください。

予防には、まずは手洗いをきちんとすることが大切です。ノロウイルスは感染してから、下痢が止まっ
予防には、まずは手洗いをきちんとすることが大切です。ノロウイルスは感染してから、下痢が止まっ
た後も２〜３週間くらいは便の中にウイルスが排泄されます。トイレの後や食事の前は特に気をつけましょう。
た後も２〜３週間くらいは便の中にウイルスが排泄されます。トイレの後や食事の前は特に気をつけましょう。

ノロウイルス感染症の予防について
ノロウイルス感染症の予防について

・ ウイルスが蓄積した二枚貝などを不十分な加
・ 感染者の便や嘔吐物に含まれたウイルスが気
・ 感染者の便や嘔吐物に含まれたウイルスが気
・ ウイルスが蓄積した二枚貝などを不十分な加
熱で食べる。
づかないうちに手に付着し口に入る。
づかないうちに手に付着し口に入る。
熱で食べる。
・ 感染者が（手にウイルスを付着させたまま）調
・ ウイルスを含む便や嘔吐物が埃や塵となり、そ
・ 感染者が（手にウイルスを付着させたまま）調
・ ウイルスを含む便や嘔吐物が埃や塵となり、そ
理等をして汚染された食品を食べる。
れを吸い込む。
理等をして汚染された食品を食べる。
れを吸い込む。

人から人への感染
人から人への感染

ノロウイルスはどうやってうつるの？
ノロウイルスはどうやってうつるの？

ノロウイルス感染症は、ノロウイルスが人に感染し嘔吐や下痢などの症状を引き起こす病気です。
ノロウイルス感染症は、ノロウイルスが人に感染し嘔吐や下痢などの症状を引き起こす病気です。
学校や幼稚園、保育所などで集団感染を起こします。
学校や幼稚園、保育所などで集団感染を起こします。
原因となるノロウイルスは、感染者の下痢便や嘔吐物に含まれています。気づかないうちにそれ
原因となるノロウイルスは、感染者の下痢便や嘔吐物に含まれています。気づかないうちにそれ
らの吐しゃ物からウイルスが手に付着し、その手で口を触ったり、食品を口に運んだりして、ノロ
らの吐しゃ物からウイルスが手に付着し、その手で口を触ったり、食品を口に運んだりして、ノロ
ウイルスに感染することもあります。ノロウイルスには、予防ワクチンも特効薬もありません。まず、
ウイルスに感染することもあります。ノロウイルスには、予防ワクチンも特効薬もありません。まず、
かからないように（ノロウイルスが口に入らないように）することが大切です。
かからないように（ノロウイルスが口に入らないように）することが大切です。

出典：
『岡田晴恵
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看護の注意点 看護の注意点

吐き気があるとき
吐き気があるとき
は
は
横を向いて寝よう
横を向いて寝よう

・ 吐いたものが喉につまらないように、気をつけ
・ 吐いたものが喉につまらないように、気をつけ
感染者の吐しゃ物などの中にはノロウ
感染者の吐しゃ物などの中にはノロウ
ます。吐きそうになったら、起きあがるか、横
ます。吐きそうになったら、起きあがるか、横
イルスが大量に存在しています。きち
イルスが大量に存在しています。きち
向きになって、吐かせるようにしてください。
向きになって、吐かせるようにしてください。
んと消毒しながら、除去しましょう。
んと消毒しながら、除去しましょう。
・ トイレは我慢させないようにしてください。
・ トイレは我慢させないようにしてください。
また、カーペットに残っていたノロウ
また、カーペットに残っていたノロウ
・ 吐いたものや便の漏れなどは、速やかに薄めた
・ 吐いたものや便の漏れなどは、速やかに薄めた
イルスが掃除機の排気で拡散して感染
イルスが掃除機の排気で拡散して感染
塩素系漂白剤などを使用して処理してください。
塩素系漂白剤などを使用して処理してください。
源になった例もあり注意が必要です。
源になった例もあり注意が必要です。

看護方法について
看護方法について

市販されている次亜塩素酸ナトリウムは、濃度
市販されている次亜塩素酸ナトリウムは、濃度
が１％〜12％とさまざまです。濃度に合わせて
が１％〜12％とさまざまです。濃度に合わせて
作ってください。なお、ペットボトルを利用し
作ってください。なお、ペットボトルを利用し
て作ると便利です。ボトルのキャップが１杯約
て作ると便利です。ボトルのキャップが１杯約
ノロウイルスにかかったら…
ノロウイルスにかかったら…
５㎖ですので、必要量を作ってみましょう。ペッ
５㎖ですので、必要量を作ってみましょう。ペッ
トボトルは飲料水と間違われないように注意
トボトルは飲料水と間違われないように注意
!!
!!

原液１％原液の場合
330㎖を水３ℓに入れる。
原液 330㎖を水３ℓに入れる。

0.1％次亜塩素酸ナトリウムの作り方
0.1％次亜塩素酸ナトリウムの作り方

!

塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム）
塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム）
は0.1%に薄めてふき取りに使用します。
は0.1%に薄めてふき取りに使用します。

１％原液の場合

!

跡をふき取り、薄め
跡をふき取り、薄め
ふき取った嘔吐物や、
ふき取った嘔吐物や、
た塩素系漂白剤や二
た塩素系漂白剤や二
処理に使った紙、手袋
処理に使った紙、手袋
酸化塩素の液剤でふ
酸化塩素の液剤でふ
などはビニール袋に入
などはビニール袋に入
き、最後に水ぶきする。
き、最後に水ぶきする。
れ密閉して捨てる。れ密閉して捨てる。
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エプロンなどを着て、
エプロンなどを着て、
紙や新聞紙などで嘔
紙や新聞紙などで嘔
まんべんなく塩素系漂
まんべんなく塩素系漂
嘔吐物は、おおった
嘔吐物は、おおった
使い捨て手袋とマス
使い捨て手袋とマス
吐物全体を広めにお
吐物全体を広めにお
白剤や二酸 化 塩素の
白剤や二酸
紙ごと静かに汚れを
化 塩素の
紙ごと静かに汚れを
クを着用する。 クを着用する。
おう。
おう。 液剤をひたす。
液剤をひたす。
包み取る。
包み取る。

❶

※ノロウイルスには消毒用のアルコールでは不十分です。
※ノロウイルスには消毒用のアルコールでは不十分です。

嘔吐物などの掃除のしかた
嘔吐物などの掃除のしかた
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●保育園のリスクマネジメント 3時限目 しゃかい
株式会社フォーサイツコンサルティング
代表取締役 浅野睦（あさの・まこと）先生
一般財団法人 リスクマネジメント協会 理事
組織マネジメント・リスクマネジメントを専門とする経営コンサルタント。
大手流通業本部勤務から米国系金融機関を経て、96 年に開業。
組織マネジメント、リスクマネジメント、事故防止、災害対策等を中心に、マネジメント体制づくり、委員会運営、調査
分析・評価、アセスメントおよび研修、講演活動を行う。東京都福祉サービス第三者評価制度の設計に関わり現在に至る。
（第三者評価経営ワーキング委員）
保育士等キャリアアップ研修では５県で研修講師を担当（栃木、群馬、千葉、埼玉、山形）※埼玉は認定こども園協会主催
東京都福祉人材対策推進機構 研修委員

保育園を取り巻く環境変化とリスク対応

保育園でリスクマネジメントが必要なのは言うまでもないことですが、子育て環境の変化とともに、園に求められる

リスク対応力も変わってきています。保護者が園で起こり得るリスクに対して敏感になっている傾向があり、園内で事
故やトラブルなどが発生した際に求められる対応方法や説明の仕方などに納得しないケースが目立ちます。また、ＳＮ
Ｓ等の普及により、ネガティブな情報があると保護者間ですぐに情報が共有され、問題が拡大することも珍しくありま
せん。初期対応を誤ってしまうとトラブルが長期化してなかなか収束せず、職員への負担が大きくなってしまうことも
あります。では、このような環境変化に対して、保育園はどのようなリスクマネジメントを行えばよいのでしょうか。
図１にあるように、一般的にリスクが出現した際の関心事は内部関係者と外部関係者の間で重要と思うことの認識が
異なることがあります。例えば、
園児が保育中にケガをした後に保護者に説明をする場合を考えてみます。内部関係者は、
「事象の認識」と「初期対応」を行い、
「原因と影響の把握」を行って、その「再発防止」に向けた対応を考えます。そ
して、ケガを負った際の状況について説明し、今後このようなことが起きないようにするための対策について「説明責任」
を果たそうとします。基本的にはこの対応で間違いはないのですが、外部関係者はもっと広い範囲でリスク対応を捉え
ることが少なくないのです。
「そもそも今回起きたようなリスクはあらかじめ組織として認識していたのか？」「認識し
ていたとするなら、その対応策はどのようにとるつもりでいたのか？」
「同種のリスクが生じそうな兆候などをどのよう
に把握する仕組みがあるのか？」などに関心を持つ関係者もいます。さらに、重大なリスクが出現した場合は、「通常取
られている対策が効果をあげているかどうかを検証しているのか」
「継続的に改善しているのか」といった観点での説明
も求められることがあるということです。マスコミに報じられるような事故やトラブルが他園で起きた場合に、
「同じよ
うなことが園で起きないように、どんな対策をとっているのですか？」という問い合わせを受けることが少なくないの
です。滋賀県大津市で交通事故に巻き込まれた保育園児のことが報じられた際、こうした問い合わせに応じた園は多かっ
たことと思います。

そもそもリスクとは何か？

保護者は園にわが子を預けているあいだ、もし何かあったらどうしょう？と心配になることは不思議なことではない

ので、保護者がリスクに敏感になることは無理もないことなのです。ただ、危ないことは何でもリスクと言ってしまうと、
園でできることは相当限られてしまいます。園庭を走っていたら転んでしまい、ちょっと膝を擦りむいてしまった、
といっ
たケガもリスクとして対策を講じなくてはならないでしょうか。雲梯で遊んでいる子どもが、手を滑らせて落ちたら危
ないから、雲梯遊びはやめましょう、とすることがリスクマネジメントでしょうか。もし、こうしたことをすべてリス
クと考えてしまうと、園内遊具のほとんどは撤去しなくてはならないですし、元気に園庭を走り回ることすらできなく
なってしまいます。子どもたちが元気に走り回ることを制限してしまったら、そんな制限をすること自体が大きなリス
クなのではないかという声も聞こえてきそうです。危険なことがすべてリスクだとして、そのリスクを回避することば
かりすれば、子どもにはリスク対応力が育たず、生きる力が養われないことにもなってしまいます。ですから、園で組
織的にリスクマネジメントを行うためには、そもそもリスクとは一体どういうことなのかを園として明確にしておく必
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要があるということです。そうでないと、ちょっと厳しい声をあげる保護者に納得のいく説明がしにくくなってしまい
ます。
本来リスクとは、
「目的の遂行を阻害する要因」という概念です（図２）。保育園が大切にする保育方針や保育ねらい
を実現しようとした際に、その目的を阻害する要因がリスクだということです。例えば、２歳児がブランコで遊びたい
と言った時、ブランコそのものがリスクなのではなく、その２歳児が「ブランコで遊ぶことによって得られる何か」が
阻害されることがリスクだということです。もし初めてブランコに乗る子であれば、本人が初めてブランコで遊ぶワク
ワク感を奪ってしまうことの方が大きなリスクだということです。当然、この子はブランコの鎖をしっかり握ることが
できるだろうか、ブランコの椅子に座っていられるだろうか、揺らしても怖がらないだろうか？ということを見極めて、
その子に必要なサポートをすることは言うまでもありません。そしてブランコ遊びに慣れてくれば徐々に自分で乗れる
ように適切な援助することがリスクマネジメントです。せっかく興味を持ったタイミングなのに、もしブランコ遊びを
制限してしまえば、いつまでもブランコ遊びができないという「子どもの成長におけるリスク」が出現してしまうこと
になるということです。つまり、
「子どもをどのように育てるかという目的」によってリスクの評価は変わってくるとい
うことなのです。

求められるのは組織的対応

このように、リスクは、保育目標や保育のねらいによって異なるものですから、園の保育目標や子どもの発達に応じ

て組織的にリスクを捉えることが欠かせないのです。０歳児のリスクと５歳児のリスクは当然異なるので、各クラスで
どのような事象がリスクなのかを洗い出し、その認識を職員間で共通のものにしておく必要があるということです。組
織でリスクの共通認識をもつためには、図３のように「リスクマップ」というツールを使うとよいでしょう。縦軸にリ
スクの影響度をとり、横軸にリスク発生の可能性（頻度や確率）をとって、職員一人ひとりが認識するリスクを位置づ
けてもらいます。各職員が自分で認識しているリスクをリスクマップに表すと、職員間でどのくらいリスクの認識が一
致しているか、あるいは違っているかがよく分かります。ある程度一致していればよいと思いますが、保育現場での経
験やリスクに対する個人的な感覚などにより、異なることが多いものです。この異なる感覚を共有することが組織的な
リスクの認識になるということです。
図４のように模造紙などを使って職員同士で話し合いながらリスクマップを作成することも有効な取組みです。過去
に起きた事故やヒヤリハットの情報をもとに、事例を共有し合うとよいでしょう。職員の経験年数やスキルなどでリス
ク対応が異なると、組織としてど
のように認識していたのか、とい
う 疑 問 を 持 た れ て し ま い ま す が、
このようなツールを使って共有で
きれば、仕組みとしてマネジメン
トしうる体制となりますので、具
体的な対策も浸透しやすくなりま
す。今回は、保育園における基本
的なリスクマネジメント体制づく
りについて理解していただきまし
たが、次号では具体的に事故やヒ
ヤ リ ハ ッ ト を ど の よ う に 分 析 し、
対策を講じればよいかについて解
説したいと思います。
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不器用さんにもできる！
Pause-café
ヘアアレンジ★
ポーズカフェ

①ワックスを適量手に取り、 ②ハーフアップを作りながら
手でなじませる
ワックスをつけていき、
最後に髪全体になじませる

③耳より上の髪を上に向かっ
てゆるくねじる

④中央でひとつにゴムで結ぶ

⑤結んだところを緩め、緩め
た結び目を半分に割る

⑥すきまに毛束を上から通す
（クルリンパ）

⑦下の髪だけで縛る

⑧下の髪も⑥と同じようにク
ルリンパをする

⑨上の髪の毛の毛先だけを縛
る

⑩縛 っ た 毛 先 で
クルリンパをする

⑪完成！

東京の保育園で働く、現役の
保育士、みほこ先生です。不
器用でいつも一つに縛ってし
まうと言っていましたが、美
容師の伊佐さんに教えてもら
い、「こ れ な ら 私 に も 出 来
る！」と喜んでいました！

ピンや飾りゴムを使わずに出来るアレンジ
です！これなら乳児室担当の先生でも出来
ちゃいますね！あえてカラーゴムを使って
見せるのも可愛くいいですよね！
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〜Before〜
「こ の 髪 型 ど う し た ら い い も の
か」と悩める男性保育士が美容
師の方に大変身すべく、切って
もらいました！

〜After〜
今回は、茨城県の現役保育士の後藤先生がミラクルチェ
ンジをしました！
カットを終え、鏡を覗く瞬間は「ドキドキする〜！」と
言っていましたが、見事な変身っぷり！
人の印象は「９割が見た目」と言いますから、髪型や身
だしなみは大事ですよね。
髪を切って、気持ち的にも前向きになれたそうです！
「私も変身したい！」「僕も格好よくなりたい！」という
方！日本保育士協会に連絡下さい。

協力

表参道 Overland 伊佐 寛 さん
東京都渋谷区神宮前 4-23-2
原宿テラス 101
TEL 03-6804-3868

日本保育士協会
オリジナルマスコットキャラクター大募集！
一般社団法人日本保育士協会の事業や取り組みを保育士の皆さんに
身近な存在として感じてもらえるよう、マスコットキャラクターを募集します。
○募集内容 「保育士」をイメージさせる優しい親しみやすいキャラクター
○最優秀賞 賞金5万円
○応募方法 郵送、電子メールで受け付けます。
〒103-0003
東京都中央区日本橋横山町3-8U・Mビル3階
TEL：03-6825-8803
一般社団法人日本保育士協会「マスコットキャラクターデザイン募集担当」
Email：hoikushi-kyo@hbvw.ftbb.net
締め切り
令和元年12月31日（火）当日消印有効
詳しくは日本保育士協会ホームページをご覧ください。
ご応募お待ちしています！
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日本保育士協会 平成30年度決算報告
事業報告書

決算報告書

（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日）
年 月 日

（単位：円）

内 容

平成30年度
科 目

【理事会】
平成３０年
６月１日（金）

第１回理事会／社員総会

平成３０年
第２回理事会
９月２１日（金）
平成３０年
１１月１７日（土）

第３回理事会

平成３１年
第４回理事会
１月１９日（土）
第５回理事会
平成３１年
２月２２日（金）
【監事会】
令和元年
監事監査（平成30年度分）
５月１７日（金）
【研修会】
平成３０年
６月２日（土）

平成３０年度(第１回)研修会
石川県 金沢・東急ホテル

平成３０年
１１月１７日（土）

平成３０年度（第２回）研修会
東京都 千代田放送会館

平成３０年度(第３回)研修会
平成３１年
１月１９日（土） 東京都 千代田放送会館
【部会】
・広報部

平成３０年 ８/１７．１１/３０

・調査研究部会等

（平成３０年４月１日～
平成３１年３月３１日）

【収入の部】
会費収入
研修会参加費
集金事務費収入等
受取利息
雑収入

67,974,030
203,000
1,753,592
83
106,251

当期収入合計

70,036,956

前期繰越収支差額

26,838,351

収入合計

96,875,307

【支出の部】
管理事務費
人件費
旅費交通費
通信運搬費
印刷製本費
消耗品費
リース料
家賃
水道・光熱費
会員登録費
支払手数料
報酬
業務委託費
什器備品費
損害保険料
福利厚生費
交際費
租税公課
事業費
謝礼および謝金
通信運搬費
印刷製本費
会場経費
業務委託費
消耗品費
会議費
福利厚生費
保険料

18,202,059
4,652,600
1,455,354
1,780,745
1,776,859
376,981
1,239,443
2,320,164
225,357
2,179,557
813,071
324,000
625,575
30,000
30,000
60,935
305,218
6,200
38,524,561
66,822
999,239
901,843
1,720,431
920,514
43,200
31,880
15,822
33,824,810

当期支出合計額

56,726,620

平成２８年７月発行の実態調査報告書

当期収支差額

13,310,336

を研修参加者全員に配布

次期繰越収支差額

40,148,687

〒102-0083

一般社団法人

日本保育士協会

東京都中央区日本橋横山町3-8
Ｕ・Ｍビル３Ｆ
TEL 03-6825-8803
FAX 03-6825-8802
ホームページアドレス http://www.hoikushi-kyo.jp/
Eメールアドレス hoikushi-kyo@hbvw.ftbb.net

