
spring
「保育士として働く」ということについて考えてみませんか。

まとまった時間のとれる春休みだからこそ、

じっくりと自分自身に向き合い、働く姿をイメージしてみる。

それは、保育の勉強を続ける上で絶対に必要な時間です。

就職活動を目前に控える就職年次はもちろんのこと、まだまだ先という

学生さんにとっても、有意義なインターンになることをお約束します。

春休みインターン募集！

保育の仕事がぐっと身近になる２日間

保育士を目指す方向けインターンのご案内 2019 年春

「保育士として働く」
ってこういうこと。

FOLLOW US

月～金 8:30-17:30052-655-6161
otoiawase@philos2011.com

「社会福祉法人フィロス」で検索

LINE QR コード

お申込み・お問合せは、お気軽にフィロス法人本部まで。 インターン担当：大藪 智恵美
オオヤブ チエミ

PHIL S
社 会 福 祉 法 人 フ ィ ロ ス

「やりたい！楽しい！子どもが主役」

応募資格： 保育士を目指す学生（何年生でも構いません。）
募集人数： 各回２～３名程度
待遇： 昼食・おやつ支給（給食）、報酬はありません。
応募締切： 各回３日前まで（直前でも対応可能な場合もあります。まずはお電話ください。）
応募方法： 電話、メール、LINE で法人本部までお申込みください。
 お申し込み後、事前アンケートをメールでお送りします。必要事項を入力してご返信ください。

職業体験型インターン
保育現場で先輩保育士といっしょに保育業務を体験する
インターン。どの年齢のクラスで、どんなことに
着目した体験にするかはあなたが決めてください。

day 1

◆時間： ８：３０～１６：００
◆場所： フィロスのインターン開催園

（名古屋市内標準園７園、小規模育事業１園）

社会福祉法人フィロスは、子どもの気持ちと主体性を何より大切にした保育を行っています。中部エリアに８つの標準園と６つの小規模園を運営しています。

募集要項は郵送でお送りすることもできます。お気軽にご連絡ください。

いっしょに
学ぼう！

ご
参
加

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

募集要項など
詳細はこちら↓

philos2011.com

１日目

就職支援型インターン
自分に合った保育園で働くための自己分析や業界研究を
行い、フィロスの人事担当者と保育士としてのキャリア
ビジョンを考えます。

day 2

◆時間： ８：３０～１２：００
◆場所：　フィロスの保育園

２日目

◆それぞれの日程は、ご相談の上決定します。（2/18（月）～ 3/29（金））

◆２日連続とならない場合、また職業体験型と就職支援型が前後する場合があります。

◆詳しいことは募集要項をご覧ください。

2/18月～3/29金
インターン受入期間



PHIL S

社会福祉法人フィロス

spring
保育の仕事がぐっと身近になる２日間

保育士を目指す方向けインターン
募集要項 2019 春

「保育士として働く」
ってこういうこと。

「やりたい！楽しい！子どもが主役」

phi los2011.com



あなたはなぜ保育士になろうと思いましたか。

子どもが好きだから。資格があればいろんな場所で働けるから。

この春はもう少しだけ深めてみましょう。

保育士として働く場所は多岐にわたります。

運営母体が違えば待遇面も異なります。

保育の方針や内容もそれぞれです。

やってみなくてはわからないことはたくさんありますが、

いざ就職してしまってからミスマッチがわかってはもったいない。

春休みの時間を使って、ぜひ準備を進めましょう。

自分自身を見つめ、運命の園に出会えるお手伝いをいたします。

「保育士として働く」ことを
考える特別な２日間。



フィロスのインターンは参加者が主体的につくるインターン。

保育園という職場のどんな部分を見たいのか。

保育士という仕事のどのあたりを知りたいのか。

そこをはっきりさせた上でインターンをする。

なんとなく体験するより深く学ぶことができると考えるからです。

あなたの学びたいことに応えられるよう、

そして、保育の魅力や保育士の仕事の面白さを伝えられるよう、

私たちも努力します。

いろいろな園で複数回のご参加も大歓迎。

エントリーをお待ちしています。

あなたがつくる
あなただけのインターン



現場に入って保育業務を行っていただきます。

どのクラスで、どんなインターンにするかは、事前アンケートや当日の面談で決定。

フィードバックしながら、現場を体験する時間をできるだけ多くします。

保育士の一日はどんなものか、主担任になるとどんな仕事をするのか、

フィロスの「子どもが主役の保育」はどんなものか、など。

１日目 職業体験型 インターン

どんなことを学ぶために、どんな職業体験にするかを事前

のエントリーシートをもとに園長と最終決定します。一日

の流れや、注意事項などのご説明もします。

8:30-9:00  オリエンテーション

決定したクラスの午前中の活動に保育補助としてお入りい

ただきます。給食やおやつも子どもたちといっしょに食べ

ます。先輩保育士が丁寧に指導しますので、安心です。

9:00-12:00  職業体験

午前中の体験を指導した先輩保育士より、フィードバック

を行います。子どもたちのいないところで冷静に客観的に

振り返ります。疑問点はどんどん聞いてください。

12:00-13:30 フィードバック
　　　　　　休憩

午前中の体験とフィードバックを活かして、もう一度同じ

クラスで保育に入ります。見えなかったものが見えたり、

気づかなかったことに気づいたりするかもしれません。

13:30-15:30  職業体験

最後に園長と面談をし、一日を振り返ります。15:30-16:00  フィードバック

◆応募資格  保育士を目指す学生（何年生でも構いません。）

◆募集人数  各回２～３名程度

◆待遇   昼食・おやつ支給（給食）、報酬はありません。

※子どもたちの状況などによって上記は変更となる可能性があります。

day 1

| requirements  　　　　  |募集要項

| timetable　　　　|一日の流れ

| points　　　　　　|こんなこと学べます



２日目 就職支援型 インターン

さまざまな保育園の中から、自分に合った就職先を見つけるのは簡単なことではありま

せん。自己分析、自分に合った保育園を見つけるポイントを踏まえて、保育士としてのキャ

リアビジョンをいっしょに考えます。

仕事をする上でモチベーション、つまり意欲的に取り組め

るかという点はとても重要です。モチベーショングラフを

使って自己分析を行い、あなたのモチベーションの源泉を

探ります。

8:30-9:00　自己分析 

公立、社会福祉法人、株式の違いについて、また保育方針

や規模などどんなものが存在して、どんな特徴があるのか

をご説明します。その上で、分析した自分自身とのマッチ

ングを考えます。

9:00-10:00 　業界研究と
　　　　　　マッチング

会場となっている保育園での保育の様子を見学いただきま

す。私たちの保育園は、分析した業界の中の一例。実際の

様子を目で見て肌で感じてください。

10:00-11:00  現場見学

子どもたちと一緒に給食を食べます。11:00-11:30　 給食・休憩

キャリアビジョンを考えます。また、時間が合えば先輩保

育士への質問タイムを設けます。
11:30-12:00 　フィードバック

◆応募資格  保育士を目指す学生（何年生でも構いません。）

◆募集人数  各回２～３名程度

◆待遇   昼食支給（給食）、報酬はありません。

day 2

| requirements  　　　　  |募集要項

| timetable　　　　|一日の流れ

どんな園が自分に合うのかを知りたい、園選びのポイントを知りたい、

保育士としてのキャリアビジョンを考えたい、など。

| points　　　　　　|こんなこと学べます





保育で日本の未来をつくるんだ！
私たちは真剣にそう考えています。

「やりたい！楽しい！子どもが主役」

子どもが保育園で過ごす時間は長い。

人格形成において大切なこの時期に、

保育士が子どもに与える影響ははかり知れません。

私たちのかかわり方が、子どもの心をつくる。

声掛けの一つ一つが、子どもの未来を変える。

その自覚と誇りをもって、

子どもたちと向き合います。

子どもが「やりたい！」こと、

保育士が「やりたい！」こと、

どんどんやってみよう。

私たちが日々実践しているそんな保育を、

私たち自身の言葉をひねり出して表現したら

こうなりました。

さあ私たちといっしょに、

挑戦しよう。

楽しもう。

「保育」っておもしろい。
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PHIL S FOLLOW US

月～金 8:30-17:30052-655-6161
otoiawase@philos2011.com

「社会福祉法人フィロス」で検索

LINE QR コード

お申込み・お問い合わせは、お気軽にフィロス法人本部まで。

社会福祉法人フィロス

電話、メール、LINE でお申し込みください。

「ワンデイインターンの申込です」と言っていただくとスムーズです。

お申し込み後、事前アンケートのメールを送ります。必要事項を入力してご返信ください。

各回３日前まで（直前でも対応可能な場合もあります。まずはお電話ください。）

何度ご参加いただいても結構です。また日時が合わない場合はひとまずご連絡ください。

インターン担当：大藪智恵美
オオヤブ チエミ
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