せんだいの職種図鑑

ある1 日のスケジュール

心理

子どもたちのこころと向き合う。
大学までを仙台市で過ごし、大学院からは

8:30

出勤、
スケジュール確認、事務作業

9:30

面接（訪問）

12:00

昼休憩

13:00

打ち合わせ

14:00

面接（所内）

15:00

面接記録、
心理診断所見の作成

17:15

退勤

す。
「“子どもの代弁者”という立場にある児童
心理司(※)は、面接や心理検査の実施、生育
歴や生活歴の情報収集によって子どもを理解

上京していた高沢さんは、東日本大震災をきっ

し、どのような援助が必要か心理診断を行い、

かけに、地元である仙台市で何かできること

家族や関係者の方にわかりやすく伝えていく

はないかと考え、学んできた心理学を生かす

ことが求められます。マイナス面の評価だけで

ことのできる心理職として入庁しました。現在

なく、その子の強みや得意な面を見つけること

勤務している児童相談所には、さまざまな問題

で、その後の支援に生かすようにしています」
。

を抱える子どもをはじめ、子どもとの接し方に

仕事では想像以上に他の関係機関との連

悩んでいる家族や関係者の方が相談に訪れま

携が多く、一機関や一個人だけの支援には限
界があると話す高沢さん。学校や施設、病院、
福祉事業所などの関係機関との情報共有や
役割を整理することで、子どもや家族が孤立
せずに相談できる体制をつくることの大切さも
感じています。
「関係機関も立場によって視点
は変わりますが、子どもや家族を理解し支援

子供未来局
児童相談所相談指導課

高沢 奈央
宮城県松島町出身
平成 30 年度採用

するという意味では同じ方向を向いています。
す。子どもたちにとって、自分の気持ちや考え

互いを尊重し、情報を共有し合える関係を築く

を言葉だけで伝えることは簡単なことではな

ことが、子どもたちのこころの健康にもつな

く、表情や態度などさまざまな形で表現するの

がっていくのだと思います」
。

で、それらを整理し理解していく必要がありま

※児童心理司…児童相談所に勤務する心理職員のこと。

Private
職業柄、自分のメンタルヘルスケア
を大事にしています。家事をしながら好
きな音楽を聞くことが多いですね。旅行
が好きなので、コロナが終息したらどこ
に行こうか計画を立てたりもしています。

せんだいの職種図鑑

ある1 日のスケジュール

出勤、
メールチェック、事務作業

8:30

保健師

10:00

予防接種事務・問い合わせ対応

12:00

昼休憩

13:00

病気を予防し、市民の健康を守りたい。

づくりを目指したい――その想いは今も根底

市民がいつまでも元気に過ごせるよう、健

「予防接種の総括以外にも、幼児健康診査

康や福祉に関する相談業務から、予防接種

や母子健康手帳の交付など、母子保健に関

などの疾病の予防に関する業務まで幅広く

する業務も担当しています。新生児のいる家

こなすことが保健師の仕事。萩野さんはその

庭を訪問し、育児に関する相談に応じたり、

中でも、予防接種の受け付けや 情報提供、

利用できるサービスを紹介したりもします。地

問い合わ せ対応などを行っています。
「はじ

域によって特性が異なるので、個々の家庭だ

めは看護師を目指していました。しかし実習

けでなく地域全体で何が求められているのか

で病気に苦しむ患者さんの姿を見て
『病気を

を見極められるよう意識しています」。子ども

幼児健康診査業務

（会場設営→打ち合わせ→健診実施→
カンファレンス→片付け）

にあります。
退勤

17:15

の発達に不安がある、という相談も多く、関
係機関と連携・協働して取り組むこともあると
いう萩野さん。担当地区が決まっているため、
自分の裁量で地域課題の解決に向けた活動
ができるところが保健師の仕事の面白いとこ
ろだといいます。
「コロナ禍で気軽に集まれる

泉区保健福祉センター
家庭健康課

場所や楽しめるイベントが減ってしまい、不安

萩野 千景

予防することも大切なのでは？』
と思うように

を抱える親御さんたちは少なくありません。

なり、保健師になろうと決意しました」。地域

今後は少しでもその不安が解消され、親子で

秋田県秋田市出身
平成 23 年度採用

住民の暮らしに寄り添い、地域全体にも働き

安心して過ごせるよう、お手伝いをしていきた

かけながら、みんなで健康に過ごせる環境

いと思っています」。

Private
趣味は、仙台のおいしいラーメン屋
を発掘すること。子どもがまだ小さい
ので、休日の公園で一緒になって遊ぶ
ことも多いです。よく行く場所は、八木
山動物公園フジサキの杜のサル山と
は虫類館です。

せんだいの職種図鑑

ある1 日のスケジュール

学校事務

学校内唯一の行政職員として。

うにしていたのを見て、自分も何かサポートで
きないかと考えたのが、学校事務に興味を

学校教育の現場を支えているのは教員だけ

持ったきっかけでした。
「先生方に頼っていただ

ではありません。子どもと直接関わる機会は教

けたり、新しい教材で子どもたちが楽しそうに

員に比べて多くはないものの、学校事務職員

学んでいる姿を見たりすると
『買ってよかった』

も教育現場には欠かせない存在です。
「学校事

と思います。子どもたちの元気な声にはいつも

務の仕事は、学校に届いた文書の受付・配布・

パワーをもらっています」
。卒業するとなかなか

保管のほか、会計や、先生方の給与や旅費の

食べる機会のない「給食」
を食べられるのも、

計算といった財務関係がメインです。先生方

密かな楽しみの一つになっているそう。

から授業で使用する教材を購入したい、という

8:25
8:40

出勤

9:30

報告書文書作成

文書収受

10:30

故障や破損した設備の
現場確認・修繕依頼書作成

12:20

休憩

13:05

物品発注・支払手続きなどの
会計業務

15:00

旅費算出・データ入力

16:55

退勤

※出勤・退勤時間、休憩時間帯は学校ごとに異なります。

学校事務職員は各校に一人しか配属されな
い場合が多いため、古川さんは横のつながり
を大切にしています。
「仙台市内の学校は地区
で連携体制を築いているので、近くの学校の
学校事務とはよく情報交換をしています。年に
数回ほど研修も行われ、同期とは、困ったこと
があったら何でも相談し合うようにしていま

教育局
高森東小学校

古川 詩穂里
仙台市出身
平成 29 年度採用

す」
。子どもたちがのびのびと健やかに成長
相談を受けることもあり、予算残額を考えなが

し、未来を担っていってほしいと願っている古

ら検討し、購入するかどうかを判断します」
と話

川さん。学校事務にしかできない役割を担うこ

してくれたのは、学校事務として採用されてか

とで、さまざまな側面から学校全体をサポート

ら5年目の古川さん。教員だった親戚が忙しそ

していきます。

Private
コーヒーを飲みながら映画や動画鑑
賞をして過ごしています。趣味は旅行な
ので、コロナ禍が落ち着いたら海外旅行
をしたいですね。まち並みが仙台に似て
いるという広島にも行ってみたいです。

せんだいの職種図鑑

ある1 日のスケジュール

出勤、合同保育（7:15〜）

8:00

保育士

10:00

クラス活動

11:15

給食

12:40

午睡
日誌記入、会議、保育準備、休憩など

14:45

起床
おやつ
退勤

子どもたちの可能性を引き出せるように。

ている瀧田さん。
「子ども一人一人の成長や発
達に個人差があるので、それぞれに合った援

15:15
15:45

保育所や幼稚園での楽しかったこと、うれし

助や関わりをすることで、自分から頑張ろうと

16:30

かったことは、大人になってからも覚えている

したり、自分一人でできることが増えたりする

もの。瀧田さんも、保育所時代の経験が今の

姿などを見ることができます。子どもたちが笑

仕事につながっていると感じている一人です。

顔で
『できたよ』
と喜ぶ姿を見ると、私もうれし

「私は内気な所がありましたが、先生が自分の

い気持ちになります。子どもたちの興味や関

気持ちを理解してくれたり、頑張りを認めてく

心に合わせた活動を取り入れ、子どもたちと

れたりしたことがうれしかったのを覚えていま

一緒に笑ったり、喜んだりさまざまな気持ちを

す。小さい子と遊んだり、お世話をしたりする

共有しながら毎日を過ごす中で、子どもたち

合同保育

※時間差勤務のため、出勤は7:00〜10:00、
退勤は15:45〜18:30の間でシフトによって変わります。

の成長を間近で感じられることに保育士の魅
力とやりがいを感じています。子どもたちや保
護者の方、職場の先輩や同僚と関わる中での
気づきや学びも多く、日々の保育について考
えたり、声掛けを工夫したりするなど自分自身
の成長にもつながっています」
。瀧田さんはこ

子供未来局幼稚園・保育部
運営支援課落合保育所

瀧田 康葉
仙台市出身
平成 31 年度採用

れからも、子どもたちと毎日楽しく過ごす中
のが好きだったのもあり、保育士資格や幼稚

で、一人一人が持つ可能性を引き出しながら

園教諭免許を取得できる大学に進みました」
。

保護者の方々と共に成長を見守っていきたい

現在は3 歳児 26 名のクラスを2 人で担任し

と考えています。

Private
休日は自宅で好きな映画やテレビを
見たり、家族や 友だちと出かけたり、
ショッピングをしたりと好きなことをして
過ごしています。ゆったりと過ごしてリフ
レッシュすることを大事にしています。

せんだいの職種図鑑

ある1 日のスケジュール

出勤、発注食材の検収（交代制）

8:30
9:00

栄養士

「食」
を通し、市民の健康をサポート。

ができます」
。
給食センター内の業務だけではなく、給食

小・中学生の頃、給食を楽しみにしていた

の準備から下膳までの一連の流れや、児童・

人は多いのではないでしょうか。おいしいだ

生徒の喫食状況の確認をするために、学校

けでなく、栄養バランスもとれた給食の献立

に出向くこともあります。
「その際に話をした子

を作ってくれているのが、鈴木さんたち
「行政

が下膳の食器と一緒に手紙を給食センターま

栄養士」
です。
「現在、私が担当している業務

で送ってくれたことがあり、そのときは本当に

は主にアレルギー対応食です。献立作成だけ

うれしかったです」
。この他にも、自分の考え

でなく、使用する食材の発注や検収、在庫管

た献立や料理を
「おいしかった！」
「苦手な食

理、調理作業の確認・調整も行います。調理

べ物が食べられるようになったよ！」
と子ども

調理作業の確認・調整など

10:30

発注食材の検収（交代制）

12:00
12:30

栄養士ミーティング

13:30

発注食材の検収（交代制）

15:00
15:30
16:00

献立立案、資料作成など

17:00

退勤

昼休憩（45分間）

メニュー会議
事務作業

たちから声をかけられたときには、栄養士とし
てのやりがいを強く感じたといいます。
栄養士の仕事は学校だけにとどまりませ
ん。
「食」
を通し、保育所や市立病院などで幅
広い年代の市民の健康をサポートしていま
す。
「地域住民を対象とした栄養教室を開催

教育局総務企画部
南吉成学校給食センター

鈴木 菜津美
仙台市出身
平成 22 年度採用

し、健康増進や疾病予防にも取り組んでいま
をすることはほとんどありませんが、専門性を

す。市民がいつまでも健康で、笑顔あふれる

生かせる場面が多く、調理を委託している業

まちになるよう、“食”や“栄養”の大切さを知っ

者や学校の先生などと連携して仕事をしてい

ていただくための取り組みを続けていきたい

るとさまざまな価値観や考え方に触れること

ですね」
。

Private
娘が 2 人いるので、一緒に買い物に
出かけたり、カフェに行っておいしい
コーヒーを飲んでケーキを食べること
が楽しみです。子どもたちがもう少し
大きくなったら、ライブや旅行にも行っ
てみたいです。

せんだいの職種図鑑

ある1 日のスケジュール

文化財主事

地域の歴史を守り、伝えることが役目。

当しています。
「高速道路や鉄道の敷設、水道
管工事、大型ショッピング施設の建設など、遺

仙台市内には青葉城址をはじめ、数々の史

跡がある場所で工事を行う際は、埋蔵文化財

跡・遺跡が残されています。弥生時代の人々の

が破壊される前に発掘調査を行い、出土品等

暮らしに関係した遺跡も多く、仙台平野では

を整理・保管する必要があります。開発の規模

当時の水田跡や土器・石器などが発掘されて

にもよりますが、複数年かかることもありま

います。
「出土品の多くは食器などで、特に珍

す」
。発掘調査以外にも、出土品に関する文献

しいものではないのですが、地域によって土

を紐解き、そこから分かったことを市民セン

器の特徴が違っていたりします。当時の人々の

ターや地底の森ミュージアムなどで市民の方

暮らしを知ることができるのが考古学の面白

向けに出前講座を行うこともあると言います。

8:30

出勤、メールチェック、
発掘調査現場への電話連絡

9:00

打ち合わせ

10:00

発掘調査の監理、
調査についての打ち合わせ

12:00

昼休憩

13:00

発掘調査の監理

16:00

片付け

17:15

翌日の調査について打ち合わせ、
調査日誌の作成、
係長への報告・連絡、退勤

得られた研究成果を市民に還元する機会があ
ることも、やりがいにつながっています。
「発掘
調査で出てくる出土品は、文字のない時代に
生きた人々の生活を語ってくれます。広大な平
野が広がる仙台市は東北地方の中でも弥生
時代の水田跡が多く見つかる土地だったの

教育局生涯学習部
文化財課

で、その点がとても魅力に思いました」
。2000

三浦 一樹

いところですね」
と語るのは、文化財課の三浦

年以上も前の人々の暮らしを身近に感じられ

さん。埋蔵文化財が眠る遺跡内で大規模な開

る仙台市。その歴史を大切にし、後世に伝え

青森県五戸町出身
平成 29 年度採用

発が行われる際、事前に実施される民間調査

ていくという文化財主事としての役割を感じな

会社による発掘調査の現場監理などを主に担

がら、三浦さんは遺跡と向き合い続けます。

Private
地名が遺跡名になっていることが多い
ので、地図をよく眺めています。運転が
好きなので東北各地の遺跡を巡ったりも
しますね。学生時代の友人に連れられて
発掘現場にお邪魔することもあります。

せんだいの職種図鑑

ある1 日のスケジュール

出勤、車両点検

8:30
9:00
9:30

消防士

災害に強いまちをつくるため。
火災が発生したときに消火活動を行うイメー
ジの強い消防士ですが、部隊によって担当す
る業務はさまざま。警防隊の一員である山口さ

※24時間勤務の2交替制です。

ミーティング、事務処理
災害対応訓練など

12:00
12:45

昼休憩

17:00

事務処理

18:00

休憩

19:00

夜間ミーティング

23:00

仮眠

建築物に対する立入検査など

務体制も消防士ならではと語る山口さん。職
場の先輩や同僚と衣食住を共にするため、家

6:00

地水利調査、車両整備

族のような信頼関係を築くことができるところ

8:30

退勤

が魅力だといいます。
今では警防隊の一員として頼もしい活躍を

んは消火活動や救助活動、救急活動の支援、

見せている山口さんですが、実は消防士にな

火災の原因調査、火災予防のための建築物

る夢を諦めかけたこともあるそう。
「小学4年生

に対する指導・立入検査などを行っています。

のときの消防署見学で、消防士のかっこいい

「災害対応にあたって、市民の方から
『ありが

姿を見てあこがれるようになったのですが、女

とう』
や『女性の消防士で安心した』
という言葉

性はなれないものだと思っていたんです。大学

※災害発生時は警防隊として現場出動し、対応します。
非番や週休があり、毎4週間につき1週あたり
38時間45分の勤務体制です。

生の頃にたまたまSNSで女性でもなれること
を知り、慌てて進路の方向性を変えたんです
よ」
と、当時を振り返ります。
「東日本大震災を
経験している都市として、仙台にはその経験を
後世に伝える役割があると思っています。市民
自らが常に高い防災意識を持ち、地震などの

消防局青葉消防署
警防課

山口 美空
仙台市出身
平成 30 年度採用

大きな災害時には共に助け合える、そんな災
をいただくことがありました。市民の方にとっ

害に強いまちを目指しています。私は現在、消

て安全・安心なまちをつくることを目指して活

防音楽隊にも所属し、地域のイベントに参加す

動していることに誇りを持っているので、感謝

ることもあるので、そこでの活動で防火・防災

の言葉はとても励みになります」
。24時間の勤

意識の普及・啓発を図っていきたいですね」
。

消防音楽隊では、トランペットを担当しています。

Private
休日はアクティブに過ごすことが多
いですね。コロナ禍前は音楽フェスや
ライブに行ったり、同僚や友人とツーリ
ングに出かけたりしましたし、冬はス
ノーボードをしに東北のスキー場巡り
をしたこともあります。

せんだいの職種図鑑

ある1 日のスケジュール

動物飼育員

動物たちとともに日々成長。

を見てきました。私自身初めての体験で毎日
ドキドキしながらも、順調に育っていく赤ちゃ

八木山動物公園フジサキの杜では、令和4

ん達の様子を見てとても感動したことを今で

年2月現在115種類約600頭もの動物が飼育

も覚えています。また、動物園では来園者の

されています。相澤さんは現在、レッサーパン

方と話す機会も多くあります。動物を見た時

ダやツキノワグマ、フタコブラクダなど7種の

に感じるふとした疑問などにお答えすることが

動物を4人のチームで担当し、動物舎や放飼

多いのですが、お話をする中で『ありがとう』

場の清掃、給餌、健康管理、園内イベントの

と言ってもらえた時はうれしく、もっと多くの人

企画・運営などを行っています。

に動物の魅力を伝えられるように頑張ろうと

動物の成長を身近に見守っている時や来園

8:30
8:45

出勤、打ち合わせ
動物の放飼準備、放飼作業

9:30

動物舎の清掃、動物の餌準備

12:00

昼休憩

13:00

昼の餌やり、夕方の餌準備

14:00

放飼場の改修や看板作成などの臨時作業

15:00

動物のトレーニング

16:00
16:30
17:15

放飼場の清掃
動物の収容・事務作業
退勤

いう気持ちになります」
。
動物園はチームで協力しながらの作業や来
園者の方とたくさん接する機会が多いことか
ら、動物はもちろん人と関わるのが好きという
方におすすめしたい職業だという相澤さん。
「相手が動物である以上、自分たちの想像を
超える事態もよく起こり、毎日が驚きと発見の

建設局
八木山動物公園飼育展示課

相澤 里
宮城県石巻市出身
平成 31 年度採用

連続です。分からないことはそのままにせず
者の方に喜んでもらえた時に、仕事のやりが

勉強し、常に疑問を持ちながら作業に取り組

いを感じると話す相澤さん。
「レッサーパンダ

むことを意識しています。大変なことも多いで

の繁殖に携わった時は、初めての育児に奮闘

すが、この仕事をしていてよかったと思える瞬

する母親と小さな赤ちゃんたちの成長する姿

間はたくさんあるなと感じています」
。

Private
買い物をしに街中に出かけることも
あれば、日々の疲れを癒やすために
家でのんびり過ごすこともあります。ス
ポーツが好きなので、プロ野球やバス
ケットボールの試合を観戦しに行くこ
ともあります。

せんだいの職種図鑑

ある1 日のスケジュール

看護師

8:30

出勤、申し送り

9:00

新生児の体重測定、検温

10:00

診察介助

11:00

カンファレンス

12:00

昼休憩（45分間）

13:00

検温、授乳・沐浴指導、退院指導

14:00

分娩外回り介助、ベビーキャッチ

15:00

記録

の妊婦さんの看護、産婦さんの診察・分娩介

16:30

夜勤者への申し送り

仙台市の看護師は、市民の生命と健康を守

助、褥婦さんの授乳・沐浴指導、新生児の保健

17:00

退勤

る市立病院のスタッフとして看護業務に従事し

指導などを行っています。
「転機となったのは緊

ています。市立病院には内科や外科など25の

急帝王切開の手術に立ち会ったとき。スタッフ

診療科があり、病棟・外来、救命救急センター

一丸となって赤ちゃんの誕生を手伝い、産声を

が主な配属先です。看護学生時代に市立病

聞いたときの喜びが大きく、助産師を目指そうと

院で実習を経験した浅野さんは、基礎看護技

思いました」
。仕事と勉強の両立に悩んだ時期

術の高さや患者さんに寄り添った看護を提供

もありましたが、先輩からのアドバイスで1年間

する看護師の姿に憧れて入庁を決意しました。

休職して、助産師国家資格を取得したそうです。

助産師として、女性が安心できる存在に。

現在は助産師として、切迫早産や悪阻
（おそ）

病気や怪我の患者さんの生命と健康を守る
ことが看護師の務めだとしたら、助産師の役目
は母子二人の命を預かり、守ること。
「出産」
は、
女性にとって大きな意味を持つライフイベントの
一つであり、大きな責任を伴います。
「一つとして
同じ出産はないからこそ、大変なこともあります

仙台市立病院看護部

が、赤ちゃんが産声を上げたときの感動や喜び

浅野 夕貴

「市立病院は総合病院として地域の医療機関

をお母さんと一緒に分かち合えることにやりが

と連携し、患者さんをサポートしています。患者

いを感じますね。今後も、出産に不安を感じる

宮城県松島町出身
平成 25 年度採用

さんとの関わりの中で学ぶことも多く、日々パ

お母さんたちにとって安心できる存在でありた

ワーをいただいています」
。

いです」
。

※看護師として採用後、助産師国家資格を取得。
現在は助産師として勤務

Private
休日は友人と一緒にパン教室に通っ
たり、カフェで食事したりと外出を楽し
むことが多いです。平日に休みがある
ので、人気のお店でも待ち時間が少な
く済むのはメリットかなと思います。

せんだいの職種図鑑

ある1 日のスケジュール

高速鉄道運輸職員

市民に愛される地下鉄を目指して。

用者の方から
『女性の運転士ってかっこいい

6:01
6:21

出勤、準備

9:27

学習時間

9:47

休憩

10:19

乗務

12:53

休憩

13:34

乗務

15:05

退勤

移動、出庫点検、乗務

ね』
や『アナウンスがとても聞きやすかったよ』

仙台市の基幹交通である市営地下鉄。普

というお声をいただいた時は、とてもうれしく

段何気なく利用しているこの地下鉄の安全安

感じました」
と、運転士としての魅力を早くも

心で快適な運行を担っているのが、運転士や

実感していると話す髙橋さん。実は運転士を

駅務員として従事する高速鉄道運輸職員で

目指そうと決意したのも、地下鉄車内でのア

す。令和3年6月に東京地下鉄㈱での約9か

ナウンスがきっかけだったといいます。
「昔か

月間の研修を終えて念願の運転士となった髙

ら電車が好きで運転してみたいという気持ち

橋さんは、現在、富沢−泉中央駅間で1日5

はあったのですが、女性では難しいのではな

往復の運転を担当しています。

いかと諦めていました。そんなとき、地下鉄

※日勤早番の一例。出勤・退勤パターンはダイヤに合わせて
約40通りで、週に2日、公休日があります。

で女性の運転士がアナウンスしているのを耳
にして、
『私も挑戦してみよう』
と採用試験を受
けてみることにしました」。聞き取りやすく気
配りの行き届いたアナウンスは、髙橋さんが
運転する際に心がけていることの一つでもあ
ります。
「職場の先輩もみんな優しい方たちば

仙台市交通局鉄道管理部
運転課

髙橋 彩
仙台市出身
平成 29 年度採用

かりで、分からないことも丁寧に教えてくださ
「はじめは難しかったのですが、徐々に操

います。研修も充実していますし、その中で技

作に慣れてくると楽しいと感じられるようにな

術を磨いて、安全安心な運行を通して地下鉄

りました。普段の業務でお客様と接する機会

ファンを増やしていきたいですね」
と意気込み

はあまりありませんが、ホームにいるときに利

も見せてくれました。

Private
芸術鑑賞が好きなので、休日はよく
美術館や博物館、お芝居、コンサート
に出かけます。仙台市内は地下鉄やバ
スに乗るだけでいろんなところに行け
るので、気軽にお出かけをしながら気
分転換をしています。

