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お申込み! 実習先の決定! 事前面談 実習へ! 実習終了!

11 22 33 44 55

受入施設一覧から希望施
設を選び、「申込書」・「予
防接種歴・罹患歴調査票」・
「私が保育士として働きた
い理由」・「山口県保育士
バンク登録票（求職票）」を
山口県福祉人材センター
まで郵送・FAX・メールに
てお送りください。

山口県福祉人材セ
ンターで受入施設
と日程調整をし、
申込者へお知らせ
します。

山口県福祉人材セン
ターの保育士コー
ディネーターが同行し
ます!受入決定施設に
て、施設の概要、実習
の内容、実習日の一日
の流れについて確認し
ます。

職場の雰囲気を
感じて下さい!

「実技講習終了報
告書」に記入し、
山口県福祉人材セ
ンターに提出して
下さい。

保育士試験合格者に対する
実技講習のご案内

▶対 象 者：  保育士試験合格者で保育士として勤務経験のない方
　 （※「山口県保育士バンク」に登録して下さい）

▶実習期間： １～２日（別日に事前面談あり（1日））

▶場所（※）： 山口県内の保育所（※裏面参照）

▶参 加 費： 無料（昼食代・交通費等の実費は個人負担）
 なお、万一の事故に備え、ボランティア保険に加入していただきます。
 （※ボランティア保険の費用は山口県福祉人材センターが負担し、加入手続きも行います。）

▶申し込み： 申込書に必要事項を記入の上、郵送、FAX、メールにてお送りください。
　　 　（募集期間：令和2年（2020年）2月28日（金）まで）
　　　 　　※日程・申込状況等により、実習受け入れが困難な場合もあります。
　　　 　　※募集人数に達した場合は、締め切ります。
　　　 　　※ 要項・様式・受入施設等の最新情報は、

下記、山口県福祉人材センターのHPへ掲載しています。

　山口県社会福祉協議会山口県福祉人材センターの山口県保育士バンクでは、「保育士の実際の仕事がイメージできな
い」「今まで違う職種で働いてきたから保育士として働くのは不安」など、実務経験のない保育士試験合格者の不安を軽減
し、就業促進を図ることを目的として、保育所等へ就業する前に保育現場での仕事を実際に体験して
いただけるよう、山口県内の保育所等において保育士試験合格者向けの実技講習を実施します。

　ぜひ一度、職場の雰囲気を肌で感じてください！
子どもたちが
あなたの笑顔を
待っています!!

2019年度

問い合わせ先・申込先
社会福祉法人　山口県社会福祉協議会

山口県福祉人材センター・山口県保育士バンク
〒753-0072　山口市大手町9-6　山口県社会福祉会館内（３階）

TEL（083）922-6200　FAX（083）922-6652
Eメール：jinzai@yg-you-i-net.or.jp　ホームページ：yamaguchi-fjc.jp

QRコードは
こちら

山口県福祉人材センター

山口県福祉人材センターでは、山口県から委託され「山口県保育士バンク」を管理・運営しています。
本事業は、山口県から委託され山口県福祉人材センターが実施しています。



保育士試験合格者に対する実技講習事業　受入施設一覧
区分1 区分2 区分3

受入施設名
住所

電話番号
市　町 公/私 保/幼保連携型 〒 市町名 市町名以下

下関 私立 保育所 勝山保育園 751-0874 下関市 秋根新町12番12号 083-256-6888
下関 私立 保育所 王司保育園 752-0916 下関市 王司上町2–8–13 083-248-0720

下関 私立 幼保連携型 
認定こども園 豊北きらきらこども園 759-5331 下関市 豊北町神田2408 083-786-2025

下関 私立 保育所 ひえだ保育園 751-0856 下関市 稗田中町8–1 083-253-0766
宇部 公立 保育所 原保育園 759-0204 宇部市 妻崎開作1982番地 0836-41-8517
宇部 公立 保育所 新川保育園 755-0041 宇部市 朝日町6番25号 0836-21-3271
宇部 公立 保育所 神原保育園 755-0033 宇部市 琴芝町二丁目3番30号 0836-21-4311
宇部 公立 保育所 西岐波保育園 755-0153 宇部市 床波四丁目11番40号 0836-51-9214
宇部 公立 保育所 第二乳児保育園 755-0063 宇部市 南浜町二丁目2番15号 0836-33-2770
宇部 私立 保育所 小羽山保育園 755-0083 宇部市 南小羽山一丁目5番6号 0836-31-3150
宇部 私立 保育所 るんびに保育園 755-0011 宇部市 昭和町三丁目4番18号 0836-31-8555
宇部 私立 保育所 あさひ保育園 755-0077 宇部市 山門五丁目1番1号 0836-21-9504
宇部 私立 保育所 めぐみ保育園 755-0082 宇部市 東小羽山町二丁目5番7号 0836-22-1151
宇部 私立 保育所 船木保育園 757-0216 宇部市 大字船木1467番地4 0836-67-0854
山口 公立 保育所 山口保育園 753-0051 山口市 旭通り一丁目6–19 083-922-0354
山口 公立 保育所 東山保育園 753-0041 山口市 東山二丁目2–27 083-922-3850
山口 公立 保育所 大内保育園 753-0221 山口市 大内矢田北三丁目4–23 083-927-0001
山口 公立 保育所 三の宮保育園 753-0025 山口市 芝崎町9–73 083-924-0327
山口 公立 保育所 小郡保育園 754-0002 山口市 小郡下郷1628–18 083-973-0340
山口 公立 保育所 堀保育園 747-0231 山口市 徳地堀1616 0835-52-0266
山口 私立 保育所 嘉川保育園 754-0896 山口市 江崎2712–1 083-989-3518
山口 私立 保育所 愛児園平川保育所 753-0841 山口市 吉田3050番地 083-925-4997
山口 私立 保育所 きらきら星保育園 753-0211 山口市 大内長野521番1 083-927-5023
萩 私立 保育所 春日保育園 758-0057 萩市 堀内325番地–10 0838-25-2470

萩 私立 幼保連携型 
認定こども園 認定こども園萩幼稚園 758-0046 萩市 西田町17番地 0838-22-0775

防府 公立 保育所 宮市保育所 747-0041 防府市 本橋町18番1号 0835-23-5615

防府 公立 保育所型 
認定こども園 とのみ保育所 747-1111 防府市 大字富海2703番地 0835-34-0039

防府 公立 保育所 江泊保育所 747-0014 防府市 大字江泊1068番地 0835-38-3844
防府 私立 保育所 玉祖保育園 747-0067 防府市 大字佐野362番地 0835-23-2808
防府 私立 保育所 西佐波保育園 747-0045 防府市 高倉一丁目16番10号 0835-23-5538
防府 私立 保育所 錦江第二保育園 747-0834 防府市 大字田島2585番地の1 0835-29-0400
下松 私立 保育所 愛隣幼児学園 744-0074 下松市 潮音町一丁目7–15 0833-41-0735
岩国 私立 保育所 たんぽぽ保育園 742-0417 岩国市 周東町下久原771–16 0827-84-7373
光 私立 保育所 室積保育園 743-0007 光市 室積五丁目12番1号 0833-78-0047
光 私立 保育所 松原保育園 743-0071 光市 室積新開2丁目1–17 0833-78-0129
光 私立 保育所 虹ケ丘幼児学園 743-0031 光市 虹ケ丘4–22–1 0833-71-0055
光 私立 保育所 東光保育園 743-0046 光市 木園1–11–2 0833-71-1449
柳井 公立 保育所 柳井南保育所 742-1352 柳井市 伊保庄2530–3 0820-27-0030
柳井 公立 保育所 大畠保育所 749-0101 柳井市 神代2966–25 0820-45-2619
柳井 私立 保育所 放光保育園 742-0022 柳井市 柳井津308番地4 0820-22-3076
柳井 私立 保育所 若葉保育園 742-0021 柳井市 柳井4395–1 0820-22-1178
柳井 私立 保育所 ひづみ保育園 742-0111 柳井市 日積5551–1 0820-28-0428
周南 私立 保育所 遠石保育園 745-0842 周南市 青山町1589 0834-21-0939
周南 私立 保育所 ひまわり保育園 745-0651 周南市 大字大河内字自由が丘700–336 0833-91-3749
山陽小野田 公立 保育所 日の出保育園 756-0091 山陽小野田市 日の出二丁目5–28 0836-83-2712
山陽小野田 公立 保育所 下津保育園 757-0002 山陽小野田市 大字郡2045–1 0836-72-0340
山陽小野田 公立 保育所 出合保育園 757-0003 山陽小野田市 大字山野井2746–3 0836-73-1332
山陽小野田 公立 保育所 厚陽保育園 757-0002 山陽小野田市 大字郡3510 0836-74-8411
山陽小野田 公立 保育所 津布田保育園 757-0011 山陽小野田市 大字津布田1066 0836-76-0332
山陽小野田 私立 保育所 姫井保育園 756-0055 山陽小野田市 大字小野田7301 0836-83-2371
山陽小野田 私立 保育所 貞源寺第二保育園 757-0005 山陽小野田市 大字鴨庄132–1 0836-72-0606
山陽小野田 私立 保育所 石井手保育園 756-0063 山陽小野田市 大字東高泊333 0836-83-8375
上関 私立 保育所 上関相互保育園 742-1402 上関町 大字長島644 0820-62-0227
上関 私立 保育所 踊堂保育園 742-1402 上関町 大字長島440 0820-62-1611
平生 私立 保育所 ひらお保育園 742-1102 平生町 平生村1357–1 0820-56-2293
阿武 公立 保育所 阿武町立みどり保育園 759-3622 阿武町 大字奈古3066–2 08388-2-2041


