
宇部市：希望する月の３～５日間以内（園と調整）
１日７時～１９時のうち３時間以内
賃金支給あり（各保育園による）
お問い合わせ先：宇部市保育幼稚園学童課 保育係 TEL 0836-34-8328

下松市：１か月（１０日程度）
７時３０分～１９時のうち３時間程度
賃金支給あり（各保育園による）
お問い合わせ先：下松市子育て支援課 子育て支援係 TEL 0833-45-1836

柳井市：１ケ月間（月１０日程度）
７時３０分～１９時のうち３時間程度
賃金支給あり
お問い合わせ先：柳井市役所 社会福祉課 TEL 0820-22-2111

（内線187）

令和２年度８月号VOL.2

令和2年度保育士試験合格者等に対する実技講習のご案内

編集後記
今年も暑い日々が続いていますね。身体が資本ですので、しっかり食べて、眠って、コロナウイルス、熱中

症などに気を付けながら、就職活動を進めていきましょう。(松永）

こんにちは、今号ではやっと保育園紹介をすることができました。就職活動の参考にしていただけたらと
思います。毎日暑い日が続いていますが、子ども達は保育園でも元気に過ごしています。まずは実技講習を
行ってみられてはいかがでしょう。
取材にご協力いただいた園長先生を始め保育士の方々には大変感謝申し上げます。（中村）
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TEL：（０８３）９２２－６２００ FAX：（０８３）９２２－６６５２
ﾒｰﾙ：jinzai@yg-you-i-net.or.jp

下記の表のピンクの日程に保育士バンク
コーディネーター相談コーナーを開催
します❕

（履歴書不要・服装自由）

保育士コーディネーターも同行します
ので、この機会にぜひお越し
ください。

山口県福祉人材センターでは、毎月県内のハローワーク内の会場で
『福祉のしごと相談会』を開催しています。
求人募集のある事業所と直接お話が出来ます。
（詳しくは山口県福祉人材センターのＨＰでご確認下さい）

※福祉のしごと相談会に合わせて『山口県保育士バンクコーディネー
ターの相談コーナー』を設けています。

就職にあたっての
不安なことなど、
お気軽にご相談く
ださい。

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」という保育士試験合格者や「保育士の資格を持っているけど現
場からはしばらく離れている」という潜在保育士の方の不安を軽減し、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、実技講習を実施します。

対象者：保育士資格を持っており、保育所等での勤務経験がない方
または現在保育の現場から離れている方

実習期間：１～２日（別日に事前面談あり（１日））

場 所：山口県内の保育所等（※チラシ裏面参照）

参加費：無料（昼食代・交通費等の実費は自己負担）
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）

詳しくはチラシ
をご覧ください。

申 込：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。
※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・申込様式・受入施設等の最新情報は山口県福祉人材センターの
ホームページをご覧ください。

https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kosodate/hoikuen_youchien/hoikushi_shien/trial.html 

https://www.city.kudamatsu.lg.jp/kosodateshien/kosodate/kosodate/hoikushi.html

https://www.city-yanai.jp/soshiki/20/hoiku-trial.html

山口県内で実施されている制度情報

保育士トライアル制度
各市のご担当
部署までお問
合せ下さい。

　※日程表　（日程は変更になることもありますので、御了承ください。）

岩国 柳井 下松 徳山 萩 防府 宇部 下関 山口

９月 29日（火） 16日（水） 18日（金） 9日（水） 15日（火） 18日（金） 16日（水） 15日（火） 29日（火）
10月 27日（火） 21日（水） 16日（金） 14日（水） 20日（火） 16日（金） 21日（水） 20日（火） 27日（火）
11月 24日（火） 介護就職デイ 介護就職デイ 介護就職デイ 介護就職デイ 介護就職デイ 18日（水） 介護就職デイ 介護就職デイ

12月 22日（火） 16日（水） 18日（金） 9日（水） 15日（火） 18日（金） 16日（水） 15日（火） 22日（火）
1月 26日（火） 20日（水） 15日（金） 13日（水） 19日（火） 15日（金） 20日（水） 19日（火） 26日（火）
２月 22日（月） 17日（水） 19日（金） 10日（水） 16日（火） 19日（金） 17日（水） 16日（火）  2日（火）
３月 23日（火） 17日（水） 19日（金） 10日（水） 16日（火） 19日（金） 17日（水） 16日（火）  9日（火）

10:00～12:00 10:00～12:00
15:00～16:30
　※毎月２回開催

（下記　福祉人材セン ター

参加日）

10:00～12:00 13:30～15:30
※事前申し込み制

13:30～15:30 13:30～15:30
※事前申し込み制

10:30～12:00
※事前申し込み制

13:30～15:30

求人を行っている事業所がハローワーク内の会場で直接、
求職者に事業所情報等の提供や面談を行い、速やかな就職を支援します。

令和２年度（２０２０年度）

福祉のしごと相談会
開催予定日程表



ひづみ保育園

ひづみ保育園

園の特徴
思いやりとやる気、そして感性豊かな子どもに育てるを保
育方針とし、広く緑豊かな園庭での運動あそびや畑づくり
など、健康な心身の発達を目指しています。
また、地域における子育て家庭への支援として、一時預か
り保育・子育て支援センター・学童保育を行っています。

保育士さんの声①
🍂働き始める前に不安に思っていたこと
実習などで実際に現場を見て、仕事量も多く、子どもを預
かるという責任の重さを感じ、自分に勤まるのかなという
ことが不安でした。

☆実際に働いてみて思ったこと
初めは想像していた以上に大変だと思うことも多かったで
すが、それ以上に子どもたちの成長を間近で感じられ、や
りがいのある仕事だと思うようになりました。
💛周りの環境や配慮で助かっていること
保育をしていく中で、つまずいたり、悩んだりした時に親
身になって相談に乗って下さる、信頼できる先輩方がいる
事です。

保育士さんの声②
働き始める前は、子ども達に対しての接し方や言葉かけ、

親への対応の仕方、職員同士の関係性など、たくさんの不安
がありました。実際に働いてみて、最初は不安や緊張で消極
的でしたが、先輩保育士にアドバイスをもらいながら、子ど
も達への接し方を見て学び、仕事を覚えるまでは常にメモを
とるように心がけました。
私自身も今まで教わったことを後輩に伝えていけるように

日々、努力しています。

園長先生からのメッセージ
園で働く職員を輝かせるには、先ずは園のリーダー達が輝く

ことだと思います。人材育成では“一緒に考える”“失敗から
学ぶ”です。失敗が許容されることで、一歩前に進むことができると思います。
個人・担当者だけでなく、困った時はみんなで協力して仕事をすることで他人
のことを考える、話ができる環境にも繋がります。愛情をもって指導されるこ
とで、素直に聞いてくれます。最初から出来る人はいません。コツコツと積み
重ねることで、結果は出ます。あきらめない事です。
色んな事があると思いますが、最後は笑える日が来ると信じてやりましょう。

一生懸命やればきっと良いことがある！です。

住所 宇部市野中４丁目８－８

電話番号 0836－38－3800

設置主体 社会福祉法人 大学院幼児園

定員 １２０名

職員の
年齢構成

２０代…１０名
３０代… ７名
４０代…１０名
５０代… ５名
６０代… ６名

勤務形態の
構成

正職員…２６名
パート…１２名

園長 西野 紀代子 様
好きなものは子どもの笑顔・親の喜ぶ顔・
職員の成長を見ること、常盤ウォーキング、
開発途上国への旅 です。

園の特徴
穏やかな日には、野原でピクニック昼食。
育てた野菜や果物も給食に活かされています。
フットワークが軽いのが自慢です。
地域の人々に愛され、「人が好き。話すこと、聴く
ことが好き」な、愛 溢れる子ども達を育むことを
目指しています。

住所 柳井市日積５５５１番地１

電話番号 0820－28－0428

設置主体 社会福祉法人 ひづみ保育園

定員 ３０名

職員の
年齢構成

２０代…３名
３０代…２名
４０代…４名
５０代…９名
６０代…２名

勤務形態
の構成

正職員…８名
非正規職員…１２名

大学院幼児園

園長先生からのメッセージ
0歳から児童クラブ6年生までのお子さんの成長を、全職員が把握し、柔軟に

関わることができるのは、小さな園の醍醐味です。 自分の受け持ちを越えて仲
間の仕事に興味を持ち、子ども達の成長やその気付きを語り合い、育て合うこと
は、保育の楽しさや成長に関われる喜びに繋がっています。
縁は宝。 私達の仕事は、利用者との縁、職員との縁、地域との縁に感謝し、

個々の持ち味に気付き、それが活かされるよう調整し、調和するように形作って
いくことだと考えています。
子どもが好きだから選んだこの職場が、自らの幸せに繋がる、皆さんの自己実

現の場となるよう願っています。

園長 西山 忍 様
大切にしているもの(事、時間) は、ボーッと
すること、猫と一緒にいる時間、植物の世話、
QOL向上への創造時間、そして 縁 です。

保育士さんの声
〇出産・育児を経ての再就職。１年半ぶりで、気力体力のいる保育の仕事
に戻れるかとても不安でしたが、「勤務時間は慣れてから伸ばしていけ
ば良いからね」と園長先生が声を掛けてくださり、無理なく仕事を始め
ることができました。先生方も、仕事や育児の悩みを親身に聞いてくだ
さったり、我が子のエピソードを教えてくださったり、とたくさん助け
て頂いています。これからも共に子どもたちの成長を喜び、声を掛け合
いながら頑張りたいです。

〇２人目の子どもの育休明け、復帰が不安でしたが、周りの先生方のご協
力と温かい言葉で、毎日楽しく働くことができています。
異年齢での保育の中で、年上の子は自然と下の子に手を差し伸べ、また
年下の子は年上の子に憧れの気持ちを抱いて大きくなります。
その場面を間近で見守ることができ、日々感動。大家族のような保育園
が大好きです。

〇現在５７歳、この歳での再就職。色々と悩み考えました。無理なく働け
るような勤務形態、新しい職場での人間関係、保育園での勤務経験が少
なかったので職務内容等の不安がありました。しかし、今の職場では私
が希望とする勤務形態を受け入れて下さり、家庭との両立が出来ていま
す。また、わからない事も丁寧に教えて頂けるので安心して仕事が出来
ています。今では不安も和らぎ、子ども達の笑顔が活力となり、楽しく
仕事を頑張っています。

〇色々な事があり、保育士として働く事がとても不安で自信もありません
でした。こんな私が…という思いでしたが貴園の先生方が明るく安心し
て働ける環境で少しずつ自信につながりました。１年目は、ベテランの
先生と一緒に組ませていただき子どもたちに優しい声かけ、楽しく活動
をする姿を見て、こんな先生の様に私もなろうと思いました。
貴園に入り、４年目ですがまだ不安な事がありますが私なりに頑張って
いきたいと思います。

https://illust.download/archives/13681
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