
保育士試験合格者等に対する
実技講習のご案内

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
〒754-0041　山口市小郡令和１丁目1番１号KDDI維新ホール３階

TEL（083）902-2355　FAX（083）902-5877
Eメール：jinzai@yg-you-i-net.or.jp ホームページ：yamaguchi-fjc.jp

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。

内容は
こちらから

問合せ先
申込先

令和３年度

子どもたちがあなたの笑顔を待っています！！



保育士試験合格者等に対する
実技講習のご案内

令和
３年度

対 象 者

実習期間

場 所

参 加 費

申 込

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、ボランティア行事用保険に加入していただきます。
（※ボランティア行事用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４年２月25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・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へ掲載しています。

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
（※申込の際に「山口県保育士バンク」に登録いただきます）

１～２日（別日に事前面談あり（１日））

山口県内の保育所等（※「受入施設一覧」参照）

　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「保育士資格を持っている
けれど現場からはしばらく離れている」という潜在保育士に対し、就業に関する不安を軽
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、実技講習を実施します。

保育の仕事
を

はじめましょ
う！！

内容は
こちらから



（様式２） 

令令和和３３年年度度  保保育育士士試試験験合合格格者者等等にに対対すするる実実技技講講習習  申申込込書書 

 申込日 令和  年  月  日 

フリガナ  性 別 男 ・ 女 

氏 名                  生年月日 
西暦    年  月  日    

（   歳） 

住所 
〒    -      

連絡先 
TEL   :                                                               

E-mail :                                                                

希望コース ☐１日コース  

☐２日コース 

１日 6 時間～８時間 

なお、別日に事前面談（4 時間以内）があります 

希望日 

（申込日から 2 週

間以上先の日を記

入） 

 事前面談 １日目 2 日目(2 日ｺｰｽのみ) 

第 1 希望  月  日（ ）   月  日（ ）   月  日（ ） 

第 2 希望  月  日（ ）   月  日（ ）   月  日（ ） 

第 3 希望  月  日（ ）   月  日（ ）   月  日（ ） 

希望保育園 

（受入施設一覧 

（様式 1）から選択） 

第 1 希望  

第２希望  

第 3 希望  

注１ 保育士試験合格通知書又は保育士証の写し、予防接種歴・罹患歴調査票（様式 3）及び課題（様式 4）を添付すること。 

なお、幼保連携型認定こども園での実技講習希望者は幼稚園教諭免許状の写しも添付すること。 

注２ 本申込書及び添付書類は、本事業のみを目的として使用します。 

 

【申込者誓約・同意事項】 

以下の内容を確認し、チェック☑を入れて最後に署名してください。 

※全ての項目にチェック☑されないと本申込書を受理することができません。 

☐私は現在、保育所、認定こども園、地域型保育事業を実施する事業所及び認可外保育施

設にて勤務をしていません。 

☐私は、保育所、認定こども園、地域型保育事業を実施する事業所及び認可外保育施設へ

の勤務を希望しています。 

☐私は、山口県及び山口県福祉人材センターが運営する山口県保育士バンク（無料）に登

録することに同意します。 

☐私は、本申込書及び添付書類に記載された個人情報を、社会福祉法人山口県社会福祉協

議会が山口県や実技講習希望保育園に対し、提供することに同意します。 

☐私は、実技講習中及び実技講習後において、実技講習中に知り得た子どもや職員の個人

情報を第三者に故意又は過失によって漏洩したり、無断で使用したりしません。 

 以上について、誓約します。         

氏名（自署）                

＜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）担当：中村、松永 

 🏣🏣754-0041 山口県山口市小郡令和一丁目１番１号 KDDI 維新ホール３階 
電話:083-902-2355 

 



 

 



 

 
 
※文字数の制限（〇字以上あるいは〇字以内 等）はありません。ご自分の言葉でわかり

やすく書いてください。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

課題：「私が保育士として働きたいと思ったきっかけ」を教えてください。 

氏名 

（様式４） 



求 職 票 

 

☐

☐

※アパート･マンションにお住まいの方は必ず建物名と部屋番号を記入してください 

 

☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐

☐ ☐
 

 

保育士登録の有無 ☐     ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐

☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐

 



（介護保険施設） 

（介護保険施設以外） （主に身体）

（主に知的）

（主に精神）

（保育所）

（保育所以外） （相談所）

☐ （岩国市・和木町）              ☐ （柳井市・周防大島町・上関町・田布施町・平生町）

☐ （光市・下松市・周南市）        ☐ （山口市・防府市） 

☐ （宇部市・山陽小野田市・美祢市） ☐ （下関市） 

☐ （長門市・萩市・阿武町）   ☐  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ※直直近近ののももののかからら順順にに記記入入してください。記入しきれない場合は直近のものと主なものを記入してください 

☐ ☐

☐ ☐

☐山口県保育士バンク  ☐山口県保育士バンク・山口県福祉人材センター両方

ご登録情報の一部（★印の付いた項目）について、求人事業所に提供すること

について同意いただける場合はチェックをお願いします。 
☐ 

  



保育士試験合格者等に対する実技講習事業　受入施設一覧
公 /私 保 /幼保連携型 受入施設名 市町名
私立 保育所 清和保育園 下関市
私立 保育所 王司保育園 下関市
私立 保育所 ひえだ保育園 下関市
私立 保育所 勝山保育園 下関市
私立 保育所 二葉保育園 下関市
私立 保育所 弥生保育園 下関市
私立 保育所 小波保育園 下関市
私立 幼保連携型認定こども園 でしまつ子ども園 下関市
私立 幼保連携型認定こども園 豊北きらきらこども園 下関市
公立 幼保連携型認定こども園 中央こども園 下関市
私立 幼保連携型認定こども園 認定こども園もみじ幼稚園 下関市
公立 保育所 神原保育園 宇部市
公立 保育所 新川保育園 宇部市
公立 保育所 原保育園 宇部市
公立 保育所 西岐波保育園 宇部市
公立 保育所 第二乳児保育園 宇部市
私立 保育所 あさひ保育園 宇部市
私立 保育所 るんびに保育園 宇部市
私立 保育所 船木保育園 宇部市
私立 保育所 大学院幼児園 宇部市
私立 保育所 琴崎保育園 宇部市
私立 保育所 波木保育園 宇部市
私立 保育所 第二波木保育園 宇部市
私立 保育所 藤山保育園 宇部市
私立 保育所 小羽山保育園 宇部市
私立 保育所 めぐみ保育園 宇部市
私立 保育所 こぐま保育園 宇部市
私立 保育所 YICキッズ黒石保育園 宇部市
私立 保育所 新川こども園 山口市
公立 保育所 山口保育園 山口市
公立 保育所 小郡保育園 山口市
公立 保育所 陶保育園 山口市
公立 保育所 堀保育園 山口市
公立 保育所 東山保育園 山口市
公立 保育所 大内保育園 山口市
公立 保育所 三の宮保育園 山口市
私立 保育所 愛児園乳児保育所 山口市
私立 保育所 愛児園平川保育所 山口市
私立 保育所 島地保育園 山口市
私立 保育所 嘉川保育園 山口市
私立 保育所 大内光輪保育園 山口市
私立 保育所 めばえ保育園 山口市
私立 保育所 きらきら星保育園 山口市
私立 保育所 はあと保育園中央 山口市
私立 保育所 愛児園みやのの森保育園 山口市
私立 保育所 プティット一ノ坂保育園 山口市
私立 保育所 はあと保育園吉敷 山口市
私立 保育所 山口ココモ保育園 山口市
私立 保育所 中央ココモ保育園 山口市
私立 幼保連携型認定こども園 野田学園幼稚園 山口市
私立 幼保連携型認定こども園 旭幼稚園 山口市
私立 幼保連携型認定こども園 山口中央幼稚園 山口市
私立 保育所 もりもり保育園 萩市
公立 保育所 田万川保育園 萩市
公立 保育所 三見保育園 萩市
私立 保育所 春日保育園 萩市
私立 幼保連携型認定こども園 認定こども園萩幼稚園 萩市
私立 幼保連携型認定こども園 認定こども園萩光塩学院幼稚園 防府市
公立 保育所 宮市保育所 防府市
公立 保育所 江泊保育所 防府市
私立 保育所 西佐波保育園 防府市
私立 保育所 みどり保育園 防府市
私立 保育所 玉祖保育園 防府市
公立 保育所型認定こども園 認定こども園とのみ保育所 防府市
私立 幼保連携型認定こども園 認定こども園松崎幼稚園 防府市
私立 幼保連携型認定こども園 認定こども園瑞祥幼稚園 防府市
私立 幼保連携型認定こども園 認定こども園きんこう保育園 防府市

公 /私 保 /幼保連携型 受入施設名 市町名
私立 幼保連携型認定こども園 認定こども園きんこう第２保育園 防府市
公立 保育所 潮音保育園 下松市
公立 保育所 あおば保育園 下松市
私立 保育所 愛隣幼児学園 下松市
私立 保育所 和光保育園 下松市
私立 保育所 ニチイキッズ下松清瀬保育園 下松市
私立 保育所 ニチイキッズ下松末武保育園 下松市
私立 保育所 ひだまり保育園 下松市
私立 保育所 太陽のテラス 下松市
私立 保育所 常照保育園 岩国市
私立 保育所 海土路保育園 岩国市
私立 保育所 錦南保育園 岩国市
私立 保育所 リボン保育園 岩国市
私立 幼保連携型認定こども園 認定こども園川西保育園 岩国市
私立 幼保連携型認定こども園 認定こども園玖珂中央幼稚園 岩国市
私立 幼保連携型認定こども園 認定こども園岩国東幼稚園 岩国市
私立 幼保連携型認定こども園 認定こども園岩国川下幼稚園 岩国市
私立 保育所 東光保育園 光市
私立 保育所 室積保育園 光市
私立 保育所 松原保育園 光市
私立 保育所 虹ヶ丘幼児学園 光市
公立 保育所 日置保育園 長門市
公立 保育所 菱海保育園 長門市
公立 保育所 黄波戸保育園 長門市
公立 保育所 向津具保育園 長門市
公立 保育所 三隅保育園 長門市
公立 保育所 みのり保育園 長門市
公立 保育所 柳井南保育所 柳井市
公立 保育所 大畠保育所 柳井市
私立 保育所 放光保育園 柳井市
私立 保育所 余田保育園 柳井市
私立 保育所 ルンビニ保育園 柳井市
私立 保育所 ルンビニ第二保育園 柳井市
私立 保育所 新庄保育園 柳井市
私立 保育所 ひづみ保育園 柳井市
私立 保育所 若葉保育園 柳井市
公立 保育所 須々万保育園 周南市
公立 保育所 櫛浜保育園 周南市
公立 保育所 中須保育園 周南市
公立 保育所 川崎保育園 周南市
公立 保育所 勝間保育園 周南市
公立 保育所 尚白保育園 周南市
公立 保育所 菊川保育園 周南市
私立 保育所 ひまわり保育園 周南市
私立 保育所 こもれび保育園 周南市
私立 保育所 すみれ保育園 周南市
私立 幼保連携型認定こども園 ふくがわこども園 周南市
公立 幼保連携型認定こども園 鹿野こども園 周南市
私立 保育所 ニチイキッズ一番丁保育園 周南市
私立 保育所 ニチイキッズ毛利町保育園 周南市
公立 保育所 日の出保育園 山陽小野田市
公立 保育所 下津保育園 山陽小野田市
公立 保育所 厚陽保育園 山陽小野田市
公立 保育所 津布田保育園 山陽小野田市
公立 保育所 出合保育園 山陽小野田市
私立 保育所 姫井保育園 山陽小野田市
私立 保育所 焼野保育園 山陽小野田市
私立 保育所 石井手保育園 山陽小野田市
私立 保育所 あおい保育園 山陽小野田市
私立 保育所 伸宏保育園 山陽小野田市
私立 保育所 貞源寺第二保育園 山陽小野田市
私立 保育所 こぐま保育園（山園舎） 山陽小野田市
私立 保育所 源空寺保育園 大島郡
私立 保育所 森野保育園 大島郡
私立 保育所 踊堂保育園 上関町
私立 保育所 ひらお保育園 平生町
公立 保育所 みどり保育園 阿武町



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職

員が同行し、受入施設にて実
習当日の流れについて確認し
ます。

学んできた知識・技能を再確
認。職場の雰囲気を感じてく
ださい。

「実技講習終了報告書」を記入
し、山口県福祉人材センター
へ提出してください。

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」・「課題」・
「山口県保育士バンク求職票」
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。

実習先の決定
事前面談

実習当日

実習終了お申込み１

２ ４３

５

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

受講された

保育士の声
保育の現場は
楽しいと
思いました。

知識が増えて見方も
変わったのか、 気づ
くことがいくつもありま
した。

温かく迎えていただきあり
がたかったです。
経験してみて改めて大変な
仕事だと思いました。 実
技講習をさせていただき、
とてもよかったです。

施設の方々には大切なことをとても
優しく教えていただき、 充実した良
い実技講習を無事に終えることがで
き、 本当に心より深謝しております。
大変貴重な経験や学ばせていただ
いたことをこれからの関わりや勤務に
生かしていきたいと思っています。




