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鳥取県保育士・保育所支援センターは保育士の方の再就職・定着への「１歩」、学生の方の「はじめの１歩」を応援します。

センター活動紹介

鳥取県保育士・保育所支援センターが今年度実施してい
る事業や活動などについてご紹介します。
さいはっけん

彩発見！
保育の魅力

「保育の出前講座」がはじまりました
今年度より実施している「保育の出前講座」の様子をお伝えします。
この講座は保育現場で働く保育士の先生とセンター職員が県内の
高校へ訪問し、保育の仕事のやりがいや魅力をお伝えするものです。
各保育関係団体にご協力いただき実施しています。

8/3

8/25

鳥取県立中央育英高等学校

北条みどりこども園の前田先生、
松本園長に保育士の仕事の1日
の流れ、やりがいや魅力につい
て、体験談を交えながら
お話しいただきました。

▲手遊び歌「大きくなったら何
になる」を教えてもらいました！
参加生徒さんの声

・保育士の1日の流れなど知らなか
っ たことを知ることができました。
・今回お話を聞いてもっと保育士に
なりたいと思いました。
・子どもや保護者、ほかの先生との
信頼関係が必要だとわかりました。

「とりっぽセミナー2021」

鳥取県立鳥取商業高等学校

センター職員より保育制度の
動向や鳥取県の保育事情、
保育士の給与の改善状況、
保育士になるためのルートな
どについて説明しました。

◀「とっとりで保
育 の仕事につく
ためのガイドブッ
ク」を 参考に説
明しています。

参加生徒さんの声

・給料の問題やキャリアアップができ
るなど、初めて知りました。
・大学、短大、専門学校で取れる
資 格などよくわかりました。
・保育士は、成長していく子どもを
近くで見ることができ、働く保護者
の方の力になることができる素敵な
仕事だと思いました。

保育士等就職支援セミナー（Ⅰ）保育制度の動向解説

保育制度の動向や保育現場の様子を理解し、保育
現場への就職の参考にしていただくセミナーです。

保育の現場で働きたいあなたを
しっかりサポートします！
参加者の声

8/3～5

今回のセミナーはハローワーク鳥取、
倉吉、米子と共同で開催し、各地区
で保育現場への復職に向けて情報
提供を行いました。内容は保育制度
の動向、保育施設の特徴（違い）、
ＤＶＤ視聴により保育者の役割な
どを中心にお伝えしました。

・保育の仕事から離れていたため、
保育現場の現在の動向などを知
ることができ良かったです。
・県内の状況が分かりやすかったで
す。
・幼稚園、保育所、認定子ども園
の違いを知ることができました。

令和３年度こんにちは！未来の先生「保育のお仕事体験事業」は鳥取県内の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い中止となりました。

保育のお仕事
魅力発信♪

通称
アロハこども園

湯梨浜町立ながせこども園
社会福祉法人湯梨浜町社会福祉協議会
「ながせこども園」は湯梨浜町の委託を受け社会福祉
法人湯梨浜町社会福祉協議会が運営をしている認定
こども園です。今回はながせこども園を訪問し、園の魅
力、保育の仕事の魅力についてお話を伺いました。

「ながせこども園」の魅力
河上 園長

げんきに ゆたかに なかまとともにたくましく

「保育の仕事」の魅力
椿 副園長

からだも心もたくましく

子どもたちの「楽しい！」を大切に

広い園庭にある通称「アロハ山」という特徴的なあ
そび場を使って、平面の園庭には
ないあそびや運動を展開していま
す。このあそび場を使った保育者の
環境構成や言葉かけなどにより
子どもたちの心身の成長を促して
▲園庭内にあるアロハ山
います。 山に登る姿（月齢や年齢
によって這う→歩く→走る）により成長が感じられます。
また、ピアノの音に合わせて園児が自ら体を動かし
ていくリズム運動（さくらさくらんぼリズム）では、ハイ
ハイ、両足ジャンプなどの発達面をみながら取り組ん
でいます。そのほかには5歳児になると子どもたちが
自分で布ひもを三つ編みで編むところから始める「な
わとび」にも取り組んでいます。

園が求められる社会的な役割
家庭の状況が多様化しており、各家庭に合わせた子
育て支援の必要性を感じています。日々の保護者との
会話や子育て相談の中からニーズを把握し、職員間
で情報共有しながら、必要に応じて社会福祉協議会
の他の事業や行政、関係機関と連携を図り、支援を行
っています。
ブリッジ▶

▲▶アロハ山では四
季に応じて様々な
遊びが展開されます。

保育・教育理念

保育士も一緒に楽しむ！

取材時は泥んこ遊びをされており、子どもたち
と一緒にはだしで泥んこになった保育士さん
の様子から、保育士も子どもと一緒に楽しん
でいる様子が伝わりました！

まずは、保育士は子ども達と長時間を一緒に過ごす
ので、子どもたちが「楽しい！」と笑顔で過ごす、という
ことを大切にしています。
また、乳幼児期にある子どもの「成長」を保護者と一
緒に喜びあうことが大事だと思います。
保育の場面では、「からだも心もたくましく」を目指し、
子ども達を「仲良く遊ばせる」のではなく、「仲良く遊
ぶ力をつけていく」こと、小さなトラブルを解決する力
が身につくよう意識しています。
保育の中で様々な葛藤もありますが、職員間で共有
し、相談しながら保育を進めていく中で、やっぱり保育
は楽しいと感じています。学生の皆さんには、まずは保
育に興味を持ち、ぜひ「体験」をしてもらいたいと思い
ます。

阿弓 主任保育士 （３歳児担任）

子どもたちと一緒に成長できる
四季折々の行事について、子どもたちに伝えるため
いろいろと調べることで、自分自身も詳しくなります。ま
た、「畑で野菜を育てる」ことを、子どもたちと一緒に
経験することができます。
保育園近隣の田後山まで園児と一緒に歩き、山菜
を採り、園に持ち帰り給食で食べるという体験をした
時、保護者から「子どもから「こんなことをしたよ」とう
れしそうに話してくれた」「わたしにも山菜の料理の仕
方を教えてほしい」などと聞くと嬉しいですね。
日々の保育の中では保育士自身が何でも楽しむこ
とを心がけています。保育士が楽しんでいると子ども
たちも一緒に笑顔になります。行事も担当者だけでな
く職員みんなでコミュニケーションをとり、楽しくやって
います。
湯梨浜町立ながせこども園
東伯郡湯梨浜町はわい長瀬544
職員数：36名
園児定員：140名（0～5歳児）
https://www.yurihama-shakyo.jp/html/service3.html

イベント等
対象≫ 求職者・保育士養成校学生・高校の進路担当教諭・保育に関心のある方
見て！聞いて！
魅力ある私たちの職場

動画

保育の魅力発信フェス
鳥取県内の魅力ある保育施設の若手保育士等が
職場の特徴や仕事の魅力をYouTubeで動画配信
します！就職を検討中の保育士資格をお持ちの方
や学生の皆さん、ぜひ御覧ください！
●本フェスは、8月14日に対面式で開催予定だったイベントが新
型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い中止となりましたの
で、その代替として実施するものです。

●配信動画の内容
職場の魅力、特徴的な保育内容や文化、
保護者との関わり、働きやすさなど
●参加法人
県内の教育・保育施設（保育所、認定こども園、
幼稚園）、地域型保育、届出保育施設、児童福
祉入所施設を運営する法人
※詳細は「PRガイド法人一覧」を
ご覧ください。

視聴はこちら！

●公開期間
令和4年３月３１日(木)まで
※視聴後はアンケートにご協力ください。

またはHPから

問合せ 鳥取県保育士・保育所支援センター TEL 0857-59-6342

セミナー・研修情報
対象≫ 求職者・保育士養成校学生

要事前
申込

保育士等就職支援セミナー（Ⅱ）

とりっぽセミナー2021
保育現場で必要となる専門的知識・
技能を習得し、就職（復職）のきっ
かけにしていただくセミナーです。
保育士資格をお持ちの方や保育現場
に関心のあるみなさんのご参加をお
待ちしています。
●新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底して実施します。
マスク着用、手指消毒にご協力ください。
●各会場開催日の３日前までにお申し込みください。
●本セミナーは、求職活動実績に該当します。

参加費
無料

各会場
定員15名

12/11(土)米子ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 第3会議室
東中部
12/18(土)とりぎん文化会館 第4会議室
中西部

●日程
12：30～受付 -----------------------------13：00～(Ⅰ)保育制度の動向解説
任意
・保育の役割（DVD視聴） 参加
13：50～休憩 -----------------------------14：00～(Ⅱ)絵本の読み聞かせ実技
講師：鳥取県子ども読書アドバイザー

16：00

終了
昨年度参加者の声

問合せ 鳥取県保育士・保育所支援センター TEL 0857-59-6342

絵本の魅力や奥深さがわかり、保育現場で
実践してみたいと思いました（40代女性）

対象≫ 事業主・従事者・学生
鳥取県福祉研究学会 第1５回研究発表会

研究発表募集中！
研究発表は、社会福祉に関わる活動、研究等を
行っている方が日頃からの成果を発表する場で
す。また、それは「自らを試し、自らを磨くこ
と」に他なりません。皆さんの意欲的なチャレ
ンジをお待ちしています！！
問合せ
第1５回
研究
発表会

●日時 令和4年2月26日(土)10:20～15:45(予定)
●場所 鳥取看護大学・鳥取短期大学

●研究募集期間 令和3年8月2日～令和3年12月8日
●発表対象者（分野）
鳥取県内に所属・在住する福祉に関する業務に
従事している者、福祉に関する調査研究してい
る者、その他福祉に関心をもつ団体・個人
●募集内容
①口述発表 ※基本的には会場にて発表（オンライン可）
高齢者福祉(施設系・在宅系)、障がい児・者福
祉、児童福祉、地域福祉、その他社会福祉領域
②ポスター発表 分野を分けての募集はしません。

問合せ 鳥取県福祉研究学会事務局 TEL 0857-59-6336
http://www.tottori-wel.or.jp/p/common/gakkai/

募集要項、過去の
受賞研究など
詳しくはこちら→

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、中止・延期となる場合があります。詳しくは問合せ先にご確認ください。

保育の現場で働きたいあなたをしっかりサポート！

センターでは長く保育士として働き続けられる
職場探しをお手伝いしています。
正規職員を目指したい方や育児等家庭と両立
させて短時間で働きたい方など様々なニーズに
お応えします。
相談や情報提供など全て無料です。
お気軽にお問い合わせください。

鳥取県保育士・保育所
支援センターを
ご利用ください
▮ 就職支援

保育コーディネーターによる就職支援

コーディネーターが求職者の希望に合った求人をご紹
介します。また、ブランク状況や家庭との両立を視野に
最適な職場環境をご提案します。
事業主
の方

対象≫ 求職者、事業主

見学して
みたい！

ブランクが
あって不安
求人について
詳しく知りたい

保育士等の求人を募集しています！
求人登録いただくと条件に合う求職者へ情報提供
します。
【対象職種】保育士、保育教諭、幼稚園教諭、
子育て支援員など

まずはお気軽にセンターへご相談ください。
見学の調整や同行も行っています。

※本事業は鳥取県福祉人材センターの無料職業紹介事業の機能と連携して実施しています。
※下記「福祉のお仕事」サイトで求職登録・求人登録ができます。

▮ 定着支援

保育のお悩み相談窓口

仕事や家庭の悩み・困りごとなど…誰かに聞いてもらう
ことで気持ちが楽になり悩み解決のきっかけになることが
あります。まずは話してみませんか（来所は要予約）。

平日8：30～17：00

hoikucenter@tottori-wel.or.jp
毎日24時間受付
※メール相談の場合は返信まで数日いただく場合があります。
また、上記アドレスからの受信ができるよう設定してください。

対象≫

従事者、事業主

保育現場のメンタルヘルス専門相談
保健師からの専門的なアドバイスが受け
られる「メンタルヘルス専門相談窓口」も
開設しています。事業主の方からの相談
もお受けしています。

0857-59-6342

▮ 保育資格の届出

対象≫

専門
相談員
相談
内容

ヘルスプロモーションサポートオフィス
開業保健師 渡部 一恵 氏
メンタルヘルス全般、事業所のメンタルヘルス
対策、ハラスメント対策、ストレスチェック、職場
環境改善 など

求職者、従事者、事業主

保育士資格の届出登録をすると「とりっぽ通信」(年４回)や就職支援セミナーなど各種情報をお送りします。
事業主
の方

この届出は保育に関する情報を保育士有資格者に届け、従事者の定着や離職者の
復職を促進することを目的としています。現場の従事者の方ややむを得ず離職される
こととなった方に、登録の呼びかけをお願いします。

「福祉のお仕事」
サイトを
ご利用ください
スマホ
でもOK♪

インターネットで
●求職登録
●求人票の閲覧
●保育士資格届出登録 などができます。
事業主
事業方
の方

事業所情報の公開や求人登録ができます。
https://www.fukushi-work.jp/

