
現役保育士さんの

リアルな話が

聞けます！

大阪府保育士・保育所支援センター主催（大阪府受託事業）

無料保育室あり！

（1歳～6歳のお子様）

要予約

※座学研修時のみ

施設見学会と

座学研修を

組み合わせた2日間！

お好きな日程を

お選びいただけます

保育士業務に

興味のある方

大歓迎！！

資格の有無は

問いません

保育に役立つ

可愛い粗品も

ご用意

しています♥

実際の保育の現場を

見学できます！

施設見学会 大阪府内の民間保育園・認定こども園

座学研修
保育の知識を学べる講義と
現役保育士とのグループワーク

お問合せ先 大阪府社会福祉協議会
大阪府保育士・保育所支援センター（担当：三木・白根）

大阪府大阪市中央区中寺1-1-54
大阪社会福祉指導センター内

Tel：06-6762-9006（9時～17時）
Fax：06-6761-5413



座学研修
時間 内容 講師

12：30～ 受付

13：00～14：20 ●講義「乳幼児の発達とあそび」
子どもの発達に応じたあそびの紹介や、環境構
成・事故防止について、保育園・認定こども園の
現状を交えながらお話いただきます。

10/25（火），11/1（火）
大阪人間科学大学

教授 柏原 栄子 氏
11/12（土），11/25（金）
滋賀短期大学
元特任教授 古橋 紗人子 氏

14：30～16：10 ●グループワーク
参加者で少人数のグループをつくり、現役保育
士・保育教諭を交えて、意見交換を行います。

現役保育士・保育教諭

16：10～16：30 ●講義「保育をめぐる最近の動向」
子ども・子育て支援新制度や、幼保連携型認定
こども園で必要とされる「保育教諭」、復職に活用
できる貸付制度（要件を満たせば返還免除）等に
ついて説明します。

大阪府福祉部子ども室
子育て支援課

16：30～16：45 ●大阪府保育士・保育所支援センター
事業概要

復職・就職に向けた支援の詳細や、保育士体験
についてご案内します。

大阪府保育士・保育所支援センター

コーディネーター

No 日程 会場名 アクセス

①
10月25日
（火）

泉大津商工会議所
テクスピア大阪 [泉大津]

南海本線「泉大津駅」下車
東出口より徒歩5分

②
11月 1日
（火）

守口文化センター
エナジーホール [守口]

京阪本線「守口市駅」東口より徒歩2分
地下鉄谷町線「守口駅」3番出口より徒歩8分

③
11月12日
（土）

子育て青少年拠点夢つながり
未来館 ゆいぴあ [吹田]

阪急千里線「山田駅」東改札よりすぐ
大阪モノレール「山田駅」より徒歩3分

④
11月25日
（金）

八尾市文化会館
プリズムホール [八尾]

近鉄大阪線「近鉄八尾駅」
中央北出口をでて右 徒歩5分

会場案内 各会場定員50名
時間は13：00～16：40 お住まいの地域に関わらず、ご都合の良い会場をお選びください。

保育に活かせる知識を学べます 子どもの発達に応じた手づくり
おもちゃの紹介

大阪府の最新の保育事情が聞けます

※共催：吹田市（予定）

＊写真は昨年度の様子・内容です



施設見学会

社会福祉法人 交野ひまわり園

ふじが丘保育園
＜保育所＞

11月8日（火） 定員数：140名
住所：交野市藤が尾3丁目１番１号
アクセス：JR学研都市線「星田」駅

京阪交野線「河内森」駅
徒歩15分

社会福祉法人 高屋福祉会

高屋保育学園
＜幼保連携型認定こども園＞

11月14日（月） 定員数：120名

住所：羽曳野市古市7丁目4番1号
アクセス：近鉄南大阪線「古市」駅

徒歩10分

時間 内容

9：45 ●オリエンテーション
見学についての注意事項や見学のポイントをお伝えします。

10：00～12：00 ●施設見学
施設の様子や保育士・保育教諭の援助の仕方などをご覧いただ
きます。

●グループディスカッション・質疑応答
見学を通じて感じたことを皆さんで話し合います。

12：00～12：15 ●まとめ
アンケートのご協力をお願いします。

社会福祉法人 信光園

花園こども園
＜幼保連携型認定こども園＞

11月16日（水） 定員数：210名
住所：東大阪市吉田5丁目8番2号
アクセス：近鉄奈良線「東花園」駅

徒歩5分

社会福祉法人 相愛会

ひのまるこども園
＜幼保連携型認定こども園＞

11月30日（水） 定員数：160名
住所：堺市北区中百舌鳥町1丁239番地
アクセス：南海「中百舌鳥」駅徒歩3分

大阪市営地下鉄御堂筋線
「なかもず」駅 徒歩5分

社会福祉法人 杉の子会

こども園杉の子
＜幼保連携型認定こども園＞

11月18日（金） 定員数：142名

住所：泉佐野市鶴原１７５７
アクセス：南海本線「鶴原」駅

徒歩3分

社会福祉法人 旭ヶ丘学園

旭ヶ丘学園
＜幼保連携型認定こども園＞

11月22日（火） 定員数：304名
住所：吹田市朝日が丘1-5
アクセス：JR「吹田」駅 徒歩10分
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※当日の集合時間や集合場所は後日お送りする受講票でお知らせします。
※詳細内容やタイムスケジュール等は施設により異なる可能性があります。



ﾌﾘｶﾞﾅ （2）性別 男性 ・ 女性

（1）ご氏名 （3）生年月日 年 月 日（ 歳）

（4）ご住所

〒

（5）メールアドレス （6）連絡先

＊日中に連絡のつく番号をお願いします。

（7）保育室の利用 1.あり（ ）歳 2.なし （8）保育士資格 1.あり 2.取得見込 3.なし

（9）勤務経験

保育士勤務経験 □無 □有⇒ 年 ヶ月（ 年 月最終勤務）

幼稚園教諭勤務経験 □無 □有⇒ 年 ヶ月（ 年 月最終勤務）

※グループワークのグループ分けの際に参考にさせていただきます。

ご希望の日程に〇をつけてください。

（10）
座学研修
参加希望日

①
10/25（火）
泉大津

②
11/1（火）
守口

③
11/12（土）
吹田

④
11/25（金）
八尾

（11）
施設見学会
希望施設

第1希望（ ） 第2希望（ ） 第3希望（ ）

＊アルファベットをご記入ください。必ず第3希望までご記入ください。
＊施設の規模などの関係で、必ずしも第1希望になるとは限りません。ご了承ください。

＊締切日を過ぎてのお申し込みは当センター（06-6762-9006）までご連絡ください。
＊ご提供いただいた個人情報を個人情報管理規定に従い厳重に管理し、当事業に関する目的以外には使用いたしません。

大阪府保育士・保育所支援センターは、
保育のお仕事がしたいあなたを応援します！

求職相談等 復職応援セミナー 保育士体験

保育士復職応援セミナー参加申込書（締切 各会場日程の1週間前）
お申し込みは下記の方法からお選びください。

①FAXで ⇒ FAX：06-6761-5413
②メールで ⇒ E-mail：oskhoiku@gmail.com
メールにてお申し込みの際は下記（1）～（11）を本文に記入の上送信してください。

③ホームページから⇒右のQRコードから
「保育士復職応援セミナー参加申込みフォーム」にアクセスできます。

＊申込受付後、受講票と会場案内をお送りします。当日ご持参ください。
＊会場へは、公共交通機関をご利用ください。（当日駐車場はご利用いただけません。）
＊参加者には、大阪府社会福祉協議会にて傷害保険・賠償責任保険を付保します。保険付保のため、参加申込書のすべての
項目にご記入ください。
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