
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。

とりっぽセミナー2021 保育士等就職支援セミナー
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保育士資格をお持ちの方や保育現場に関心のあ
る方を対象に、米子市と鳥取市で就職支援セミナ
ーを開催しました。今回は、センターより保育制度
の動向説明の後、鳥取県子ども読書アドバイザー

保育士の確保・定着情報・魅力を発信する情報紙
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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。
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さまざまな絵本をご紹介いただいた
ほか、迫力ある「大型絵本」の読み
聞かせ実技を指導
していただきました。

会場：米子コンベンションセンター

鳥取市子どもの読書活動推進
委員長 山田節子氏

会場：とりぎん文化会館

絵本の会「ほしのぎんか」
代表 渡邉眞子氏

・これまで実際に保育現場で働いた経験が無く、自信をつけるために
参加しました。とても勉強になり、楽しく学ぶ事ができました。
・読み聞かせ実技ではとても充実した時間を過ごすことができました。
これからの仕事に役立てることができると思います。

絵本の力、年齢別の
絵本の選び方、読み
聞かせのポイントなどを
お話しいただきました。

アドベントカレンダー わらべ歌・手遊び

を講師に迎え、保育現場で活か
せる「絵本の読み聞かせのポイント」や
「絵本の選び方」などをご説明いただきました。

就職を検討される方が参加され、まず当センター
より保育の仕事概要や活動紹介などを行いまし
た。続いて、社会福祉法人さとに会木村事務長、
湖山保育園の深澤園長より、仕事内容や求人・園

の様子などのご説明があり
ました。新型コロナウイルス

感染症の感染予防のため、
保育園訪問はできませんで
したが、深澤園長が園内を
撮影した動画を用いて
園の様子を詳しく解説
していただきました。 （福）さとに会

木村事務長

湖山保育園
深澤園長
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企業見学ツアー（共催） 主催 （公財）ふるさと鳥取県定住機構

◀センターからは保育の魅力や「福祉
のお仕事」サイトについて紹介しました。

県立図書館のホームページで
は赤ちゃんから楽しめる

「おすすめの本紹介リスト」
がご覧になれます。

今回は

絵本の
読み聞かせに
ついて学びました。

会場：福祉人材研修センター

FB https://www.facebook.com/tottorihoiku/

https://www.tottori-wel.or.jp/jinzai/3/
https://www.library.pref.tottori.jp/jidou/cat5/post-4.html
https://www.facebook.com/tottorihoiku/


保育学生
必見！

学生の「はじめの１歩」を応援します！
鳥取県の保育の状況や取り組み、就職先選びのポイント
などを、鳥取県と鳥取県保育士・保育所支援センターの
職員が動画で詳しく説明します。
鳥取県外に住む保育学生向けのお役立ち情報も。

https://youtu.be/dnviea42r4o

保育学生向け就職ガイダンス

URL

YouTube

限定公開

保育の魅力発信フェス

見て！聞いて！魅力ある私たちの職場
鳥取県内の魅力ある保育施設が職場の魅力（特徴的な
保育内容、保護者との関わり、働きやすさなど）を動画配
信しています。ぜひご覧ください！

【参加法人】
鳥取県内で以下施設等を運営する法人
🔴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

2022年3月末まで

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQWArs-9A8Er-mTnNuz36nxr6vlK0pCaoURL

【主な内容】
🔴鳥取県の保育環境等について
（処遇改善や定着支援）
🔴鳥取県の幼児教育の特徴
🔴就職先選びのポイント
🔴学生向けお役立ち情報

2022年3月末まで

YouTube

限定公開

ご視聴は
こちらから

法人の一覧は
「PRガイド」動画
をご覧ください。

ご視聴は
こちらから

鳥取県 で保育者になろう
鳥取県保育士・保育所支援センターでは保育のお仕事を目指す
方にさまざまなサポートを行っています。今回は高校生・保育士
養成校の学生の方向けの情報をまとめてみました。詳しい内容は
ホームページやYouTube、Facebookでご確認いただけます。

https://youtu.be/dnviea42r4o
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQWArs-9A8Er-mTnNuz36nxr6vlK0pCao


とっとりで保育の仕事につくためのガイドブック

鳥取県公式アプリ「とりふる」

中学・高校・
養成校学生
向け

あなたの夢の実現をサポートします
保育職を目指す方のための情報がわかりやすくまとめられ
たガイドブックです。資格・免許を取るためのプロセスや働く
環境などが掲載されています。

とりネット 鳥取県子育て・人財局子育て王国課ページ
https://www.pref.tottori.lg.jp/290248.htm

【主な内容】
🔴保育者の活動の場 🔴福祉の理念-ともに生きる-
🔴給与とキャリアアップ 🔴保育者になるためには
●とっとりの指定保育士養成校 ●保育の現場で働く先輩たち
●保育者を目指す人の就学支援制度 ●就職・就職後のサポート

URL

鳥取の最新情報満載！
鳥取県の就職、観光や暮らしに役立つ情報やイベント情報
がいつでもチェックできるアプリです。就職・交流イベントな
どの参加でポイントが貯まり、貯めたポイントはAmazon、
WAONなどの電子マネーへ交換することができます。

公益財団法人ふるさと鳥取県定住機構 ホームページ
https://furusato.tori-info.co.jp/about/news/3403.html

URL

鳥取と
「あなた」を
つなげる

とりふる 🔎

詳しくは
こちら

企業等の就職・採用活動

鳥取県福祉人材センター
（福祉人材無料職業紹介所）

広報活動

採用選考活動

新卒予定者への職業紹介

2022年度新卒者等にかかる
就職・採用活動スケジュール

🔴センターは鳥取県福祉人材センター（無料職業紹介
所）と連携して就職支援を実施しています。
🔴鳥取労働局の方針に沿って求人の取扱いやイベント
の開催を行います。

２/1 3/1 4/1 5/1 6/1 ・・・ 10/1

求人票の公開

2021年度 2022年度 （卒業年度）

詳しくは
こちら

正式な内定

福祉の就職フェアとっとり２０２２夏

【東中部】令和4年5月29日（日）
とりぎん文化会館

【 西 部 】令和４年5月22日（日）
米子ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ

保育の魅力発信フェス

【 東 部 】令和4年7月中旬頃
【 西 部 】令和４年７月下旬頃

２０２２年度
就職関連
イベント

予定

雇用開始日が年度途中の一般向け
求人は随時、取扱い・公開しています。

詳細が決まり次第
ホームページ等で
お知らせします。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては
中止・延期・オンライン形式への変更等があります。

https://www.pref.tottori.lg.jp/290248.htm
https://furusato.tori-info.co.jp/about/news/3403.html


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。

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。

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）。

対象≫ 従事者、事業主

サイトを
ご利用ください

https://www.fukushi-work.jp/

鳥取県保育士・保育所
支援センターを
ご利用ください

保育の現場で働きたいあなたをしっかりサポート！

対象≫ 求職者、事業主▮ 就職支援 保育コーディネーターによる就職支援

▮ 定着支援 保育のお悩み相談窓口

対象≫ 求職者、従事者、事業主▮ 保育資格の届出

0857-59-6342
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。

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。

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

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。

事業方

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。

事業主
の方

スマホ
でもOK♪

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。

保育現場のメンタルヘルス専門相談

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

相談
内容

専門
相談員

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。

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

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

事業主
の方

事業所情報の公開や
求人登録ができます。

事業主
の方

【編集後記】

とりっぽセミナーで絵本の読み聞かせのお話しを聞きました。うん十年前
を思い出しとても懐かしくなりました。その後ふと「あの絵本、なんだったけ
なぁ？」「白いネコが出てたんだけど・・・」なかなか思い出せなくてモヤモヤ
とした末、隣の現役子育てさんに聞いたら「ノンタンでしょ」 あーそれそ
れ！絵本って思い出がいっぱいですね。(O）

腰痛対策で1年前から寝る前にストレッチをしています。体が硬く、前屈
で地面に指先もつかなかったのが、今や手のひら全体がつくまでになりま
した。コツコツと続けることの大事さを身をもって感じています。（Ｋ）

※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。

https://www.fukushi-work.jp/

