
保育士養成科 

 

訓練生募集 
 

訓練概要 

 本コースは養成施設において、保育に関する学科及び実技の訓練を行い、保育の専門職である「保育士」

の資格取得（国家資格）を目指す２年間のコースです。 

 

応募資格 

 次の要件を全て満たす方となります。 

（１）概ね４５歳未満の者 

（２）直近の就業形態において有期労働契約などによる非正規雇用労働者など、就業経験において不安定就

労の期間が長いことや安定就労の経験が少ないことにより能力開発機会が乏しかった者又は出産・育児

等により長期間離職していた女性等 

（３）国家資格等高い知識及び技能を習得し正社員就職を希望する者 

（４）当該訓練コースを修了し対象資格等を取得する明確な意思を有する者 

（５）ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングにより当該訓練の受講が必要と認められる者 

 ※（１）について、ハローワークにおけるキャリアコンサルティング等により受講の必要性が判断された

場合は４５歳以上の方についても応募は可能です。 

 ※ 新規学卒者及び学校卒業後１年以上経過していない者は応募資格を有しません。 

 ※ 上記の応募資格のほか、各養成校の入学資格を満たしていることが条件となります。各養成校の入学

資格についてはハローワークの訓練担当窓口で確認いただけます。 

 

募集期間 

 令和２年１月８日（水）～ ２月１４日（金） 

 

応募書類 

   ①入校願書（写真は、正面・上半身・脱帽で、縦4.0㎝×横3.0㎝、６ヶ月以内に撮影したもの） 

   ②卒業を証明する書類（最終卒業の学校で発行されたもの）（卒業証明書、卒業証書の写し等） 

 ※ ご提出いただいた願書（証明写真含む）、その他応募書類はご返却できませんので、予めご了承ください。 

 ※ 個人情報の取扱いについて、応募書類にて知り得た個人情報は職業訓練実施以外の目的には利用しません。 

 

応募方法 

 入校願書は、現住所を管轄するハローワークに提出してください。（入校願書は、最寄りのハローワー

クにあります。）なお、必ず職業相談を受けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
授業料無料！ 



 

訓練実施場所・募集定員・入校日・訓練実施機関 

   訓練の実施場所は、原則として居住地近くの養成施設を選択願います。 

No. 訓練実施場所(養成施設名) 募集定員 訓練実施機関 

① 
純真短期大学 

 （福岡市南区筑紫丘 1-1-1） 
４名 

福岡県立福岡高等技術専門校 

(福岡市東区千早 4-24-1) 
② 

大原保育医療福祉専門学校福岡校 

 （福岡市博多区上川端町 13-19） 
４名 

③ 
西日本短期大学 

 （福岡市中央区福浜 1-3-1） 
４名 

④ 
北九州保育福祉専門学校 

 （京都郡苅田町上片島 1575） 
４名 

福岡県立小倉高等技術専門校 

(北九州市小倉南区横代東町 1-4-1) 

⑤ 
近畿大学九州短期大学 

 （飯塚市菰田東 1-5-30） 
４名 

福岡県立小竹高等技術専門校 

(鞍手郡小竹町大字新多 514-2) 

⑥ 
九州大谷短期大学 

 （筑後市蔵数 495-1） 
４名 

福岡県立久留米高等技術専門校 

(久留米市合川町 1786-2) 
⑦ 

 久留米信愛短期大学 

 （久留米市御井町 2278-1） 
４名 

※入校は令和２年４月になります。 

 

選考会場・日時 

  希望される訓練実施場所(養成施設)ごとに選考会場が異なります。（会場一覧表のとおり） 

訓練実施場所 選考会場 選考日時 

表№①～③入校希望者 
福岡高等技術専門校 

（福岡市東区千早 4-24-1） 

２月２０日（木） 

９：００集合 

９：３０開始 

表№④入校希望者 
北九州保育福祉専門学校 

(京都郡苅田町上片島 1575) 

表№⑤入校希望者 
小竹高等技術専門校 

(鞍手郡小竹町大字新多 514-2) 

表№⑥～⑦入校希望者 
久留米高等技術専門校 

(久留米市合川町 1786-2) 

    ※小竹、久留米高等技術専門校で入校選考を受ける場合は、スリッパ及び靴入れ（ビニール袋等）を

持参してください。 

 

入校選考内容  

１）学科試験（国語総合、数学（数学Ⅰ程度）） ２）面接 

※応募者個人宛には、受験票の発行・発送はいたしません。 

※筆記用具（鉛筆・消しゴム）をご持参ください。 

  ※筆記試験のサンプル問題(例題)を公式ホームページ『福岡県の職業訓練』に掲載しています。 

 

合 格 発 表 日 

１）合格発表は、令和２年３月５日（木）です。 

２）合否等については本人宛通知します。電話でのお問い合わせにはお答えできません。 

 

 

 

 



訓 練 内 容 等 

    訓練カリキュラムは養成施設により若干の違いがありますが、概要は次のとおりです。 

   訓練期間  ２年間（令和２年（２０２０年）４月～令和４年（２０２２年）３月）  

  訓練内容 

        ※ 

養成施設に入校し、保育士として必要な知識・技術を習得します。 

 【カリキュラム例：一部抜粋】 

社会福祉、児童家庭福祉、教育原理、教育心理学、子どもの保健、 

子どもの食と栄養、保育内容、乳児保育、保育実習 

  資格取得 

  目  標 

 保育士 

 

  就 職 先  公立・私立の保育所、保育所以外の児童福祉施設、知的障害者援護施設、身体 

障害者更生援護施設、老人福祉施設、地域子育てセンター等 

  経  費  訓練期間中の授業料は無料です。ただし、教科書代、材料費、学校行事（研 

 修旅行等）に参加する場合の経費などは自己負担となります。 

 ※自己負担となる経費は養成施設により異なりますので、詳しくは募集チラシをご

覧いただくか、各養成施設にお問い合わせください。 

※訓練内容の詳細は、各養成施設に直接お問い合わせください。 

 

【お問い合わせ先】 

  ○応募資格、応募方法に関するお問い合わせ先： 住所管轄の公共職業安定所（ハローワーク） 

  ○募集期間、選考試験、その他不明な点に関するお問い合わせ先：下記の各高等技術専門校 

  ○詳細な訓練カリキュラム、必要経費等に関するお問い合わせ先：下記の各養成施設 

 

各高等技術専門校 
 

養成施設 

福岡高等技術専門校 092-681-0261 
 

① 純真短期大学 092-541-1513 

小倉高等技術専門校 093-961-4002 
 

② 大原保育医療福祉専門学校福岡校 092-271-2286 

小竹高等技術専門校 09496-2-6441 
 

③ 西日本短期大学 092-721-1152 

久留米高等技術専門校 0942-32-8795 
 

④ 北九州保育福祉専門学校  0930-23-3213 

   
⑤ 近畿大学九州短期大学 0948-22-5726 

   
⑥ 九州大谷短期大学 0942-53-9900 

   ⑦  久留米信愛短期大学 0942-43-4532 

 

 

 

 

 

 

 

 



北九州保育福祉専門学校 

福岡県京都郡苅田町上片島 1575番地 

電話：0930-23-3213 

お車でお越しの方は，学校内の駐車所をご利用ください。 

 

「保育士養成科」選考会場一覧表 

 

○希望する訓練実施場所（養成施設）ごとに、下記のとおり選考会場が異なりますのでご注意ください。 

 

  Ⅰ 上記①・②・③を希望する場合          Ⅱ 上記④を希望する場合   

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 上記⑤を希望する場合                         Ⅳ 上記⑥・⑦を希望する場合 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※小竹、久留米高等技術専門校で入校選考を受ける場合は、スリッパ及び靴入れ（ビニール袋等）を持参してください。 

※自家用車来場厳禁 

 

1786番地の 2 

 

福岡県立福岡高等技術専門校 

福岡市東区千早 4-24-１ 

電話：092-681-0261 



〒812-0026　福岡市博多区上川端町13-19 ★地下鉄　中洲川端駅 ７番出口　徒歩 １分
℡　０９２－２７１－２９４２ ★西鉄バス　川端町・博多座前　徒歩 １分
URL http://fukuoka.o-hara.ac/
Eﾒｰﾙ　fukuoka@o-hara.ac.jp

●保育士に特化した実技と実習中心のカリキュラム 

●万全な就職対策 

【行事予定】 【授業科目】
※2019年度実績 ※一部

大原保育医療福祉専門学校福岡校

大原は、保育の現場の「いま」をみつめて作った安心のカリキュラム。
実技と実習中心の為、必要なことは全て、頭と体でしっかりと身に付けていきます。

大原は保育士の資格取得に特化した保育士養成校です。
その為、２年間のカリキュラムの６０％が実技と実習となっており、より実践的なスキルを身に付け、
保育園や児童福祉施設で即戦力として活躍することができます。
また、在籍中にリトミック指導資格が取得できます。

大原は２年連続就職決定率１００％！（就職決定者／就職希望者）
専属の就職指導担当者が履歴書の書き方から面接指導まで、万全な就職試験対策をしています。
また、保育園や施設実習も多いことから、現場へのアピールをする機会も多くあります。

訓練実施場所 

自己負担額 

行事予定と授業科目 

大原の特長 

 

1年次 2年次
子ども家庭福祉 鍵盤奏法の応用

保育原理 言語表現

保育内容 音楽表現

音楽とリズム 教育原理

鍵盤奏法の基礎 身体表現

保育の心理学 子ども家庭支援論

造形表現 保育の計画と評価

家庭支援論 子どもの食と栄養

子どもの保健 障害児保育

社会的養護 子育て支援

乳児保育 保育実践演習

保育者論 保育実習Ⅱ

保育実習Ⅰ 児童福祉施設実習

1年次 2年次
入学式 4月

基礎保育認定試験 5月 見学実習
ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ研修2泊3日(任意) 6月

見学実習 7月

体験実習
夏休み

8月 夏休み
保育実習Ⅱ(10日間)

定期試験 9月
児童福祉施設実習(10日間)

定期試験
体験実習

ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
10月 ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

体験実習 11月

保育発表会 12月 保育発表会
1月

保育実習Ⅰ(10日間) 2月 定期試験
定期試験 3月 卒業式

・教科書代 ４４，４６２円 ・教科書代 ３５，６９５円
・エプロン・シューズ等 １０，８２０円 ・卒業諸費用 １，０００円
・図工セット等 ９，５００円 ・保育士登録料 ４，９００円
・腸内細菌検査費 １，１５０円 ・リトミック資格認定料 １１，０００円
・資格取得費 約６，７００円 ・腸内細菌検査費 ２，３００円
・学校行事費 約１，４８０円 ・学校行事費 約１，４８０円

１年次　約７４，１１２円 ２年次　約５６，３７５円

２年間合計

約１３０，４８７円



●保育園

●児童福祉施設

清水保育園（博多区）・福岡リズム保育園（博多区）・五十川保育園（博多区）・まごころ保育園（東区）
やまのみ松崎保育園（東区）・きぼうの森保育園（東区）・中央保育園（中央区）・城北保育園（中央区）
のぞみ保育園（中央区）・やまびこ保育園（南区）・玉川保育園（南区）・白百合保育園（城南区）
ゆりか保育園（早良区）・豊庄保育園（早良区）・いるべ保育園（早良区）・いとぽっぽ保育園（西区）
福岡舞鶴誠和保育園（西区）・加布里保育園（糸島市）・大川保育園（粕屋町）・星の子保育園（粕屋町）
守恒保育園（小倉南区）・赤間保育園（宗像市）・かとう保育園（宗像市）・たけのこ保育園（飯塚市）
白水保育所（春日市）・春日原保育所（春日市）・原田保育園（筑紫野市）・大橋保育園（久留米市）
清力保育園（大川市）・上庄保育園（みやま市）・真愛保育園（朝倉市）・岡山保育園（八女市）
認定こども園 空とぶくじら幼児園（志免町）・認定こども園 チムニーズＥｎｇｌｉｓｈスクール（宇美町）
認定こども園 バディスポーツ幼育園（筑紫野市）・放課後等デイサービス ＰＯＳＩＴＩＶＥ ＧＲＥＥＮ（東区）
児童養護施設 天使育児園（門司区）・児童養護施設 報恩母の家（岡垣町）・早良厚生園（早良区）
柳川療育センター（柳川市）・からつ医療福祉センター（唐津市）　　その他多数

　教室で覚えた知識や技術を、保育の現場で活かせるように、大原では充実した実習を行います。

花ぞの保育園（博多区）・福岡リズム保育園（博多区）・どろんこ保育園（博多区）・五十川保育園（博多区）
やまのみ保育園（東区）・つぼみ保育園（東区）・ちどり保育園（東区）・まごころ保育園（東区）
中央保育園（中央区）・城北保育園（中央区）・玉川保育園（南区）・井尻保育園（南区）
白百合保育園（城南区）・田島保育園（城南区）・ふたば保育園（早良区）・豊庄保育園（早良区）
木の実保育園（西区）・ひまわり保育園（西区）・加布里保育園（糸島市）・白鳩保育園（糸島市）
大川保育園（粕屋町）・志免さくら保育園（志免町）・ひさやま保育園（久山町）・本郷保育園（大刀洗町）
折尾丸山保育園（八幡西区）・赤間保育園（宗像市）・遠賀川保育園（遠賀町）・明星保育園（飯塚市）
白水保育所（春日市）・原田保育園（筑紫野市）・都府楼保育園（太宰府市）・犬塚保育園（久留米市）
垂見保育園（柳川市）・瀬高保育園（みやま市）・真愛保育園（朝倉市）・湊保育園（唐津市）

児童養護施設：福岡育児院・和白青松園・福岡子供の家・双葉学園・暁の鐘学園・白梅学園・清心慈愛園
乳児院　　　　 ：福岡乳児院・みずほ乳児院・北九州乳児院・甘木山乳児院
その他の施設：百道寮・福岡ひまわりの里・早良厚生園・若久緑園・すみれ園・西部療育センター

主な実習先 

主な就職先 

充実した設備 

音楽室 

ピアノレッスン室 

造形室 保育実習室 家政実習

発表会 

実技風景 


