令和3年度 東京都委託事業

★保育士経験がないので不安…

★ブランクが長くて不安…

★もう一度保育を学びたい…

保育士就職支援セミナー

♦保育士資格をお持ちの方で保育所勤務が少ない方、
あるいは未経験の方、
ブランクの長い方を対象（優先）
にしたセミナーです。
♦保育の仕事に活かせる実践的なプログラムを学ぶことができます。
♦本セミナーは民間の専門教育訓練機関に委託して実施するセミナーです。

★令和3年度のセミナーは、
オンラインコースを新設！
！

講義内容

保育の専門知識や保護者対応について学びます。
【プログラム例】
●保育制度と保育内容
●子どもの発達と保育
●子どもの食と栄養
●乳幼児を引き付ける遊びの技術
●家庭支援・保護者とのコミュニケーション
●危機管理と事故防止
●就職活動について
各回により講義内容は異なります。

参加資格

都内保育園で就職を希望する保育士資格をお持ちの方
（令和3年度保育士試験合格者を含む）

【対面コース】従来の対面講義2日間のコースです。
【オ ン ラ イ ン コ ー ス】動画配信による講義で、視聴後に対面
での実技演習（1日）
を受講いただきます。
※オンラインコース受講上の注意：対面での実技演習までに必ず講義
動画をご視聴ください。
対面コースとオンラインコース、いずれも実習への参加が可能です
（希望者のみ）。

対面コース
第1回

立川市

9月25日㈯、26日㈰

9：30〜17：30ほか

学校法人大原学園 立川校

定

JR中央線「立川駅」北口より徒歩6分
多摩モノレール「立川北駅」
より徒歩5分

員

申込締切：9月15日㈬

第2回

大田区

11月6日㈯、7日㈰

9：00〜17：30ほか

学校法人簡野育英会 蒲田保育専門学校
京浜急行空港線「糀谷駅」
より徒歩７分
JR 京浜東北線・東急多摩川線・池上線「蒲田駅」東口より
バス１５分（京浜急行バス
「蒲田女子高前」下車）

文京区

12月11日㈯、12日㈰

無料

申込方法

裏面の保育士就職支援セミナー「参加申込書」に必要事
項をご記入の上、郵送にて当センター宛にお早めにお申
込みください。
申込の際は、
「保育士証」
「保育士資格証明書（保母資格
証明書）」
「保育士試験合格通知書」いずれかのコピーも
添付してください。
受講決定者には、後日「ご案内兼受講票」をお送りします。
オンラインコース希望の方には受講決定後、講義視聴用
のURLをメールにて送付いたします。

9：20〜17：10ほか

㈱図書館流通センター（TRC 本社ビル）研修室 ホール1・2
東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷駅」1 番出口より徒歩1 分

申込締切：12月1日㈬

第4回

町田市

1月15日㈯・16日㈰

10：00〜17：45ほか

実

習

町田市文化交流センター けやき
JR 横浜線「町田駅」町田ターミナル口直結
小田急線「町田駅」西口より徒歩5分

申込締切：1月5日㈬

オンラインコース
第1回

国立市

配信：9月16日㈭スタート
演習：10月17日㈰ 10：00〜18：20ほか
国立市商業協同組合 さくらホール
JR中央線「国立駅」南口より徒歩3分

申込締切：8月23日㈪

第2回

墨田区

第3回

国立市

株式会社 明日香
TEL：0120-165-115
託児予約係 受付時間：月〜金 10：00〜17：00（土・日・祝を除く）

すみだ産業会館 第4会議室
申込締切：10月5日㈫

配信：1月4日㈫スタート
演習：2月6日㈰ 10：00〜17：55ほか
国立市商業協同組合 さくらホール
JR中央線「国立駅」南口より徒歩3分

申込締切：12月15日㈬

★実習付きコースは3コースから選択（希望者のみ）
実習は月曜日〜土曜日のうち、自身のブランク期間や経験、
スキル等に応じて、3コース（１日のみ・3日間・5日間）
から選択できます。
★実習に伴う
【健康診断費用補助】
が利用可能（希望者のみ）
細菌検査を除く健康診断（原則3か月以内）は原則自己負
担ですが、新たに受診する必要がある場合、上限5,000円
（税込／実費の範囲内）で「健康診断費用補助」を受ける
ことができます（条件あり）。
※園の食事をとる場合は実費負担となります。

託児サービス 講義日は、託児サービスを無料で実施します。
（定員各回4名、先着順、満１歳〜６歳の未就学児対象）
利用希望の方は下記へお問い合わせください。

配信：10月25日㈪スタート
演習：11月27日㈯ 10：00〜17：55ほか
JR総武線・東京メトロ半蔵門線
「錦糸町駅」徒歩1分

各回20名程度（講義コース10名・実習付コース10名）
※新型コロナウイルスの感染防止の為、定員を減らし募
集をしています。

受 講 料

申込締切：10月27日㈬

第3回

新型コロナウイルスの観点から開催中止・延期または
実施内容の変更を行う場合があります。
最新情報については、ホームページをご確認ください。

お問合せ

東京都保育人材・保育所支援センター

（東京都福祉人材センター内）保育人材担当
TEL：03-5211-2912

詳細はホームページをご覧ください。

https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/hoiku/hoikusisien.html
ホイクマ

検索
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＊申込者の個人情報は、セミナー実施業務のほか、今後当センターで実施するイベント等の案内にのみ使用し、他の目的には使用しません。

申込方法

必要事項を記入し、
「保育士証」または「保育士資格証明書（保母資格証明書）」
「保育士試験合格通知書」いずれかのコピーを添付
して、郵送で下記までお申込みください。受講決定者に対しては、後日「ご案内兼受講票」を郵送します。

申込先

〒102-0072

東京都千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター７階
東京都保育人材・保育所支援センター（東京都福祉人材センター内）
TEL：03-5211-2912

東京都保育人材・保育所支援センターが、あなたの保育士就職をサポートします！
保育の仕事に関する相談・求人の紹介等を行っています。保育の仕事に就きたいとお考えの方は、どうぞご利用ください。

東京都保育人材・保育所支援センターへのアクセス

〒102-0072
所在地

飯田橋から
大和ハウス工業

●JR総武線 東口より徒歩7分
●東京メトロ東西線 A5出口より徒歩6分
●東京メトロ有楽町線・南北線・
都営地下鉄大江戸線 A2出口より徒歩7分

開所
時間

入口

●JR総武線

西口より徒歩6分

九段下駅から

●東京メトロ東西線 7番出口より徒歩8分
●東京メトロ半蔵門線・都営地下鉄新宿線
3番出口より徒歩10分

月〜金曜日 9時〜20時／土曜日 9時〜17時
※保育人材コーディネーター（保育士）による
専門相談 9時〜17時30分
（受付：9時〜11時30分/13時〜17時）
（土・日曜日・祝日・年末年始除く）

水道橋駅から
東京しごとセンター

千代田区飯田橋3-10-3
東京しごとセンター 7階
TEL：03-5211-2912

福祉のお仕事（求人情報サイト）
ホーム
ページ

福祉のお仕事

検索

東京都保育人材・保育所支援センター
ホイクマ

検索

