
保育士養成科 

 

訓練生募集 
訓練概要 

 本コースは、厚生労働大臣の指定を受けた養成施設において、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 ２年間の訓練を受講することができる高校卒業以上の方（平成29年3月卒業見込みの方を含む） 

② 公共職業安定所（ハローワーク）から受講あっせんを受けることができる方 

③ 訓練修了後に保育関連職種へ就職を希望される方 

募集期間 

 平成２９年１月２３日（月）～ ２月２４日（金） 

 

応募書類 

 １）高校卒業以上の離転職者等の方 

   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） 

   ２）高校卒業見込み（平成２９年３月）の方 

        ①入校願書（同上） 

        ②就職用調査書（全国高等学校統一応募用紙［その２］） 

 ※ 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。 

 

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。 

 
№ 訓練実施場所（養成施設） 募集定員 入校日 ※1 訓練実施機関 

① 
 純真短期大学 

 （福岡市南区筑紫丘1-1-1） 
 ８名 

４月１日 

（土） 

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） 
 ８名 

４月７日 

（金） 

③ 
 西日本短期大学 

 （福岡市中央区福浜1-3-1） 
 ８名 

４月４日 

（火） 

④ 
 北九州保育福祉専門学校 

 （京都郡苅田町上片島1575） 
 ９名 

４月２日 

（日） 

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） 
 ８名 

４月２日 

（日） 

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） 
 ７名 

４月４日 

（火） 福岡県立久留米高等技術専門校 

(久留米市合川町1786-2) 
⑦ 

 久留米信愛女学院短期大学  ※2 

 （久留米市御井町2278-1） 
 ７名 

４月５日 

（水） 

合    計 ５５名 
 

※１ 入校日は予定であり、変更になる場合があります。 

※２ 久留米信愛女学院短期大学は女性の方のみ募集します。 

 

 
授業料無料！ 



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(養成施設)  選  考  会 場  選考日時  

表№①～③入校希望者 
福岡県吉塚合同庁舎８階８０３会議室 

 （福岡市博多区吉塚本町13-50） 
３月７日（火） 

９：００集合 

９：３０開始 

表№④入校希望者 小倉高等技術専門校 

表№⑤入校希望者 小竹高等技術専門校 

表№⑥～⑦入校希望者 久留米高等技術専門校 

    ※小倉、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。なお、福岡県吉塚合同庁舎、小倉高等技術専門校で入校選考を受け

る場合は、公共交通機関をご利用願います。（駐車場は利用できません。） 

入校選考内容  

１）学科試験（国語、数学） 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。 

合 格 発 表 日 

１）合格発表は、平成２９年３月１６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（平成２９年４月～平成３１年３月）  

  訓練内容 

        ※ 

 厚生労働大臣の指定を受けた養成施設に入校し、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（国家資格） 

  厚生労働大臣指定保育士養成課程を履修していただくため、訓練修了と同時 

に保育士の資格が取得できます。 

  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（必ず必要な２年間の 

 経費で約１４万～約３９万）ので、詳しくは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 

   福岡県立高等技術専門校  養 成 施 設  

 福 岡 校  092-681-0261   ①  純真短期大学   092-541-1513  

 小 倉 校  093-961-4002  ②  大原保育医療福祉専門学校福岡校   092-271-2942 

 小 竹 校  09496-2-6441  ③ 西日本短期大学   092-721-1152 

久留米校  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   0942-53-9895 

⑦ 久留米信愛女学院短期大学 0942-43-4532 



 

「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。 

 

訓練実施場所（下記７校）            

 ①純真短期大学、②大原保育医療福祉専門学校福岡校、③西日本短期大学、 

④北九州保育福祉専門学校、⑤近畿大学九州短期大学、⑥九州大谷短期大学、 

⑦久留米信愛女学院短期大学 

 

  Ⅰ 左記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 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※吉塚合同庁舎、小倉高等技術専門校で受験する方は専用駐車場がありませんので公共交通機関をご利用願います。 

※小倉、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。 

福岡県吉塚合同庁舎８階８０３会議室 

福岡市博多区吉塚本町１３－５０ 

電話：092-681-0261（福岡高等技術専門校） 

※自家用車来場厳禁 
※自家用車来場厳禁 

 

1786番地の 2 

 

 

 

※自家用車来場厳禁 





【訓練受講者の自己負担となる経費はどのくらい?】 

在学中（２年間）の自己負担（予定）金額は下記のとおりです。 

※上記は保育士資格課程のみの金額です。他の資格・免許取得を希望する場合は別途費用が必要です。 

※上記金額のほか、学校や学科のイベントなどに参加するための費用がかかる場合があります。 

※入学前に感染症の抗体検査を受診していただき、陰性の場合ワクチン接種をお願いします。 

※消費税率の変動により、自己負担金額に変更が生じる場合があります。 

 

【取得できる資格を教えて！】 

保育士資格 

こどもに対する心身の成長を支援し、養育者の子育てサポートを行います。 

主に保育所や児童養護施設などの養護福祉施設や地域の子育て支援機関などで働きます。 

  ※卒業と同時に短期大学士の学位と、社会福祉主事任用資格を取得することができます。 

 

幼稚園教諭(二種)免許(※免許の取得には別途費用 20,000円が必要です) 

満３歳から小学校就学前の子どもが、より良い環境の中での遊びや活動を通して、心身ともに健や

かに成長発達できるように援助します。主に幼稚園で働きます。 

 

卒業時に保育士資格と幼稚園教諭免許を同時に取得することが可能です。その他に、認定ベビーシッタ

ー資格(8,000円)、レクリエーション・インストラクター資格(19,000円)、ピアヘルパー資格(6,800円)

も希望に応じて同時に取得できます。 

※各資格・免許の取得には、各指定科目の単位修得と、( )内の費用が必要です。 

 

【授業科目を教えて！】 

卒業時に保育士資格を取得するために、最低 72単位が必要です。 

教養教育科目：12単位以上 

 （一般教養科目） コンピュータ演習、外国語、純真ゼミナール など 

専門科目：60単位以上 

 （保育の本質理解）保育原理、児童家庭福祉、社会福祉 など 

 （こどものこと） 子どもの心理学、子どもの保健、子どもの食と栄養 など 

 （保育の方法）  保育内容研究、保育内容総論、障害児保育 など 

 （表現技術）   子どもと音楽、子どもと造形、子どもと身体表現 など 

 （保育実習）   保育所実習、施設実習 など 

 

【保育系の就職状況はどうですか?】 内定率 100％(昨年度３月末卒業生就職希望者実績) 

昨年は保育分野の就職希望者全員が内定を頂きました。その多くが保育所、幼稚園、児童福祉施設で働

いています。本学では１年次より、一般的な就職支援と同時に、保育実技、小論文、履歴書の書き方、

面接指導に至るまで、幅広い就職支援を教職員連携で行なっています。なお、今年の求人数も卒業予定

者数より大幅に上回っています。 

１年次 納入時期 金額 ２年次 納入時期 金額 

教科書代 入学後販売 22,800円 教科書代 H30.4月 9,700円 

実習着・シューズ等 入学後販売 8,600円 学友会費 H30.3月 18,000円 

学生総合保険 入学前 20,000円 卒業アルバム預り金 H30.3月 7,000円 

学友会費 入学前 18,000円    

卒業アルバム預り金 入学前 7,000円    

保育実習費 H30.1月 30,000円 ２年間の自己負担額（保育士のみ） 141,100円 


