
 

 

やまぐち子育て福祉総合センター 

（山口保育園２F） 

・・・開所時間・・・ 

月～金 

8:30～17:15 

（相談受付は 8:30～16:30） 

☆電話で相談日時の予約お願いします。 

・・・連絡先・・・ 

            おやこCALL 

TEL：０８３－９２２－０８５５ 

FAX：０８３－９２２―０８６５ 

e-mail:kosodate-c@city.yamaguchi.lg.jp 

 

保育士資格応援講座は、保育士資格取得

に向けての講座です。 

10 月 26 日（火）10 月資格試験コースの

就職編 11 月 9 日（火）4 月資格試験コー

スの基礎編 12 月 9 日（木）4 月試験コース

の保育士トーク編を実施しました。 

4 月資格試験コースの基礎編では、宇部

フロンティア大学の伊藤一統先生に「保育

士をめざして～保育を取り巻く現状と展

望」と題して、講義をしていただきました。 

就職編、保育士トーク編では、実際に試験

を受けて合格した方を講師としてお招きし

ました。試験勉強の方法や実技試験の様子

等をお話されました。「実際の保育士試験の

様子を聞くことが出来たので、良かったで

す。」等の感想をいただきました。 

 また、山口ケーブルテレビの「まちかど

NEWS」に、センター職員が出演し、講座の

紹介をしました。 

☆ 今後の予定☆ 

＜4 月資格試験コース＞③試験・就職編 

2 月 17 日（木）10:00 ～ 

 

 

 
 
 
 

 

  

やまぐち子育て福祉総合センター（やまこそ）機関誌 

山口市 
教育委員会 

 

三和児童館 

 

 

山口、秋穂、小郡、徳地、阿知須地区の

保健センター、嘉川、平川地域交流センタ

ーの育児相談に訪問しました。就園等の情

報提供をしました。 

また、センター（やまこそ）の紹介もし

ました。今後も育児相談に出かけます。 

 
11 月１日（月）、2 日（火）、4 日（木）の 3 回、やまぐち子育てはぐくみねっと（山口市地域子育て支援拠点）

の研修会として、重田木型 重田秀徳先生に、子どもが喜ぶ玩具の作り方を教えていただきました。3 日間で、子

育て支援施設の先生方 21 名の参加がありました。 

 電動糸鋸を使って真剣な表情で形を切り、木の香りを楽しんだりやすりで磨いたりして制作 

に集中されていました。出来上がったおもちゃを嬉しそうに眺めたり触ったりしながら、木の 

ぬくもりに癒されている様子がみられました。 

 

11 月 6 日（土）「ドキュメンテーションの必要性と活用法」と題して、秋草学園短期大学 准教授の浅井拓久也

先生に講演いただきました。ドキュメンテーションを取り入れるにあたって大事な３つのことは、１．足し算の発

想から引き算の発想へ ２．定期的に効果を測定する ３．保育がよくなっている実感が得られるようにすること

が大事だと教えていただきました。また、重要なポイントについて、実例をあげながら、具体的に丁寧に教えてい

ただきました。 

☆講演会録画視聴のお知らせ 

●「保育は子どもの¨今¨から始まる」 

  講師：東京大学名誉教授・日本保育学会会長・白梅学園大学名誉学長 汐見稔幸 先生 

新型コロナウィルス感染症の再拡大を踏まえ、大変残念ではありますが、録画視聴での研修に変えさせていただ

きます。詳細につきましては、決まり次第お知らせします。 

 

☆講演会中止のお知らせ 

●3 月 5 日（土）「子どものありのままの姿を保護者とどう分かりあうか」 

13:30～15:30  講師：独立行政法人国立特別支援教育総合研究所  

     インクルーシブ教育システム推進センター 上席総括研究員（兼）センター長 久保山茂樹 先生 

当センターでは、今後とも全国で御活躍されている講師陣の講演会を企画いたしますので、引き続き御支援、御

協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

現在、山口市においても保育士のニーズは高まっています。 

9 月 9 日（木）11 月 30 日（火）潜在保育士応援講座を開催しました。保育

士の仕事内容、様々な働き方等の情報提供と座談会をしました。 

 山口ケーブルテレビの「まちかど NEWS」に、 

センター職員が出演し潜在保育士応援講座の紹介 

をしました。センターでは、これからも潜在保育 

士の方が、保育の現場で力を活かしていただける 

ように講座を開催していきます。 

また、個別の相談対応もしています。 

☆今後の予定☆   2 月 1 日（火）10:00～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・・・所在地・・・ 

〒７５３－００５１ 

山口市旭通り一丁目 6 番 19 号 

山口市立山口保育園 2 階 

 

やまぐち子育て福祉総合センター 
（やまこそ） 

 

ター 

済生会山口総合病院 

山口情報芸術 
センター 
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令和3年度保育者・子育て専門研修 

「やまぐち子育てはぐくみねっと」研修会 

 

 

山口調理製菓専門学校 

宇士育美先生をお迎えし

て、食育講座を行う予定で

したが、新型コロナウィル

ス感染症拡大防止の為、中

止といたします。 

 

☆中止のお知らせ 

●2 月 14 日（月） 

10:00～11:30 

 

保育士資格応援講座 

NHK 

P 
 

潜在保育士応援講座 

育児相談訪問 

 

食育講座 



 

センターでは、発達についての相談員が在籍しています。今年度

も専門の相談員が、幼稚園・保育園等に訪問し、子どもとの関わり

方等を園職員と一緒に研修しています。また、お子様の発達のこと

で困ったり悩んだりしているご家庭の相談も受け付けています。     

発達についての相談がある場合は、センターまでご連絡くださ

い。 

やまぐち子育て福祉総合センター（やまこそ）機関誌 

 

10 月１９日（火）愛児園平川保育所 主任 野村 直哉先生 

 はじめに「保育園とは、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身

の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり養護と教育を一体にして保育を

行う場である」等、保育園についてのお話 

がありました。また、写真や動画を使って 

保育園や園生活の流れ等を分かりやすくお 

話されました。 

次に、所長より、保育園、認定こども園、 

地域型保育事業等の情報提供がありました。 

「写真や動画を見せていただけたので、園 

の様子が良く分かりました。これから保育 

園見学をしっかりしていこうと思いました。」等の感想をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

また、講座開催等のお知らせは、山口市子育て応

援サイトでも随時掲載します。 

http://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/kodomo/ 

  
 ぐるるんぱの岡田先生をお迎えして、2 歳のおはなし会を開催し

ます。乳幼児期は、心と言葉が育つ時期です。お父さん、お母さん

の愛情たっぷりな声で読み聞かせをすると、子ども達はとても安心

します。また、幸せな気持ちにもなります。親子で絵本の世界を楽

しみませんか？ 

☆今後の予定☆ 

●3 月 7 日（月）10:00～11:00 

対象：2 歳～2 歳 11 ヵ月の未就園の親子 

 

障がい福祉課の主催で、発達相談会が開催されています。 

発達相談会には、児童発達専門スタッフ（大学教授等）や保健師

がスタッフとして参加しています。当センター職員も保育士として

参加し、他のスタッフと共に、子どもや保護者支援をしています。 

 発達相談会では、子育ての不安や悩みを聞いたり、子どもとのか

かわり方のヒントを伝えたりしながら相談対応に応じています。 

 発達相談会を通して、相談対応の更なる向上を目指して、取り組

んでいるところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年に 9 回、幼児発達支援学級が開催されています。幼児発達支援

学級は、臨床心理士、保健師、療育施設の職員、保育士等がスタッ

フとして参加し、発達の気になる子どもと、その保護者を支援して

います。センター職員も、保育士として参加しています。 

保育士は、学級を進める中で、気になる子どもの捉え方や関わり

方を学ぶ等、スキルアップ向上に努めています。 
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 ＜ブログＱＲコード＞ 

 ＜子育て応援サイトＱＲコード＞ 

はじめての園生活応援講座 保育園編 

 

 

10 月 25 日、11 月８、29 日、12 月 13、20 日に、赤ちゃんふれあい講座を開

催しました。 

センターの相談に、0 歳の赤ちゃんを連れ 

て来られる方が多くなっています。お話を聞 

く中で、初めての育児に戸惑っている様子も 

みられました。そこで、今年度の新規事業と 

して、10 月から、赤ちゃんふれあい講座を 

開催することにしました。 

赤ちゃんふれあい講座では、親子で出来る簡単なふれあい遊び（♪いっぽんばし 

こちょこちょ ♪ちょちちょちあわわ）等を紹介し、遊び方をお母さん方に伝えて

います。また、子育ての困りごと等を参加者の皆さんで共有する時間も作りまし

た。同じ月齢のお子さんを持つお母さん方の仲間づくりのお手伝いが出来たらと思

っています。参加者のお母さんから、「おしゃべりをして心が軽くなりました。」等

の感想をいただきました。 

☆今後の予定 

●1 月 14 日（金）10:00～11:00 対象①・・・中止 

1 月 31 日（月）10:00～11:00 対象①・・・中止 

   2 月 ７日（月）10:00～11:00 対象② 

   2 月 25 日（金）10:00～11:00 対象① 

   3 月 17 日（木）10:00～11:00 対象① 

対象：①おすわり～はいはいの幼児とその保護者・・・先着 3 組 

   ②歩き始め～1 歳 11 ヵ月の幼児とその保護者・・先着 3 組 

    

 

 

2 歳のおはなし会 

赤ちゃんふれあい講座 

やまぐち子育て福祉総合センター（山口市 保育

幼稚園課）は、今年で開設して 8 年目になります。   

市内の教育・保育・子育て関係者を一元的につな

いでいき、山口市版利用者支援事業を実施していま

す。子育て家庭が笑顔で安心して地域で過ごすこと

を「理念」として、利用者支援、人材育成、地域連

携の事業をしています。 

やまぐちの「やま」、子育ての「こ」、福祉総

合センターの「そ」で、「やまこそ」と呼ん

でいます。 

 

幼児発達支援学級（あっぷるくらぶ） 

 

センターの取り組みを広くお知らせするためのブロ

グです。 

ブログで、講座の申し込みの電子申請が出来る

ようになりました。ブログ更新日は、火・金曜日で

す。ぜひ、ご覧ください。 

http://blog.capan.info/kosodate-yamaguchi/  
 「やまここ」にもリンクしています。 

発達相談会（障がい福祉課主催） 

発達相談 

http://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/kodomo/

