
 事業所ＰＲシート 1   
  作成日：令和 ２ 年 ５ 月２９ 日   

法人・事業所名 学校法人佐賀学園 神野こども園 事業所設立 昭和４８年 ４ 月 

所在地 佐賀市駅前中央３丁目９－１２ 従業員数  ４０ 名 

ホームページ URL http://www.kouno-kodomoen.ed.jp/ 勤務時間 ８：１５～１７：００（正規職員） 

【事業内容】 

 本園は、「これからの時代に生きるこどもを育てます」 

 保育目標：自由遊びの遊びこみを大切にし、その中で育まれるこどもの資質・能力 

を高め、将来にわたっての人間性の基礎を培う。（非認知能力を育てる） 

 目指す子ども像：遊びの中で身につく「自己肯定感」「主体性、自主性」「意欲、集 

中力」「コミュニケーション力」｢優しく豊かな感性｣ 「創造性」「協同性」の 

あるこどもを育てる。 

【事業所の特徴・魅力】 

今、幼児教育で求められていることは、学びに向かう力と人間性です 

学びに向かう力は、遊びこむ経験値で大きく変わります 

 神野こども園では、 

  主体的な遊びこみを通して、豊かな学びを育てます 

  主体的な遊びこみを通して、非認知能力を育てます 

  主体的な遊びこみを通して、高い思考力を育てます 

神野こども園では、 

めいっぱい遊ぶことで、人生に必要な知恵や人間力の獲得を目指します 

※自由遊びで遊びこんでいる様子→ここからいろいろな学びが生まれます 

【休日休暇・福利厚生】 

  週休２日制（月に、１，２回土曜勤務あり（手当てあり）） 

  年休２０日、通勤手当、特別手当あり 

【こんな方を採用したい！】 

 ・こども一人ひとりに寄り添って、こどもの気持ちを大切にして、明るく元気に 

こどもとともに遊び、保育を楽しめる方 

 ・ブランクのある方も大歓迎です。まずは、本園に見学においでください。 

【先輩より一言！！】 

 ・ 

       
     ～佐賀県保育士・保育所支援センター～    



 事業所ＰＲシート 2   
  作成日：令和 ２年 ６月  ４日   

法人・事業所名 社会福祉法人華頂福祉会 城南保育園 事業所設立 昭和５３年４月 

所在地 佐賀市本庄町大字袋１２６－１ 従業員数 ２７ 名 

ホームページ URL http://jounanhoikuen．jp/ 勤務時間 基本８：３０~５：３０（シフトあり） 

【事業内容】 

・保育理念 「みんな みんな ほとけの子」 

・保育目標 「明るく・正しく・仲良く」 

・子どもの主体的なあそびを大切にしながら、いろいろな行事も行っています。 

入園・進級式・花まつり・エコ活動・保育参加・地蔵まつり・祖父母のつどい・運動会・ 

七五三参り・生活発表会・成道会・もちつき会・節分・涅槃会・ひなまつり・卒園式 

【事業所の特徴・魅力】 

・ 緑豊かな園庭での虫取り、泥んこあそび。子どもたちは真剣なまなざしと、満面 

の笑顔であそびにむちゅうです。こんな時、この城南保育園で仕事ができることの 

幸せを感じます。 

・ 各クラスの保育計画、年間の行事内容の決定などは、担任や職員みんなで知 

恵を出し合い決めていきます。自由な発想のもと、いろいろなことに挑戦できる楽 

しさや、責任のある仕事として遂行していく緊張感や満足感を味わうことができま 

す。やり遂げた時の感動はなにものにもかえられません。 

・ 仕事をしていくうえでは、意見の相違などももちろんあります。しかし、城南保育園 

は、何か一つのことに向かう時の団結力は、かなり大きいと感じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こんな城南保育園で、あなたも一緒に働いてみませんか。お待ちしています。 

【休日休暇・福利厚生】 

・隔週で月２回の半日土曜勤務あり    ・健康診断 

・親睦会（食事会・映画鑑賞等）、歓送迎会等年間数回あり 

【こんな方を採用したい！】 

・子どもや、保護者さんの気持ちを大切にできる方。 

・経験がない方、ブランクがある方でも、やる気と元気があれば大歓迎です。 

【先輩より一言！！】 

・子育てをしながらの、保育士再スタート。自分にできるかと、不安もありまし

たが、先生方のフォローとアドバイスのおかげで頑張れています。毎日の保育

のなかで、笑顔と感動を貰い、自分自身の成長にもつながる、やりがいのある

仕事だと感じています。 
       

   ～佐賀県保育士・保育所支援センター～    

http://jounanhoikuen/


 事業所ＰＲシート 3   
  作成日：令和 2 年 ６月  ２日   

法人・事業所名 学校法人川副学園・博愛の里こども園 事業所設立 平成３４年   ４月 

所在地 佐賀市川副町大字早津江 560番地１ 従業員数  ２３名 

ホームページ URL  勤務時間 シフト制 

【事業内容】 

定員：120名 

保育目標：川副町出身で日本赤十字社を創設された佐野常民先生の博

愛の精神を保育の心として、幼児の生活環境に即し集団生活を行うことによ

り、健康にして豊かな心身の発達を図り、自主、自立の芽生えを養うことを目

的としています。 

【事業所の特徴・魅力】 

園舎は平成 30年 12月に完成したばかりです。広くて明るい園舎には、毎日子ども 

たちの元気な声が響いています。 

規模としては、園児 100名ほどですのですぐに園児全員の顔と名前が覚えられます。 

地域に密着した園ですので、地域の皆さんとのふれあいや小学校との交流も盛んに 

行っています。 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【休日休暇・福利厚生】 

週休 2日制（月に 1回土曜勤務有。その場合平日に振替をとります） 

【こんな方を採用したい！】 

明るく、元気な方 

【先輩より一言！！】 

 新採は、必ず先輩と一緒にクラスを担当するので、初めてでも心配いりませ

ん。また、土曜勤務をしても必ず平日に休みがもらえるので、とても助かりま

す。先生方も優しい方ばかりなのでとても働きやすい職場です。 

（平成 30年採用  保育教諭 2年目） 
       

    ～佐賀県保育士・保育所支援センター～    



 事業所ＰＲシート 4   
  作成日：令和 ２年 ６月 ２日   

法人・事業所名 社会福祉法人 城北児童福祉会 城北保育園 事業所設立 昭和４７年１１月 

所在地 佐賀市高木瀬東 6 丁目 10 番 32 号 従業員数  ３７名 

ホームページ URL http://jyouhoku-hoikuen.com 勤務時間 ８：３０～１７：００（シフト制あり） 

【事業内容】 

・定員数：150 名 

・保育方針：心も身体も健康な子ども 

・保育目標：健康で明るい子ども、正しく物事を考える子ども 

          協力して友達と仲良く遊べる子ども、感謝と思いやりのある子ども 

【事業所の特徴・魅力】 

・季節の行事だけでなく子どもたちの年齢や発達を考えた行事、保育園のバス 

 に乗っての園外保育等 1 年中楽しいことがいっぱいです。 

・広い園庭や大型遊具があるので天気が良い日はおもいっきり走ったり、おに 

 ごっこをしたり、冒険ごっこをしたりしています。園庭内には野菜や花を植えたり 

する畑や木々もあるので観賞したり虫を探したりして遊んでいます。 

・子どもたちが食物への関心や感謝の気持ちをもって給食やおやつを食べれる 

 ように食育活動に力を入れています。 

・年長組になったら波戸岬少年自然の家へ 1 泊 2 日のお泊り保育に行きます。 

 きょうだい園の兵庫保育園、あおぞら保育園の年長組と総勢１００名程度 

 参加する大イベントです。様々な経験をした子どもたちは一回り大きく成長して 

 保育園に帰ってきますよ。 

・きょうだい園があるので子どもたちだけでなく職員同士の交流も盛んです。 

・きょうだい園間でのクラス別や階層別での研修があるので同じ立場や境遇で 

 抱えている問題や悩みを話し合い解決できます。 

 

【休日休暇・福利厚生】 

・月８日程度（年 96 日）、有給休暇有 

・インフルエンザ予防接種代全額補助、乳がん検診代全額補助等 

【こんな方を採用したい！】 

・元気で外であそぶことが大好きな人 

・素直で協調性がある人 

【先輩より一言！！】 

・1 年目は学生の頃の実習とは違う保育の現場に緊張や不安、戸惑い 

 がありましたが、子どもの成長と一緒に自分自身も気付くことや出来るこ 

 とが増えて今では少し余裕を持って行動できるようになりました。子どもた 

 ちと沢山関わる中で共に喜びや悲しみを共有し共に成長できる保育士 

 の仕事はやりがいがあり楽しいです。（平成 30 年採用 保育士 2 年目） 
       

     ～佐賀県保育士・保育所支援センター～    

☆お泊り保育☆の 

キャンプファイヤーの様子 

芝生気持ちぃぃ～ 



 事業所ＰＲシート 5   
  作成日：令和 2年 6月 4日   

法人・事業所名 社会福祉法人 筑紫福祉会 なかよし保育園 事業所設立 昭和 53年 4 月 

所在地 佐賀県佐賀市諸富町大字諸富津 109-1 従業員数  29 名 

ホームページ URL リニューアル中 勤務時間 7:00～19:00(シフト制あり) 

【事業内容】 

定員80名 

保育理念 『三つ子の魂 百まで』 『保育は人の心』 

保育目標 『元気なあいさつ』 『丈夫な身体つくり』 

保育方針 養護と教育の中で、生きる力(学び・考え・行動する)を身につけ、自然を愛

する心豊かな人間として成長しましょう  子どもたちのなかよし心を 

な…なかま(ともだち)を大切にする心 か…感謝の気持ち！ありがとうの心 

よ…よく人の話を聞く心         し…自然・物を大切にする心 

【事業所の特徴・魅力】 

保育目標『元気なあいさつ』 年長の子ども達が朝玄関で「おはようございます」とあいさつ当 

番をしています。保護者の方々も、朝から笑顔で登園されています。 

『丈夫な身体作り』 1 年を通して裸足保育を行っています。また、徐福サイクリングロードを 

全園児で歩いたり、雑巾がけをしたり、身体を動かす事を常に心掛けています。食べる事も 

大事な事。畑では、ジャガイモや玉ねぎ、さつま芋等を育て収穫して皆で食べます。給食の 

先生からは、食育の話をしてもらっています。 

楽しく保育をしよう！といつも職員で話し合い取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【休日休暇・福利厚生】 

有給取得強化 

職員間レクレーション 

【こんな方を採用したい！】 

笑顔必須 明るく元気な方！  

ブランクがあっても、経験が無くても大丈夫です       

【先輩より一言！！】 

色々な事に挑戦して一生懸命取り組む姿が見られたり、園生活の中で出来なかった事が出

来るようになったりと、子ども達の成長を見ることが出来、疲れていても子ども達の笑顔に癒さ

れる素敵な仕事、保育士だと思います。(保育士 1年目) 
       

     ～佐賀県保育士・保育所支援センター～    



 事業所ＰＲシート 6   
  作成日：令和 ２ 年 ６ 月 9 日   

法人・事業所名 
学校法人鍋島学園 鍋島幼稚園おひさまハウス 

(幼保連携型認定こども園) 

事業所設立 昭和 30 年 8 月 15 日 

従 業 員 数 63 名（常勤 25 名非常勤 38 名） 

所在地 佐賀市鍋島町森田 618-1 ☎0952-31-9575 勤 務 時 間 7：00～18：00（内 8ｈ勤務）相談に応ず 

ホームページ URL http://nabeshima.ed.jp 定 員 300 名    在籍数 260 名（6 月 1 日現在） 

【目指す子どもの姿】 

1. すなおな心と、元気なからだを持つ子ども 

2. 友だちと仲良く遊ぶこども 

3. 自分のことは自分でするこども 

『文部科学省幼稚園教育要領』及び 

『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』に則り教育・保育課程を編成しています。 

【事業所の特徴・魅力】 

・歴史のある幼稚園です。現在は幼保

連携型認定こども園として、地域の子育

て支援の一端を担っています。 

・園舎は平成 29 年 9 月に完成し、 

冷暖房 防犯設備 太陽光発電等を

備えています 

・子どもたちが伸び伸びと遊べる広い園庭と大きな屋内プール 100 台以上 

収容可能な広い駐車場があります。ホールでは生活発表会や誕生会など 

を行います。 

・恵まれた自然環境の中で野菜の栽培や食育・環境教育等を行っています。 

 

【先生のつぶやき】 

       

1 年目 年中担任 

2 年目 年少担任 

中堅の先輩 年長担任 

先生同士子どもの成長や 
出来事を話し、たくさんの目で
子どもたちを見守っています。 

子どもが大好きで一緒に成長を喜べる方 
明るく元気に保育できる方 お待ちしています。 ベテランの先輩 年長担任 

子育てしながらでも働きやすい
職場環境です。有給休暇も

100％取得できました 

ホール 入口 

2 年目 年長担任 

一人で難しいことも先輩が 
ちゃんとフォローしてくれます。 

楽しく働いています 

見学に来てくださいね おまちしています(*^_^*) 



 事業所ＰＲシート 7   
  作成日：令和 ２年 ６月 １日   

法人・事業所名 社会福祉法人 川副福祉会 みなみ保育園 事業所設立 昭和 55 年 4 月 

所在地 佐賀市川副町大字鹿江 1513 番地 1 従業員数  25 名 

ホームページ URL https://www.minami-hoikuen.com/ 勤務時間 8:30～17:30（正規職員はシフト制あり） 

【事業内容】 

定員 90 名 

【保育目標】  

「みんながいつも 健康で 明るく 楽しく」 

【保育方針】 

○自発的な活動を通して自主性を育む 

○人との関わりの中で思いやりの心を育む 

○自然との関わりを大切にし、自然とともに生きる感性を育てる 

○家庭や地域と連携し、ともに子どもたちの健やかな成長を目指す 

【事業所の特徴・魅力】 

佐賀市の南部、川副町の自然豊かな場所にある保育園です。 

川副町という地域性を生かして、いちごやじゃがいもなどの収穫体験をした

り、田園風景を眺めながら園外保育をしたり、近くにある佐賀空港や三重津

海軍跡地のイベントに参加したりもしています。 

 体力づくりとして体育教室やサッカー教室、また文化や伝統を学ぶために英

会話教室やお茶教室を取り入れています。 

 大きな一つ屋根の下で、子どもたちも職員もまるで家族のように、みんなで

過ごしていけるような作りの園舎で、年齢にとらわれない繋がりや連携、絆を

大切にした保育を心がけています。 

 【休日休暇・福利厚生】 

・日祝休（年間休暇 107 日） ・希望休制度あり ・有給休暇 

・特別休暇（慶弔、産前産後、育児介護、母子健康管理） 

【こんな方を採用したい！】 

・自分を大切にしながら、相手を尊重し思いやる気持ちを持てる人 

・ブランクのある方や未経験者も大歓迎です。 

無理なく自分のペースで働ける職場です。勤務時間等もご相談ください。 

もう一度、保育の現場で働いてみませんか？まずは見学お待ちしています。 
       

     ～佐賀県保育士・保育所支援センター～    



 事業所ＰＲシート 8 
  作成日：令和２年６月１日   

法人・事業所名 社会福祉法人城北児童福祉会 兵庫保育園 事業所設立 平成１３年 ４月 

所在地 佐賀市兵庫町大字瓦町１０９６番１ 従業員数  ３4名 

ホームページ URL https://www.jyohoku-jidoufukushikai.com/hyougo/ 
勤務時間 (平日)8:30~17:00(シフト制あり) 

(土曜)8:30~14:00(シフト制あり) 

【事業内容】 

定員 ９０名 

保育方針：『心も身体も健康な子ども』 

保育目標：３歳未満児…ゆったりした環境と人の温もりを大切にする 

      ：３歳以上児…自分で考え行動できる力を身につける 

【事業所の特徴・魅力】 

1 法人 3施設（城北保育園・兵庫保育園・あおぞら保育園）で連携している為、 

120 名を超える仲間がいます。一緒に行事を行ったり、仲間と研修をしたり、悩みだ 

って相談できます。 

 

【休日休暇・福利厚生】 

・乳がん検査、インフルエンザ予防接種、検便検査等を無料実施 

・１０年勤続表彰や海外研修 

【こんな方を採用したい！】 

・子どもの気持ちに寄り添い、プラス思考で前向きな方 

・ブランクがある方や経験のない方も大歓迎です。まずは、保育所見学に 

来てください。お待ちしています。 

【先輩より一言！！】 

「毎日大好きな子どもたちに会える！」（1年目） 

「新人、中堅、ベテランの保育士さんがいるので様々な視点からの学びや保育技術

が得られる」（2年目） 

「仕事が大変だと思う時もあるが、その倍はやりがいがある」（3年目） 

「子育て中でも、お休みも取りやすく働きやすい職場だと思う」（20年目） 
   



 事業所ＰＲシート 9 
  作成日：令和２年６月１９日   

法人・事業所名 社会福祉法人 新栄保育園 事業所設立 平成１９年  ４月 

所在地 佐賀市鍋島町八戸１０６４番地 従業員数  ４５名 

ホームページ URL https://shineihoikuen-saga.com/ 勤務時間 ８：３０～１７：２０（正規） 

【事業内容】 

子どもたちと遊ぶことがメインの仕事です。子どもたちと一緒に楽しい毎日が 

過ごせるよう保育を行ってまいります。また、食事や排泄や睡眠の援助をし 

ていき、子どもたちの健やかな成長の手助けを行ってまいります。 

【事業所の特徴・魅力】 

・命を大切にする心を育むため、一年を通し作物を育て食べるまでを計画した食育を 

 行っています。 

・以上児は横割りが基礎で、縦割りの時間を定期的にいれております。 

・以上児の昼食は、園内ホールにてランチルームを設置しており、子どもたちの食べたい 

時に食べられる環境を作っています。 

・未満児の食事は担当制を取り入れており、子どもの家庭の生活に合わせた時間帯で 

 食べております。 

【休日休暇・福利厚生】 

日・祝は固定休みです。平日はシフトにより休みをとります。 

・健康保険・厚生年金・労働災害保険・雇用保険・住宅手当 

【こんな方を採用したい！】 

子どもたちと遊ぶことが大好きな先生お待ちしています！いろいろなアイデアで

子どもたちを楽しませ、そして自分自身が楽しめるそんな先生をお待ちしてい

ます。そのためにも、子どもたちのやりたいことの実現だけでなく先生たちのやり

たいことの実現のサポートも積極的に行っていきます。 

【先輩より一言！！】 

保育園で働くことで、様々な学びがあります。子育ての予行練習にもなります

し、子どもたちの予想外の行動を見ると心から笑えますし、子どもたちの日々

の成長する姿には感動をします。楽しい毎日を一緒に過ごしましょう！ 

       

 

 



 事業所ＰＲシート 10   
  作成日：令和 ２年  ６ 月  ２４日   

法人・事業所名 佐賀市立川原保育所 事業所設立 昭和２８年 １１月 

所在地 佐賀市川原町４－４４ 従業員数 ３６名（看護師、調理、事務、非常勤含む） 

ホームページ URL        TEL:0952-23-3549 勤務時間 ７時３０分～１９時１５分(時差出勤) 

【事業内容】 定員１２０名 

園目標～人とのかかわりを大切にし、身心共に健康な子どもの育成～ 

めざすこどもの姿〇心も身体も健やかな子ども 

          〇人との関わりを喜び大切にする子ども 

          〇のびのびと自分を表現できる子ども 

・通常保育(０歳児～５歳児)、延長保育、障がい児保育、一時保育事業 

地域子育て支援センター事業 

【事業所の特徴・魅力】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【休日休暇・福利厚生】 

・常勤の方は週休２日制 ・正規、会計年度職員（月額、パート）等、働

き方に合った任用があります。社会保険、年金、雇用保険、交通費、年休等 

【こんな方を採用したい！】 

・子どもたちの生活が楽しく生き生きとした日々になるように、様々なことに興

味関心をもち、感受性豊かで、チャレンジする意欲と失敗しても、あきらめず、

工夫し、人と協力する「生きる力」のある方を求めています。 

【先輩より一言！！】 

・毎日かわいい子どもたちと一緒に笑ったり、発見したりしながら、たくさんの元

気をもらいます。保育をする中で悩んだり、困ったりすることもありますが、子ど

もにとってどうしたら良いかを職場のみんなで考えています。子どもの成長だけ

でなく、自分自身もまだまだ成長、学ぶことのできる楽しい職場です。  

みんな、保育士になろうよー！      ～９年目の保育士から～ 
   

・２階建でコンクリートの外壁の印象とは違い、室内は、木のぬくもり

のある建物です。佐賀市の中心地にありますが、木々に囲まれ広々とし

た園庭で、のびのびと体を動かして遊ぶことができます。 

・子どもたちの育ちには欠かせない水、砂、土や自然、様々な人、もの、

ことにかかわりながら、保育者も子どもも心動かし、主体的に活動し夢

中になって遊び込める環境や援助の工夫をしています。 

・子どもたちが遊びの面白さを知り、友達と協同し、試行錯誤しながら

追求していく力を育むために、職員同士の対話を大切にし、知恵を出し

合いながら保育の充実を図っています。 

・子育て支援事業や一時保育事業、地域交流等を通して様々な人々との

出会いがあり、保育士自身の成長につながっています。 

・公立保育所、幼稚園、ゆめポケットなどと人事異動や合同研修があり、

いろいろな保育者の保育観が学べます。 



　　＊　笑顔と元気あふれる職場！

　　＊　先生同士が助け合い、学び合いながら成長できる！

　　＊　フルタイムの方も希望休が取りやすい！

　　＊　産休・育休取得率、取得後の復帰率　　共に　　１００％！！

　　＊　子育て中の方も多数在籍！

　　＊　我が子と一緒に通えます！（市規定による）

　　＊　向上心がある方は、主任・園長も目指せます！

【既存園】
　　　《地域型認可小規模保育園》

　　・　さがのゆめ保育園：佐賀市兵庫北４丁目４−２７

　　・　さがのゆめ第２保育園：佐賀市兵庫南２丁目１５−３２

　　・　さがのゆめ八幡保育園：佐賀市八幡小路３−１３

　　・　砥川みのり小規模保育園：小城市牛津町上砥川１２３３−１

　　・　ひびきのゆめ保育園：北九州市若松区小敷ひびきの１丁目６−１３

　　《認可保育園》

　　・　砥川みのり保育園：小城市牛津町上砥川１２３３−１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             ～佐賀県保育士・保育所支援センター～

小規模保育園では、０歳児〜２歳児。保育園では、０歳児〜５歳児まで

子どもたち一人ひとりに寄り添った保育を実施します。

日々、保育活動に取り組んでいます！

※今回の見学対象の園は 『さがのゆめ保育園』 と 『さがのゆめ八幡保育園』 です！

               作成日：令和 2 年　6　月　20　日

・子どもに優しく寄り添える方！

・協調性のある方！

佐賀市・小城市・北九州市に５園の地域型認可小規模保育園、

小城市に定員９０名の認可保育園を運営しています。

事業所ＰＲシート 11・12

【事業内容】 【事業所の特徴・魅力】

平成　 ２８　　年　　６　　月

50　　名

常勤・フルタイム・短時間

法人・事業所名

所在地

ホームページＵＲＬ

事業所設立

従業員数

勤務時間

株式会社 志道館

佐賀県佐賀市兵庫北４丁目４−２７

http://www.saganoyumehoikuen.com/

【先輩より一言！！】

【休日休暇・福利厚生】

【こんな方を採用したい！】

・週休２日制（シフトによる）

ブランクがある方でも、親切にアドバイスしてもらえますので安心して働けます！

子どもたちの笑顔・喜んでいる姿などを想像しながら、

・やる気、向上心のある方！

・子どもと共に成長したい方！

２０代〜６０代と様々な年代の方が一緒に働いています。

年齢は違っても、子どもたちの事を考える時の気持ちはみんな一緒☆

・各種保険あり　（短時間の加入保険は、労働条件により変わります）

・交通費支給

http://www.saganoyumehoikuen.com/
http://www.saganoyumehoikuen.com/
http://www.saganoyumehoikuen.com/
http://www.saganoyumehoikuen.com/
http://www.saganoyumehoikuen.com/
http://www.saganoyumehoikuen.com/
http://www.saganoyumehoikuen.com/
http://www.saganoyumehoikuen.com/
http://www.saganoyumehoikuen.com/
http://www.saganoyumehoikuen.com/
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 事業所ＰＲシート 14   
  作成日：令和 ２年 ６月 ２０日   

法人・事業所名 社会福祉法人 城北児童福祉会 あおぞら保育園 事業所設立 平成 １８年 ４月 

所在地 佐賀市兵庫町藤木藤木１４６５－２ 従業員数 ３５ 名 

ホームページ URL https://www.aozorahoikuen.net/ 勤務時間 ８：３０～１７：００(シフト制あり) 

【事業内容】 

～子どもも大人も真剣に楽しむ！やってみたい心を大切に～ 

あおぞら保育園は子ども＆保育者が 

「楽しむ」「感動する」「発見する」を 

目標としています。 

【事業所の特徴・魅力】 

 

【休日休暇・福利厚生】 

・月７日程度（年８５日） 

・有給休暇（入社１年間の４月から１０日付与） 

【こんな方を採用したい！】 

今の自分に自信がない人。問題意識のある熱い人。あっと驚く発想力の 

ある人。ピアノは苦手だけど口笛は上手い人。おいしそうに食事する人。 

涙もろい人などなど・・・。一緒に驚きのあおぞら保育園をつくりましょう。 

【先輩より一言！！】 

和気あいあいとした雰囲気と『人』と『保育』に対してとにかく『熱い』職員が 

沢山います。また、平均年齢は若いですが何事にも楽しもうとする姿勢を 

全職員が持っています。大切な人だからこそ、その人の笑顔が見たくて・・・ 

「ビックリさせてやろう！」そう思ったことはありませんか？ 

だから私たちは「夢と感動」を大切にしています。  
       

    ～佐賀県保育士・保育所支援センター～    



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                　　　　～佐賀県保育士・保育所支援センター～

https：//www.nanairo-saga.com

【休日休暇・福利厚生】

※日曜・祝日・休日（月に１～２回土曜出勤あり）

※年１回健康診断　※歓送迎会等の食事会（不定期）

※レクリエーション活動の支援（自由参加型）

【こんな方を採用したい！】
子どもたちと元気に楽しく遊ぶ事が大好きな保育士さん(*^^)v

経験等は問いませんのでやる気かある方、一緒に子どもたちの為に働きませんか？

出勤日数・シフト等について質問がある方は、なんでもお聞きください(*^_^*)

園内見学を受け付けていますので、お気軽に訪問してください(*^^*)

この時期は、大人になっていく為の基盤作りの時期で、

〝こころ〟と〝からだ〟を育てるためには、しっかりとし

た心のコミュニケーションを大切にし、抱っこされた優しさ

を感じながら、安らぎ満ちた空間の中で、何よりも‟ふれ

あう時間″を大切にしている施設です。

               作成日：令和　１　年　９　月　１　日

事業所ＰＲシート 15

【事業内容】 【事業所の特徴・魅力】

地域型保育施設　小規模保育A型　　　０歳児～２歳児定員１８名

平成 １９ 年 ６ 月

　1３ 名

７時・８時・８時半・９時出勤の８時間勤務

（シフト制）

法人・事業所名

所在地

ホームページＵＲＬ

事業所設立

従業員数

勤務時間

小規模保育園　なないろ

佐賀市多布施１丁目３番２０号

子どもたちが五感全部を使って感性

に磨きをかけられるよう、乳幼児期

から本物との出会いを大切にしてい

ます。プランターで育てた野菜を使

い、包丁、まな板、お鍋等を使いクッ

キングを行う。小動物の生活を知り

保育者と共に育てる体験をする。絵

本の中のストーリーを体験する等、

様々な体験ができるような保育活動

を行います。

子どもたちにとって、自然は好奇心を育み、生命

の尊さを学ぶことの出来るいちばんの場所です。

ちいさな虫を探して瞳をこらしたり、木々を揺らす

風の音に耳を傾けたり。 自然の変化を感じとりな

がら、より多くの不思議との出会い、発見、驚きと

感動を繰り返しながら、子どもたちは日々成長を

していきます。本園では、自然体験活動として、

身近な自然や畑・園庭を保育の場として活用。乳

幼児期における自然体験に、生命を大切にする

心や豊かな感性が育まれます。

自然に触れ、自然に学ぶ

安全で美味しいもの・旬の食べ物を取り入れた給食・おやつを提供します。新鮮な元気な

野菜！原材料にこだわった調味料を出来るだけつかって調理しています。毎週火曜日は

ハッピークッキング💛栄養士の先生とおやつ作りをします。自園で育てた野菜を使ってで

きたおやつは大人気！いろいろな活動を通して日々成長しています。

＜給食・おやつは完全自園調理です＞

しなやかな心・丈夫な身体

年齢の異なる子が共に活動する。そんな異年齢との触れ合いも、本園が積極的に取り

入れている保育方針のひとつです。2歳児の子どもたちが0,1歳児の子どもたちを手助け

している姿がみられます。どの子も楽しみながらお世話をしています。人を思いやる優し

い心を培い、0,1歳児の子どもたちも2歳児の姿に憧れ自立心を持つようになります。自

分とは違う存在を受け入れて大切にしようとする、幼い心にしっかりとした心の土台を築

き上げます 。

心の土台を築く異年齢との触れ合い

成長の過程において、小さな失敗やトラブルはつきもの。子どもたちは遊びを通し、自然や社会

のルール（年齢に応じた）を覚え、トラブルを解決する能力や危険を回避する力を習得していきま

す。本園では、心身の発達を促していけるよう「自分で体験する」「自分の五感で知る」保育を実

践。安全性に十分配慮しながら、今が伸び盛りの好奇心を大きく育んでいます。

実体験でしか感じられないことの大切さ

いろいろな色の種からどんな芽がでるのかな・・・

ゆっくりおおきくなぁ～れ💛

本物との出会い



　【保育方針】

　　　　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～佐賀県保育士・保育所支援センター～

               　　　　　　　　　　　　作成日：令和     2年　6月　8日

事業所ＰＲシート  16

法人・事業所名

所在地

ホームページＵＲＬ

事業所設立

職員数

開所時間

社会福祉法人くすのき　中央保育園

佐賀県佐賀市与賀町30番地１

https://chuouhoikuen.com

　
私たちは一人ひとりの違いと良さを持っています。お互いを常に尊重し合うのは簡単な事で
はありませんが、空にかかる虹のように、多様な個性を持った子どもたちが響き合い、共に歩
める保育を一緒に目指しましょう。

平成１６年４月

２１　名

7：30〜19：00（シフト制）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　【保育目標】

　【こんな方を採用したい！】

　【こんな時、保育士になって良かったなぁ・・・と思います。】

新 任・・・子どもたちと一緒に遊んで、笑顔を見ている時

中 堅・・・子どもたちの成長を保護者さんと喜びあえた時

ベテラン・・・いろんな事があった時同僚と保育について語り合い共感し合える時

家庭的な温かさを感じる保育園であるように努めます。

一人ひとりの持っている可能性の種が、個々の力で芽が出せるように援助していき

家庭との連携を図り、地域社会との関係を大切にします。

すくすく育て（心も体もすこやかに）

のびのびと（感性豊かに）

きらきら輝け（自分らしくあるがままに）

〜くすのきのように〜

〜すべての子どもにハピネ

https://chuouhoikuen.com　/
https://chuouhoikuen.com　/
https://chuouhoikuen.com　/
https://chuouhoikuen.com　/
https://chuouhoikuen.com　/
https://chuouhoikuen.com　/
https://chuouhoikuen.com　/
https://chuouhoikuen.com　/
https://chuouhoikuen.com　/
https://chuouhoikuen.com　/

