
  事業所PR シート １ 
  作成日：令和 4年 5月 27日  

法人・事業所名 社会福祉法人愛の泉福祉会 愛の泉こどもの園 事業所設立 昭和 46年 10 月 

所在地 佐賀市水ヶ江 6丁目 12-1 従業員数 ０～2歳児クラスは 23名 

ホームページ URL http://www.ainoizumi.jp  勤務時間 8：30～17：30 

【事業内容】 

キリスト教精神を土台として、 

・明るく元気な子ども・自立した子ども・遊びを創り出す子ども 

・自分の考えを出しきる子ども・仲良く優しい子ども 

・良いこと悪いことのわかる子ども  の育ちを目指します。 

・0～2歳の子どもたちと関わるお仕事です。(定員 86名) 

【事業所の特徴・魅力】 

・ 働きやすい環境づくりを目指し、残業ゼロに努めています。 

・ 担当制保育なので、信頼関係も築きやすく、子どもたちの成長を喜びながら 

見守ることができるところも魅力です。 

・ ご家庭の都合等を考慮しながらのシフト調整を行っているので、安心して 

働けます。お子さんの学校行事や急な病気なども考慮します。 

子育て中のママたちも多く在職しています。 当園に預けながら働いているママも 

数名います。 
【休日休暇・福利厚生】 

日・祝日 その他 週休二日制 1 日 6時間以上勤務で社保加入有 

年末年始 12/29～1/3 6 ヶ月経過後の年次有給休暇 10日 

【こんな方を採用したい！】 

・未満児の子どもたちの気持ちに寄り添って育ちを大切にしてくださる方 

・明るく元気な方 

・ブランクのある方、子育て中の方も大歓迎です。 

【先輩より一言！！】 

・園庭で自由にたくさん遊ぶ子どもたちの姿を見られるのがすごくいいです！ 

・我が子が急に熱を出しても、すぐ迎えにいけます！ 

・子どものありのままの姿を受け入れて保育するということに対して、 

保育者自身も縛られずにのびのびと育てることができるところがいいです！ 

 
       

http://www.ainoizumi.jp/


事業所ＰＲシート 2 
  作成日：令和４ 年 6 月 ６ 日   

法人・事業所名 学校法人 代和学園 認定こども園 川上こども園 事業所設立 昭和 30 年 12 月 20 日 

所在地 佐賀市大和町大字東山田 1857-1  従業員数・定員数  従業員数 42名   定員数２０６名 

ホームページ URL kawakamikodomoen.com 勤務時間 7：15～18：30 内 8時間勤務シフト制 

【園の教育目標】 

1. 新しいことにも進んでチャレンジする心を育てます 

2. 自分で考え、判断し、行動できる力を育てます 

3. 日々の積み重ねの中でできることを増やし、自信と意欲を育てます 

4. 明るい笑顔で子どもたちの目線に立ち、寄り添う保育をします 

5. 日々子ども一人ひとりに合った目標を持ち指導します 

 

【園の特徴・魅力】 

本園では、子どもたちのありのままを受け止め、一人ひとりにあった保育を心がけています。子どもたち 

の自主性を大切にし、挑戦意欲を育て、すべてのものに思いやりと感謝のできる子を目指し、「自ら 

進んで何でもできる、何事にも頑張る子」の育成に努めています。 

若手職員が中心となり、日々の保育、催しものなど、積極的にアイデアを出したり、子どもたちの 

ために何か楽しいことが出来ないかと体を張って子どもたちと一緒に喜びあったりと、笑顔と楽しいが 

絶えない職場です。 

「この場所でお仕事が出来ることがとても幸せ」と思えるような職場をこれからも目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

【休日休暇・福利厚生】 

・週休２日制（変形労働時間制）月に 1、２回程度土曜勤務あり 

・誕生日休暇、育児休暇等あり、有給休暇５日以上あり 

【こんな方を採用したい！】 

・子どもが大好きで一緒に成長を喜べる、明るく元気な方！！ 

まずはお気軽にお問い合わせください。見学も受け付けております。 

【先輩より一言！！】 

 先輩後輩関係なくみんな仲良しで、日常で起きた何気ない出来事も共に喜び合ったり、笑いあ

ったり、感動しあったりと、とても毎日が楽しく働きやすい環境の中で仕事をさせてもらっています。ま

た、頼りになる先輩から的確なアドバイスのおかげで、私自身も日々成長できています。 

       



  事業所 PR シート 3 
  作成日：令和 6 年 6 月 6 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！！】 

〇 職場の雰囲気がよく、先輩、後輩関係なく仲良しです。 

〇 みんな保育・教育に熱心で、職員全体で日々話し合い、研究しながら 

 学ぶ事ができる職場です。 

〇 子どもたちの「先生大好き」の声や笑顔に癒され、嬉しさを味わい、やりが  

 いを感じられます。（2年目 年長担任より）       



佐賀市の東部環状線沿いに位置し、

近くには大型商業施設があり、大変にぎわっています。

自然の中に立つ園舎ではありませんが、

園内は自然を感じる機会がいっぱい！

野菜の栽培や飼育など、目を輝かせながら夢中で

取り組んでいます。

また、１年を通し、音楽や造形に親しみ、感性豊かな

子ども達に育っています。

　

 

 

【先輩より一言！！】

定員９０名

０歳児から就学前までの乳幼児を対象とした保育をしています。

   保育方針　・一人ひとりの子どもの育ちを支えます。　・保護者の子育てを支えます。

　　　　　　　・子どもと子育てにやさしい地域をつくります。

   保育目標　豊かな心を育て、個性を伸ばして、たくましく！

地域子育て支援センター事業

【休日休暇・福利厚生】
・日・祝休み・土曜（月に１回土曜勤務有）　・育児休業　　・介護休業、休暇

・各種手当（通勤手当・住宅手当など）　　　・退職共済

・各種保険（雇用・労災・健康・厚生）　　　　　など

【こんな方を採用したい！】

・子どもが大好きで、明るく元気な方

・子どもの成長を一緒に喜びあえる人

・正規職員及びパート職員も募集

(新人）「先生～」と慕ってくれる嬉しさにやりがいや喜びを感じられます。子どもの笑顔を見ると自

然と自分も笑顔になれます。

(中堅）子どもの成長を近くで感じられることはもちろん、それを分かち合える職場、よりよい保育を

保育士同士で考えられるところです。行事に向けて考えたり励ましあったりしながら一緒に取り組

み、やり遂げた時にやりがいを感じます。

(ベテラン）子どもと一緒に喜び、泣いて、笑って過ごし、時にはお母さん方と共に関わる全てのこと

が、とても大切に思え、幸せな仕事だと思っています。

               作成日：令和   4   年　6　　月　3　日

事業所ＰＲシート 4

【事業内容】 【事業所の特徴・魅力】

昭和４５年　　　　１０月

　30名

７時３０分～１９時のうち８時間勤務（シフト制有）

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

社会福祉法人　巨勢保育園

佐賀市巨勢町牛島４２５ー１２

http://ｗｗｗ.kosehoikuen.com/

自然とかかわる

虫にふれて 土にふれて

草花にふれて

子どもの気持ちに寄り添いながら

あたたかい人とのかかわり

カブトムシの幼虫

一人一人に
寄り添いながら

もうすぐさなぎになるかな～

http://www.kosehoikuen.com/
http://www.kosehoikuen.com/
http://www.kosehoikuen.com/
http://www.kosehoikuen.com/
http://www.kosehoikuen.com/
http://www.kosehoikuen.com/
http://www.kosehoikuen.com/
http://www.kosehoikuen.com/
http://www.kosehoikuen.com/
http://www.kosehoikuen.com/
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／�氏院も鋳り萌�駄世咋窃“

／�史給…院給授橡り社節ぞエ“

／�懐と氏や韻償ょ椿つ�ふ“ ≧ 祉祇碇…栗ど職曲ょウォ ∞

／�師緊ゆび ≧ 甥津穂院式将に ∞

＄畜蔭繋撚荷晶祇耗穂院鴛¢

／…ぱとりイ�穂院鴛／／／‥催械祉陛鼓釦Ｑ懲問Ｑ☆ＯＴ

／…ぱとりイ�濯Ｏ穂院鴛／‥催械祉陛鼓肉Ｏ懲問ＮＲ☆ＰＯ

／…ぱとりイ�閥伐穂院鴛／‥催械祉閥伐晶楼Ｐ☆ＮＰ

／…凍穿�りエ晶祇耗穂院鴛‥晶醸祉侠佃頂浄凍穿ＮＯＰＰ☆Ｎ

／…ゎわどりイ�穂院鴛／／‥釦遇蹴祉首祥櫛晶芙ゎわどりＮ懲問Ｓ☆ＮＰ

＄撚荷穂院鴛¢

／…凍穿�りエ穂院鴛‥晶醸祉侠佃頂浄凍穿ＮＯＰＰ☆Ｎ

《	さがのゆめ八幡保育園	》

  穂院止り志示ょ勤湊りぞォ萌＼�ぶる佐蟹り現葛絵ょて縁びにぼぱだ“

【	休日休暇・福利厚生	】

【	大切なのは、子どもたちに寄り添う優しい気持ちと

  …重給Ｏ禰牲 ≧ ビワモょウォ ∞／／／／…悩満悩�給迦

  現葛絵グ椿びも＼振」ゆはやグて亙びび�びゥぢ“

  賎咋穂院止り萌る＼社婿戟古アヰΖΠニ豆ゃ扶椅とぞォでや紙だ�ふ〜

  氏ゅ�ほぽょほにぱケり絢拭グ貯なゆとェ穂院グ剛ぢ韻萌ゃ＼

  飼ほぽ嫉迅�＼氏ゅ�ほぽでェほにぱケり江ぷグ�ェみもだ�ふ〜

  社作ょ氏ゅ�ほぽや伎キみもだォ穂院止グば璃墜にはやゃ＼

  穂院止り志示とウエキでエ＼迅喰ょ簡ぴェオォや紙だ�ふ〜

  …額宗穂乎ぞエ／≧ 茄寧穂乎る浪萄殖牽ょウエ娩キエ�ふ ∞

  …孔椿毘 ≧ 藤錫祇碇ょ畿めど肢京 ∞

  糸篤器ゃる＼ＯＭ択×ＳＭ択や＼沸洪だ悩択り萌と栢癒びもだ�ふ“

事業所PRシート

【	事業内容	】 【	事業所の特徴・魅力	】

僻声／ ＯＵ／／悩／／Ｓ／／権

愉／／9 0／／牝

醒錫丑 ‥ Ｕ式願／／/  ／暖式願ル【モ ‥ Ｐ×Ｕ式願

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

勘疾絵錫 糸篤器

催械源催械祉陛鼓釦Ｑ懲問Ｑ☆ＯＴ

http://www.saganoyumehoikuen.com/

　　　《	さがのゆめ保育園	》

 晶祇耗穂院鴛ゃる＼Ｍ罪自×Ｏ罪自〜穂院鴛ゃる＼Ｍ罪自×Ｒ罪自�ゃと

 咋鴛びもてエ＼べり氏ゅ�ほぽ韻須ゎやエょ稀エ兎みほ穂院グ社視び�ふ〜

  びでび＼親びだ錠徐ゃ萄ど��ォ式る＼端�と ＃ 序臣寂 ＆ ゃふ“

               作成日：令和 4 年�6月 15日

仕事に対する前向きな姿勢です☆	】

 催械祉…晶醸祉…釦遇蹴祉ょＲ鴛り畜蔭繋撚荷晶祇耗穂院鴛＼

 晶醸祉ょ碇丑ＶＭ牝り撚荷穂院鴛グ液謁びもだ�ふ〜

  …悩識裕京給迦 ≧ 浪萄殖牽ょ乙ぴも蜂碇ゅてエ敷庸 ∞

【	既存園	】

☆　☆　☆　今	回	の	見	学	会	対	象	保	育	園　☆　☆　☆

	
気になる事などがあれば、	
	
何でも聞いてくださいね！	



 事業所ＰＲシート 7 
  作成日：令和 ４年 ６月 １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  ３８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】 

 

【休日休暇・福利厚生】 

休日休暇）・月８日程度（年 96 日） ・有給休暇有（入社日より付与）  

福利厚生）・各種手当（住居手当、扶養手当、通勤手当、勤務調整手当、 

処遇改善手当等） ・賞与年２回  ・退職共済制度加入  ・海外研修 

・各種保険（厚生、健康、雇用、労災） ・１０年勤続者表彰   

・インフルエンザ予防接種代全額補助、乳がん検診・ピロリ菌検査・ 

 アレルギー検査料全額補助等 

【こんな方を採用したい！】 

・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！！】 

・毎日仕事が楽しみです。 

・全職員が笑顔で仲良しです。 

・先輩方が悩みをよく聞いてくれます。      



               作成日：令和  ４年  ６月１５日

事業所ＰＲシート 8・9

【事業内容】 【事業所の特徴・魅力】

 平成31年　　４月

平成18年　　4月
32名

14名

7:15から19:00　内8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

社会福祉法人みらいのそら　そらいろこども園

特定非営利法人陽だまり　そらいろ保育園
佐賀市高木瀬町大字長瀬2490－1

佐賀市駅前中央2丁目10－5

mirainosora.net

　子ども一人一人を大切にした保育を行うために、当園はハンガリー

保育を勉強中です。また、子ども一人ひとりを大切にはもちろんです

が、職員一人一人を大切に、得意なことを活かしていきましょうと仕事

に励んでいます。

【先輩より一言！！】

・保育教諭業務全般

・保育補助

・環境整備　等

【休日休暇・福利厚生】

・日祝年末年始

・有休連続休暇制度（最大7日間）

・退職金制度あり

・交通費支給（上限有）　　　　等

【こんな方を採用したい！】

こどもが好きな方、こどもに携わる仕事が好きな方

そらいろこども園は、自分の好きを活かす場所です。

歌うことが好き、体を動かすことが好き、楽器を演奏することが好き

自分の好きを保育に活かし、子どもたちと過ごせます！



 事業所ＰＲシート 10 
  作成日：令和 4年 6月 10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 佐賀市諸富町大字諸富津 109‐1 従業員数 29 名 

ホームページ URL https://nakayoshi-saga.jp/ 勤務時間 7:00～19:00（シフト制） 

【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 『なかよし心を大切にしよう！』 

【事業所の特徴・魅力】 

 

 

【休日休暇・福利厚生】 

日・祝日休み（年間 105日） 

有給取得強化 

【こんな方を採用したい！】 

子どもが大好きで、元気でニコニコ      笑顔が素敵な方❣ 

【先輩より一言！！】 

 子ども達と過ごしていると、いつでもワクワク!(^^)! 共に感動したり、驚い

たり、日々成長できているなって感じます。 

 卒園してからも「先生～」って会いに来てくれとても嬉しい気持ちになれ、保

育士になって良かったと思います。保育士は、やりがいのある仕事です！ 

       
    



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                　　　　　　　　　　　　　　

               作成日：令和　4  年　6　月　16　日

事業所PRシート  11

【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

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がある方、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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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



 事業所ＰＲシート 12 
  作成日：令和 ４年 ５月  30 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  ３１名 

ホームページ URL  勤務時間 シフト制 

【事業内容】 

定員：125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】 

平成30年12月に完成したばかりの新しい園舎が魅力です。広くて明るい園舎には、毎日子

子どもたちの元気な声が響いています。 

全園児 125名ですが、家庭的な園ですのですぐに園児の顔と名前が覚えられます。 

また、地域に密着した園で、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４年目） 

       



               作成日：令和4年　5月　31日

事業所ＰＲシート  13

【事業内容】 【事業所の特徴・魅力】

平成13年　4月　1日

３６名

（平日）８：３０～１７：００（シフト制あり）

（土曜）８：３０～１４：００（シフト制あり）

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

社会福祉法人　城北児童福祉会　兵庫保育園

佐賀市兵庫町大字瓦町1096番１

https:/www.jyohoku-

jidoufukusikai.com/hyougo/

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、仲間と研修したり、悩みだって相談でき

ます。

【先輩より一言！！】

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…ゆったりとした環境と人と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

【休日休暇・福利厚生】
◎各種手当（通勤、住宅、勤務調整等）◎各種保険、育児休暇等

◎乳がん検査や各種予防接種等全額補助　◎10年勤続表彰や海外等研修派遣

◎入社後即年次有給休暇10日間付与　◎休日・休暇　年間100日程度

【こんな方を採用したい！】

◎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、保育園見学に来て

　　ください。お待ちしています。

「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たち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） そんな保育園をめざしています



               作成日：令和    4 年　6月　1日

事業所ＰＲシート  14
令和４年４月

26名

7：30〜19：00（うち交替制）

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

 社会福祉法人くすのき

佐賀県佐賀市与賀町30番地1

https://fusensei.com/

すくすく育て
ー心も体もすこやかにー

食は体をつくるものです。新鮮な魚、肉、

野菜、果物を選んでつくる昼食とおやつ

は自園で調理しています。

また、子どもたちが安心して園生活を送

れるようにくつろいだ雰囲気づくりを心

がけています。心も体もすこやかな成長

きらきら輝け
ー自分らしくあるがまま

のびのびと
ー感性豊かにー

子どもたちにとって、遊ぶことは学ぶこと。

一人ひとりの可能性の芽生えに寄り添い

ながら、感性や自発性を育むための働き

かけと応援をします。

子どもたちはいくつもの才能の原石をもって

います。それは成長とともに一生をかけて磨

かれていくものです。一人ひとりがそれぞれ

の色で輝いていけるように見まもりながら応

https://fusensei.com/
https://fusensei.com/
https://fusensei.com/
https://fusensei.com/
https://fusensei.com/
https://fusensei.com/
https://fusensei.com/
https://fusensei.com/
https://fusensei.com/
https://fusensei.com/


 事業所ＰＲシート 15 
  作成日：令和 4 年６月２日   

法人・事業所名 旭学園 佐賀女子短大付属 ふたばこども園 事業所設立 昭和 ４４ 年 ４ 月 

所在地 佐賀市本庄町本庄１２５３番地 従業員数  ６０ 名 

ホームページ URL http//www.asahigakuen.ac.jp/ 勤務時間 7:30～19:00 の内の 8 時間勤務の割り振り 

【事業内容】 

０歳児から５歳児までの教育・保育 

【事業所の特徴・魅力】 

教育・保育目標 

「遊びは学び」という乳幼児教育の理念を基本とし、子どもの主体的な 

活動を大切にした教育・保育や集団生活をとおして、これからの時代を 

「生き抜く力」の基礎を培う。 

 

ふたばこども園の特徴 

①子どもたちの自発的な活動としての「遊び」を大切にしています。 

②『認定こども園教育・保育要領』に基づいた教育・保育を実践しています。 

③佐賀女子短期大学の付属園です。 

  教育実習生の受け入れ、短大職員による助言や講演会、保護者への教育相 

談、職員研修会、園児の課外教室指導など、付属園の特性を生かしています。 

④自園給食を提供しています。 （アレルギー食も対応） 

⑤「遊び」の環境を整備しています。 

  子どもたちが主体的に思いっきり「遊び」を体験できる環境を研究し、整備してい 

ます。 

⑥「英語あそび」「体育あそび」を教育課程の中に位置づけ、短大の先生方による 

 指導を受けています。 

⑦豊富な課外教室を開設しています。（新体操・音楽・絵画・英語・体育・ 

サッカー・水泳） 

【休日休暇・福利厚生】 

休日休暇 

基本週休２日制（土に勤務の割り振りがある場合は、別日に休日指定） 

祝日、盆休（8/13～8/15）、年末年休（12/29～1/3） 

創立記念日休(5/18)    

福利厚生 私立学校共済（とても充実しています。） 

【こんな方を採用したい！】 

①教育・保育に前向きに取り組む人 ②笑顔を絶やさない人 

③子どもが好きな人（子どもを中心に考える人） 

  先生方の資質は「人間性・社会性・専門性」と考えています。 

【先輩より一言！！】 

○ＨＰや文字だけでは味わえない、ふたばこども園のよさを、見学を通して感じて欲

しいです。 

○学生の時に想像していた「保育士」とは、ひと味違って面白い先生やこどもたちに

囲まれ、毎日がとても楽しいです。 

〇働きやすさ、福利厚生の充実はもちろんのこと、温かく笑顔あふれる職場です。 

       



               作成日：令和 ４年６月１３日

事業所ＰＲシート 16

【事業内容】 【事業所の特徴・魅力】

平成２８年３月

３８名

正職員は７：３０～１８：３０のシフト勤務

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

社会福祉法人有明福祉会・鳳鳴乃里幼稚舎

佐賀市川副町大字西古賀９４１番地１

◎広々とした園庭で走り回ったり、畑で芋などの収穫（親子ふれ
あい行事）も楽しんでいます。

◎園庭周辺には様々な木々を植栽しており、花壇には季節の
花が咲き、自然を感じ伸び伸びと過ごしています。

◎園庭に出て体を動かし、お友達と触れあい遊びを楽しんでい
ます。

【先輩より一言！！】

　幼児教育･保育

【休日休暇・福利厚生】

　土曜勤務は月１回程度（代休あり）

【こんな方を採用したい！】

◎人の話を聞き、自分の意見を伝えられる人

◎子どもや仲間のために頑張っていこうという意思のある人

◎希望に合わせての有休が取りやすく、我が子の参観･行事に
は１００％参加できています。

◎職員みんなが協力的なので、病気や急な休み等、すぐに対
応してもらい、助かっています。

◎休憩時間や事務的時間も充分に取り、余裕を持って仕事が
出来ています。



 事業所ＰＲシート 17 
  作成日：令和４年 6月１日   

法人・事業所名 合同会社メルポックル まなみ保育園 事業所設立 平成 30年４月 

所在地 佐賀市駅前中央三丁目 8-16 従業員数  16 名 

ホームページ URL www.manamihoikuen.com 勤務時間 7:00～18：30（シフト制） 

【事業内容】定員１９名。小規模保育園 A型 

０～２歳はココロとカラダの根っこを育てる大切な時期。 

一人一人が愛され大事にされていると感じられる保育、

脳と身体の発達を促す保育を行います。 

【事業所の特徴・魅力】 

スタッフが真剣に考え、自らの想いを形にできる体制のもと、子育て支援を通して 

社会貢献できる企業を目指します。またワークライフバランスに配慮し、働きやすい 

職場環境を整えています。 

＊仕事の持ち帰り、サービス残業禁止 

（家での作業があった場合は、在宅勤務として勤務時間数にカウントしています。） 

＊行事はありません。 

＊子育て中のスタッフも多いので、学校行事、お子さまの急病など 

気兼ねなくお休みできます。 

感覚統合をベースにした運動遊び、食育、足育など、まなみ保育園 

でしか学べない「まなみメソッド」を学べるチャンスです。 

 

【休日休暇・福利厚生】 

月 9日休み（2月は 8日）年間休日数 110日  

有給休暇有 

【こんな方を採用したい！】 

子ども中心の保育、子ども一人一人に丁寧にかかわりたい方。 

ブランクのある方、未経験の方も、大歓迎。是非一度見学にお越しください。 

【先輩より一言！！】 

 ・「保育士なんてやめる！」と思っていましたが、まなみ保育園で自分のやりたい保育が

でき、今はやりがいを感じています。保育士を続けてよかったです。 

（平成 31年採用 保育士８年目）    

・幼稚園で働いていたので、初めての 0，1，2 歳。不安やとまどいもありましたが、先輩

たちが優しく丁寧に教えてくれて、保育のおもしろさに感動しています。まなみメソッドが、

自分の子育てに生かせそうです。（令和 2年採用 幼稚園教諭・保育士６年目）        
         

 

 

 

 

 



 事業所ＰＲシート 18 
  作成日：令和 4 年 6 月 13 日   

法人・事業所名 一般社団法人 CIELO 小規模保育園 みんなの和 事業所設立 平成 29 年 10 月 

所在地 佐賀県佐賀市大和町大字川上 169-1 従業員数 12 名 

ホームページ URL https://www.facebook.com/2525minnnanowa 勤務時間 シフト制（例）  7：30～16：30   8：30～17：30   

9：30～18：30  7：30～9：30＆16：30～18：30 

【事業内容】 ・定員 12名（0 歳児 4 名、1 歳児 4 名、2 歳児 4 名） 

法人理念 
【 Always the sun in my heart ～ 心にいつも太陽を ～】 

【 ALL FOR KIDS ～ すべては 子ども達のために ～】 

【事業所の特徴・魅力】 

 

【休日休暇・福利厚生】 
・日・祝・年末年始、他シフトのよる休暇（年間休日 107日） 

・入社 3ヶ月目から有給付与 

・誕生日お祝い、懇親会、充実した研修内容（スキルアップサポート体制） 

・ライフスタイルの変化に合わせた働き方を選択できる体制 

【こんな方を採用したい！】 

・主体的に考え、学び、行動し、自らワクワクしながら取り組みたい方！ 

・みんなでワクワクを楽しみたい方！ 

・一人一人を大切に！体験から経験になる保育をしてみたい方！ 

【先輩より一言！！】 

「おはよう！」「ただいま！」「おかえり！」の声が聞こえてくる、アットホームな保育園☆

笑ったり、泣いたり、怒ったり、一瞬一瞬を全力で過ごしている子ども達☆そんな子ど

もたちの「今」に寄り添いながら、日々楽しく保育をしています☆ 

太陽みたいな笑顔をいっぱい降り注ぎながら、子ども達と一緒に楽しく過ごしていきま

せんか☆      
 

 

 

 

 

 

 

 

いちご摘み・お芋掘りなどの体験活動 

野菜作りや成長観察⇒収穫⇒クッキングを 

小さい頃から経験できる環境を大切に！ 

お月見団子作ってます💖 

七夕・節分・ひな祭り…季節の行事や

文化の伝承も大切に！ 

雨の日の散歩 れんげ畑へダイブ！ 

てんとう虫みつけたよ！ 

わ～見せて見せて～ たくさんの 

ワクワクの 

好奇心と 

どうして？ 

どうやったら

の探求心を 

育む保育環境

を大切に！ 

 

 

ま～ぜまぜ 

 

おいしくな～れ 

 

食育体験も楽し

みのひとつ！ 

０～2歳児さんが 

兄弟のように 

過ごしています。 

好きなあそびを 

みつけて… 

じっくり楽しもう 



ゆめっこ保育園            PRシート　19

               作成日：令和４　年　6月　14日

法人・事業所名 ㈱アピカル　ゆめっこ保育園 事業所設立 H28年　4月

所在地 佐賀市北川副町大字新郷647-1 従業員数 　9名

ホームページＵＲＬ https://job-gear.net/apical/index.htm 勤務時間 7：00～19：00（シフト制あり）

【事業内容】 【事業所の特徴・魅力】

【休日休暇・福利厚生】

・週休二日制（日祝休み）・希望休制度あり　・年末年始（12/31～1/3）

・産休育休　・有給休暇　・慶弔休暇

・歓送迎会費用一部負担　・インフルエンザ予防接種補助（社員）

【こんな方を採用したい！】

明るく元気いっぱいに、愛情を持って子どもや保護者、先生たちと関わってくれる方！！

・ブランクのある方も大歓迎です！まずは、素敵な環境を見に保育所見学にお越しください。お待ち

しています！！

【先輩より一言！！】

自然に恵まれ、広々とした敷地の中の可愛い園舎が自慢です。0.1.2歳児の可愛い子どもたち

を、家庭的な雰囲気の中でゆったりと関わることが出来、職員同士も和気あいあいです。残業もな

く、休みも取りやすく、休憩時間も1時間ゆっくりあるので、職員同士の会話も弾みます。困ったこと

があっても大丈夫！研修会にも参加し、自己研鑽にも努め日々努力しています。楽しい職場で、

子どもたちの笑顔のために一緒に働きませんか？

ゆめっこ保育園は佐賀リハビリテーション病院の事業所内保育所です。

事業所に勤務する職員のお子さまと自治体が利用決定した一般の

お子さまをお預りします。木の香りがするデザイナーズ保育園です。保

育園の至るところにかわいい絵やリスのモチーフがデザインされています。

0～2歳児のお子さんを定員20名でお預かりしています。

●企業に勤務されている方の中には、出産後も仕事を続けたいと考えている方は多く、また

企業も出産後に仕事を継続して欲しいという想いがあります。また、認可保育園のため地域

の一般の子どもも保育します。企業にとっては、地域貢献の意味もあります。両者のニーズを

満たすことのできる事業所内保育施設の需要は今後も増加していきますので、きっとやりがい

を感じていただけると思います。

●㈱アピカルでは研修にも力を入れています。

・採用時研修 ・保育内容研修

・園長研修 ・階層別研修

・主任研修 ・キャリアアップ研修

※今後も様々な研修の開催を予定してい

ます。

https://job-gear.net/apical/index.htm
https://job-gear.net/apical/index.htm
https://job-gear.net/apical/index.htm
https://job-gear.net/apical/index.htm
https://job-gear.net/apical/index.htm
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https://job-gear.net/apical/index.htm
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【先輩より一言！！】

定員数70名（3・4・5歳児　41名　1・2歳児　21名　0歳児　8名）

保育理念

・一人ひとりの子どもを大切にし、保護者・職員も大切にされる保育園を目指します。

・地域に愛される保育園を目指します。

保育目標：笑顔いっぱいであそぶ。

【休日休暇・福利厚生】
・完全週休2日制（月に1、2回土曜勤務あり：その場合は他の曜日に振休を保障します）

・年休の他にリフレッシュ休暇　年2回　・労働組合があります（職場環境改善の提案が出来ま

す）

・駐車場有（無料）

【こんな方を採用したい！】

☆子どもの気持ちを大事にし、明るく元気に優しく保育できる方。

☆子どもを中心に保護者・職員が力を合わせ、お互いに認め合い交流したいと

思っている方。

【事業所の特徴・魅力】

　

　　保育方針：

　　　・どの子も生き生き育つようにしましょう・

　　　・父母が安心して預けられる保育園に致しましょう。

　　　・子どもの24時間の生活を保育園と家庭が力を合わせて育てましょう。

　　　・多くの人々と力を合わせて地域の子育てセンターとなりましょう。

               作成日：令和   4  年　6　月　　13　日

事業所ＰＲシート　20

【事業内容】

平成3（1991）年　　　4月

27　名（男性保育士1名）

7:15～18:30　実働8時間　休憩45分　シフトあり

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

社会福祉法人　りんごの木福祉会

林檎の木保育園

佐賀市鍋島町蛎久2381-2

・学習の場、話し合いの場を大切にしています。

職員会議では2回のうちの1回を管理職は抜きのミーティングを行ってい

ます。

現場の先生達からたくさんの意見が出しあえるといいなとの思いからです。

クラス会議やパート会議、子どもの姿などで子ども・職員の伝えあいの

場も作っています。

・学習会も全国規模の研修に参加しています。

☆毎日子どもたちと保育士も楽しめる保育を実践していきます‼

0~5歳児、みんな仲良く毎日裸足で元気に遊んでいる所に惹かれま

した。そんな子どもたちと毎日楽しんで働いています‼

子どもたちの ”やりたい” 気持ちを大切にして進めていく保育を学べる環境

が嬉しいです。 （保育士4年目）

子どもたちと一緒に泥だんご作って遊びましょう‼


