社会福祉法人 夢の会
認定こども園
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私が小さな男の子・女の子だったら…。こんな保
育園に行きたいな。そう思える園を作ろうと思いまし
た。
何をしてもにこにこと微笑んでみてくれる先生がい
る。そばをみると、いろいろなお友だちがいる。お兄
さん、お姉さん、小さな子もいる。
「ままごとしよう！」と言うと、「うん！」といっ
て、すぐに遊べる部屋がある。
「どろんこのおだんご作ろう！」と言うと、すぐに
バケツいっぱいのお水を汲んで、どろんこだらけにな
って遊べる砂場がある。
「おーい！鬼ごっこしようよ」と呼ぶと、すぐに元
気いっぱい走りまわれるお庭がある。
「あーしんど。お水飲みたいな。」と思うと、そば
に冷たいお水が飲める場所がある。
おなかがペコペコになったころ、おいしい給食が始
まって、何回もおかわりできて、「ウーン。もう食べ
られへんわ。」
そして、また、楽しい遊びがつづき、にこにこと輝
くひとみで、お帰りの歌をうたう。
また、あしたも行きたいな。「お休みって、なぜある
の？」と、子どもたちが思ってくれる園。そういう園
でありたいのです。
わたしがお父さん・お母さんだったら…。こんな保
育園に我が子を行かせたいと思う園を作りたいと思い
ました。
にこにこと、微笑んでむかえてくれる先生がいる。
心配ごとがあったら、元気づけてくれ、子どもたちの
ことをいっぱい思ってくれる先生がいる。
どろんこの洋服のおみやげをかかえて、にこにこと
お部屋から出てくる子どもたちがいる。
いっぱい遊び、心豊かな子どもたちになっていく。
そんな園に子どもを託したい。
そう思っていただきたいのです。
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★開園５年目、新しくきれいな園舎です★
★通勤に便利な場所にあります★
電車：ＪＲ加古川駅 北へ徒歩７分
車：加古川バイパス 加古川ランプ下車すぐ
（側道沿い）
TEL 079-454-1230
★実習、見学、面接などのお申込みはこちらまで★

統合保育
あおば保育園は０歳から６歳までの
全ての子ども達（健常児、障がい児）
が対象です。

自由あそび
健やかな子ども達に育てるために何よ
り大切なことは、「豊かな心の持ち主
に育てること」です。「経験」をたく
さんすることです。幼児期はその基本
となる年齢です。けんかをしたり、泣
いたり、笑ったり、喜んだり、悲しん
だり・・・。友達や先生や周囲の大人
と様々な関わりをもち、「考えるこ
と」をして欲しいと思います。考える
ためには、その子どもに自由な時間、
自由な場所を用意する必要がありま
す。子ども同志の可愛いふれあいをた
くさん楽しみ、心豊かにいっぱい遊ぶ
環境を整えたいと考えています。

園外保育
子ども達は園外保育に行くのを非常に
楽しみにしています。園での生活とは
違った生活をすることにより子ども達
の好奇心は大変高まります。園外保育
から帰った日はその日の楽しい出来事
を子ども達はご家族に話してくれると
思います。園外保育にはバスに乗っ
ていくこともあります。
その他 英語あそび・体育あそび・造形
あそび・・・など外部講師を招いた
様々なあそびに取り組み、子どもたちが
夢中になれるあそびを多く行います。

★一日の仕事をイメージして下さい★
朝、登園してきた子ども達は楽しそうです。
先生やお友だちと、今日もワクワクしそうな遊びが待
っているからです。
先生は毎日子ども達が元気に過ごすため、色んな事
を考え、工夫します。何をしようかな？どんな歌を歌
おうかな？園庭でかけっこしようかな？もうすぐある
行事、思いっきり楽しもう！
保育園の一日は、長そうで短いです。お給食があ
り、お昼寝があり、おやつがあり、お夜食がありと一
日が規則正しく過ぎ、子ども達は一日一日成長し、大
きくなっていきます。
半年経ち、一年経つと見違えるくらいです。その姿
に感動します。胸が熱くなります。子ども達と先生の
絆ってすごいものです。「大好き、先生！」もう先生
はやめられません。あおば保育園は意欲あふれる先生
でいっぱいです。愛情あふれる先生になりたい。
そんなあなたを待っています。
園長 勝亦 宏樹

【求める人物像】
・子どもと元気いっぱい遊び、愉しいことを
考えられる人。
・「ありがとう、おかげさま」の心を持った、
他者を思いやれる人。
・保育士として目標をもち、仲間とともに
努力できる人。

先生も子どもたちも毎日が楽しい！
毎日、保育園に行きたいと思って頂きたいで
す。・・・詳しい保育内容はホームページを
ご覧下さい。

時間

活動

7:00

登園

保育する環境を整えて、
子ども達を笑顔で迎えます。
乗馬あそび

自由あそび

9:30

モーニング
ティータイム

10:00

朝の会
楽しい活動

11:30

給食

12:30

歯磨き
着替え

13:00

自由あそび

14:00

お昼寝

15:00

おやつ

16:00

お帰りの会

17:00

自由あそび

1８:00

お夜食

19:00

終了

今日はどんな遊びをしようかな。
子ども達とのコミュニケーションタイムです。

先生が考えた楽しい保育を行う時間です。
自由な発想で子ども達を楽しませてあげて
下さい。

農園あそび

モリモリ食べる子、好き嫌いがある子、
一人ひとりが楽しい給食の時間にします。

「自由あそび」は自由な時間・自由な空間
を用意して、子ども同士の可愛いふれあい
の時間にします。

早朝・夕方の時間帯は異年齢による
「縦割り保育」を行います。

おとまり会

運動会

今日も事故なく、ケガなく終わったことを
喜び、明日の保育へ気持ちを切り替えて一
日が終わります。
生活発表会

求
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名】

【法 人 名】

社会福祉法人 夢の会

【園

勝亦 宏樹

長】

【職 員 数】

26 名(園長 1 名 主任保育士 1 名 保育士 18 名（正規 10 名）栄養士 1 名 調理員 3 名 清掃員２名)

【所 在 地】

〒675-0067

加古川市加古川町河原 228 番地の 1

☆最寄り駅 ＪＲ加古川駅 徒歩 7 分
☆駅から徒歩 7 分の駅チカで、電車通勤にとっても便利です♪
☆加古川バイパスから下車すぐなので、車通勤も便利です。無料駐車場があります。
【園 児 数】

定員 75 名〈1 号認定 15 名（3～5 歳各 5 名）、２・３号認定 60 名〉
0～1 才児…12 名、2 才児…12 名、3 才児…17 名、4 才児…17 名、5 才児…17 名

☆各年齢１クラスずつで少人数制なので、ゆったり、それでいてのびのびと子どもたちを
育てていける環境で働きたい方にぴったりです♪
こんな職場です…☆

◆年間を通じて色々な楽しい行事を行います。職員みんなで楽しい保育を考えます☆。
◆若手から中堅、ベテランの保育士まで各世代まんべんなくいて、色んな相談が出来る環境です。
◆家庭的でアットホーム、風通しの良い、雰囲気づくりに努めています♪
◆大きな窓から、明るい陽が差す、きれいな園舎です。穏やかな気持ちで保育しませんか？
採用条件 ※詳細は学校就職課もしくはハローワーク等の求人情報をご確認ください。
【雇用形態】 正規職員 （パート希望の方は個別条件をご相談の上、採用いたします）
【勤務時間】 ７：００～１９：００の間でシフト制です。（週 40 時間）
【休
日】 日祝・シフト制（月に１～２日の土曜日勤務あり）、年末年始。☆土曜日勤務の週は平日にお休みがあります。
年間休日 117 日（昨年度実績/ｶﾚﾝﾀﾞｰによる）☆お休みもしっかり取れて、プライベートの時間も充実。
【給 与 等】 月額給与１９１，９００円（大学卒） / １８６，８００円（短大卒）～２６０，５００円（経験による）
例；大卒基本給 １８６，９００円＋給食手当５，０００円☆給食費は同額控除。実質無料で食べられます♪
【手
当】 処遇改善手当Ⅰ、Ⅱ：基本給、賞与とは別に支給あり。処遇改善臨時特例手当あり。（額は経験による）
【賞
与】 年 2 回 （昨年実績：４ヶ月/年） 【昇給】年 1 回
【加古川市保育士等就労支援一時金】 初年度 30 万円、以降 2～5 年目 20 万円、6 年目 30 万円 6 年最大 140 万円
【福利厚生】 厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険・退職金制度・
借り上げ社宅（加古川市制度：5.5 万円まで実質家賃補助、年数制限あり）
【通勤条件】 1 時間程度以内 自宅外通勤：可 マイカー通勤：可（駐車場代は無料です）
【交 通 費】 全額または上限 15,000 円支給（規定による）
採用方法
【試 験 日】

随時受付の上、日程調整 ☆試験を希望される方は、ご連絡下さい。

【提出書類】

履歴書・資格証写し
（新卒者は以下も）成績証明書・卒業見込証明書・資格取得見込証明書・健康診断書・推薦状

【事前見学】 可（事前連絡必要） ☆是非見学にお越しください！
【提出方法】

大学一括郵送もしくは本人応募（要事前連絡）

【選考方法】 面接 ★人物重視 （新卒者はピアノ、読み聞かせ等の実技あり。）
【携 行 品】 筆記用具・各自必要な物（絵本・楽譜）を持参して下さい。
【採否連絡】 本人及び学校に通知します。
【送 付 先】 （福）夢の会 あおば保育園 園長 勝亦（ｶﾂﾏﾀ） 宛
〒675-0067 加古川市加古川町河原 228 番地の 1
電話 079-454-1230

