
新型コロナウイルス感染拡大をふまえ、

５/１６（日）予定の実地開催は中止となりました。当

日参加を予定していた事業者の

求人情報等を掲載しています。



※法人名50音順

No 法人名 ヨミガナ

1 (福)愛誠会 アイセイカイ

2 (福)愛誠福祉会 アイセイフクシカイ

3 (学)市川学園 イチカワガクエン

4 (一社)A-TRUCK エートラック

5 (学)奥野木学園 オクノキガクエン

6 (学)おさなごのにわ オサナゴノニワ

7 (福)カメリア カメリア

8 (株)橘花会 キツカカイ

9 (福)きぼうの樹 キボウノキ

10 (株)こどもの森 コドモノモリ

11 (学)近藤学園 コンドウガクエン

12 (福)七和福祉会 シチワフクシカイ

13 (学)千葉明徳学園 チバメイトクガクエン

14 (株)ニュー・クックリーフ ニュー・クックリーフ

15 (学)堀内学園 ホリウチガクエン

16 (株)みんなの保育園 ミンナノホイクエン

17 (株)メーティス・リル メーティス・リル

18 (学)山崎学園 ヤマザキガクエン

19 (学)ユアサ学園 ユアサガクエン

20 (資)ライフコミュニケーション ライフコミュニケーション

21 (福)若恵福祉会 ワカエフクシカイ

令和3年5月6日現在

幼保就職ナビ　in いちかわ　冊子目次
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① ②

① ②

① ②

フリガナ シャカイフクシホウジン　アイセイカイ 施設
類型 保育所法人名 社会福祉法人　愛誠会

メールアドレス
施設体験 可 上村／竹内 03-6712-1418 ai-jimu@swc-aisei.or.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
（仮称）セレン保育園 7:00～19:00 本行徳1266番外（番地未定）
（仮称）児童発達支援センター セレン学園 9:00～16:00 〃

令和4年4月　妙典駅に『新設園』がOPEN
◆子どもを第一に玩具や絵本、食事等、環境を大切にします。
◆広い園庭、畑、周りには公園など自然あふれる環境があります！
◆屋内には温水プールを完備！
◆併設する児童発達支援センターの子どもと共に育つ環境！

『一人ひとりの子どもたちを丁寧に保育したいから、一緒に働く職員も大切にし
たい、というスタンスです。
”経験がなくても子どものことを考えた発言が自由にできる！”
セレン保育園の保育の土台作りに力を貸して下さい！』

必要資格 栄養士 調理師

※業績及び本人能力等による寸志あり

募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等） シフトローテーション、週休2日制、年末年始休暇有、産育休制度有、育児・介護休業制度有

募集状況 その他 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 2人

給与 時給 1400円～ 賞与

募集年齢

募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士 その他

給与 月給 201,020円～ 賞与 有り 3.0月（前年度実績）

求人
②

求人
①

募集状況 その他 雇用形態 正規職員 募集人数 10人

その他（福利厚生等） シフトローテーション、週休2日制、年末年始休暇有、産育休制度有、育児・介護休業制度有

有り

No 1

求人
③

募集状況 その他 雇用形態 正規職員 募集人数

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号

その他（福利厚生等） シフトローテーション、週休2日制、年末年始休暇有、産育休制度有、育児・介護休業制度有

給与 月給 200,000円～ 賞与 有り 3.0月（前年度実績）
募集職種 栄養士

mailto:ai-jimu@swc-aisei.or.jp
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この太線枠内に自由に記載してください。
事業所ＰＲ

① ②

① ②

① ②求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

募集年齢
募集職種 必要資格

その他（福利厚生等）

求人
②

募集状況 雇用形態 募集人数

給与 賞与 有り

求人
①

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 3人 募集年齢 ～40歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士
給与 月給 (短大卒）163,000+諸手当（大卒）171,000+諸手当 賞与 有り 4.3ヶ月分(令和２年度実績）

その他（福利厚生等） 健康保険、厚生年金、雇用保険、退職共済、労災保険、初年度有休日数10日他、夏季特別休暇５日。

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 三浦 047(359)0378 info@kakemama.jp

No 2
フリガナ しゃかいふくしほうじん　あいせいふくしかい 施設

類型 保育所法人名 社会福祉法人　愛誠福祉会

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
かけまま保育園 7:00～20:00 市川市欠真間２丁目２５番８

子ども達が心身ともに健康に育ち、園生活を楽しめるよう、

１人ひとりの気持ちを温かく受け止め、個々を大切にした

保育をしています。

正規職員・・１９名

短時間保育士・延長保育職員・・１２名

シフト勤務・・月・８～９回

会議も日中に行うため残業が少なく、有休も

取りやすい体制が整っています。

南行徳駅から徒歩１０分です。

只今、園舎建て替え工事中で、令和4年3月完

成予定です。

mailto:info@kakemama.jp


定員
180
100

法人ＰＲ欄

ひとりで頑張るのではなく、助け合いながら頑張れる。私たちの職場はそれが自慢です！

【市川学園幼稚園のアピールポイント（先生たちより）】
・駅から近い！（ＪＲ本八幡駅：徒歩10分、京成八幡駅：徒歩5分）
・先生同士がとにかく仲が良い。お互いの良い所を認め合っている。

・園の雰囲気が明るく、温かい。

【市川学園第2幼稚園のアピールポイント（先生たちより）】
・1学年1クラスのアットホームな幼稚園ですので、クラスを超えて全園児を先生みんなで見ています。
・良い意味で保護者と先生との距離が近いです。
・先生同士、仲が良い（お互いクラスを超えて助け合う）

・車通勤も可能（駐車場あり）

① ②

① ②

① ②

No 3

求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数

求人
②

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人

その他（福利厚生等） 契約更新後、毎年昇給あり

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号

募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

～25歳
募集職種 幼稚園教諭 必要資格 幼稚園教諭 保育士

年間有給休暇20日、週休2日制、夏季及び年末年始休暇有、産育休制度有

募集状況 R2年度 雇用形態 正規職員 募集人数 1人

給与 月給 213,500円（一種免許取得者、各種手当て含む） 賞与 有り

メールアドレス
施設体験 可 白金　顕 ０４７－３３９－１５３１ daini-yochien@ichigak-net.ed.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
市川学園幼稚園 7：30～18：00 八幡５－１－１０
市川学園第2幼稚園 7：30～18：00 東菅野４－１３－１

フリガナ ガッコウホウジン　イチカワガクエン 施設
類型 幼稚園法人名 学校法人市川学園

　市川中学校、高等学校を母体に市内には2つの付属園があります。ひとりひとりを良く見てその個性を尊重し、良い所を伸ば
していくという「よく見れば精神」を大切にし、先生同士もお互いの良い所を認め合いながら毎日楽しく保育をしています。
子どもたちの遊ぶ姿をじっと見つめていると、沢山の可愛らしい姿、そして子どもたちならではの魅力ある発想や気づきに出会う
事ができます。その一つ一つを大切にしながら子どもたちの成長につなげていきたい・・・そんな思いを教員同士で共有しながら
毎日の保育をすすめています。良い保育をするためには、連携を取り合いながら良い人間関係の中で気持ちよく働く事。

・研修等学びの機会に恵まれている（付属園合同研修年1回、その他夏休みを中心に希望制にて自己研鑽用の研修あり）

・研修等学びの機会に恵まれている（付属園合同研修年1回、その他夏休みを中心に希望制にて自己研鑽用の研修あり）

処遇改善手当あり（令和2年度実績・初任者支給年額：43万円）、交通費全額支給（実費）
その他（福利厚生等）

募集年齢 ～50歳
募集職種 幼稚園教諭 必要資格 幼稚園教諭
給与 時給 1,300円～ 賞与 無し

年間4ヶ月（初年度2.66ヶ月）

募集年齢

mailto:daini-yochien@ichigak-net.ed.jp
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① ②

① ②

① ②

フリガナ ｲｯﾊﾟﾝｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝｴｰﾄﾗｯｸ 施設
類型 保育所　小規模保育事業法人名 一般社団法人A-TRUCK

しゃりっこキッズ保育園 7：15~19：15 堀之内3-18-25グリーンマノリアル2階

メールアドレス
施設体験 可 佐倉 047-712-1682 a-truck@shari.info

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
北国分駅前しゃりっこ保育園 7：15~19：15 堀之内3-18-25グリーンマノリアル2階

北国分駅前第二しゃりっこ保育園 7：15~19：15 堀之内3-26-31

募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士

給与 月給 短大卒　21万　大卒22万 以上 賞与 有り 年３回（４か月）

募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等） 勤務時間に応じて社会保険　労働保険　厚生年金加入　昇給あり

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人

給与 時給 1000円～ 賞与 有り

募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

No 4

求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数

求人
②

求人
①

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 2人

その他（福利厚生等） 社会保険完備　退職金　借上げ制度　交通費全額支給　車通勤可

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号

働くみんなが主体的に考えること。
子ども達と『楽しい』を共有するこ
と。
を大切にしています。

２０代から７０代まで、男性保育士、男
性職員も複数在籍しています。
シフトはローテーションで、希望を優先しま
す。
有給休暇もしっかりとれます。
定期的な園内、園外研修でスキルアップして
います。
多彩な地域活動で、地域の方と交流をしてい

mailto:a-truck@shari.info
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毎日、元気な子どもたちとの生活やたくさんの行事を通して、子ども一人ひとりをしっかり理解するよう努めています。
『子どもたちから「明日も幼稚園でみんなで遊びたいなぁ」と思ってもらえる幼稚園でありたい』
この考えを大切に毎日子どもたちと生活しています。

大町不二幼稚園の内容は、ＨＰをご覧ください。　　https://oomachi-fujiyo.com/

① ②

① ②

① ②

市川市の最北部、松戸市との市境にある幼稚園です。
最寄り駅は、北総鉄道「松飛台」駅、徒歩２分です。
幼稚園開園当時、周辺は市川市市営団地、梨畑、山林でしたが、北総鉄道の開通により人口が増加してきた地

2021年度の在園児数は、3歳児2クラス約50名、4歳児3クラス約70名、5歳児3クラス約60名です。

No 5

求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数

求人
②

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 1人

その他（福利厚生等）

募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

必要資格

その他（福利厚生等）

募集状況 雇用形態 募集人数

給与 賞与

募集年齢
募集職種

募集年齢 ～25歳
募集職種 幼稚園教諭 必要資格 幼稚園教諭 保育士
給与 月給 学園規定による 賞与 有り

メールアドレス
施設体験 不可 奥野木正彦 047（337）8337

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
大町不二幼稚園 8:00 市川市大町103

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号

フリガナ ｵｸﾉｷﾞｶﾞｸｴﾝ 施設
類型 幼稚園法人名 奥野木学園
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昭和6年シゼンヨーチエンは「地蔵山」と呼ばれる松林の中、掘れば掘るほど綺麗な砂の出て来る土地に設立されました。
以来園児たちは、四季折々に咲く花を眺めながらかけっこをしたり、虫を探したり、木の実を拾ったりしながら元気に遊び
園舎の中では、子供たちは上履きを履かず、座ったり転んだり、木のぬくもりを感じながら楽しく遊んでいます。
全学年１クラス30名ずつ、職員パート総勢18名のアットホームな幼稚園で一緒に楽しい日々を過ごしませんか。
JR市川駅、京成電鉄市川真間駅に近く、通勤も容易です。

① ②

① ②

① ②

No 6
フリガナ がっこうほうじん　おさなごのにわ　 施設

類型 幼稚園法人名 学校法人　おさなごのにわ

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
自然幼稚園 9:00～14:00 市川市市川1-24-21

ホームページ：https://ichikawashizen.wixsite.com/osanagononiwa/blank-8
メールアドレス

施設体験 可 新田 047-322-4095 shizenyouchien@outlook.jp

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員

給与 月給 244 ,000～249､000円（手当含む）

募集人数

その他（福利厚生等） 原則自宅通勤とするが、園が認めて住宅を賃貸する場合は住宅手当支給します。

2人 募集年齢 新卒のみ
募集職種 幼稚園教諭 必要資格 幼稚園教諭 保育士

賞与 有り 通勤手当は別途支給

求人
②

募集状況 雇用形態

その他（福利厚生等）

募集年齢
募集職種 必要資格

募集人数

給与 賞与

求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格
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コロナ禍においても
「なりたい自分」になれるんだ。 職員で意見を出し合い、

   HPhttps://www.ajisai-hoikuen.jp/ 子どもの未来はひとつじゃない！ 行事の在り方を工夫しています。
園内動画配信中！ 「なれるもの」より「なりたいもの」に。 左上は昨年の夏祭りです。

子どもの可能性は無限大！

① ②

① ②

① ②求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等）

求人
②

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 2人

給与 時給 1,200～ 賞与 無し

求人
①

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 2人 募集年齢 ～60歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士

給与 月給 203,300円～経験年数（手当含む） 賞与 有り 年2回
その他（福利厚生等） シフトローテーション、週休2日制、夏季及び年末年始休暇有、産育休制度有、住宅手当

あじさい保育園 7:00～20:00 市川市妙典5－12－16

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 村上律子 ０４７-３５９－８２３１ murakami@ajisai-hoikuen.jp

No 7

妙典駅より、徒歩8分にある、
開園
して10年目の園です。公園に
隣接しており、落ち着いた環境
にあります。現在職員は30名。
保育士は20代から60代まで各
年齢います。病後児保育、子
育て支援室もあり、毎日、明る　　　　　　　　　　　　主な年間行事

4月　進級式　　懇談会　　10月　　運動会・芋ほ
り
5月　クラス遠足　　　　　　　11月　　お店屋さん
ごっこ
6月　あじさいＷＥＥＫ　　 12月　　もちつき
7月　地域夏祭り　　　　　　　1月　　交通安全教

長崎県大村市に
本部「社会福祉法人カメリア」が

あります。宮城の大崎市にも姉妹園が
あり、年に1度担任交流を3県で交代

で行っています。（昨年は中止）

フリガナ シャカイフクシホウジン 施設
類型 保育所

法人名 社会福祉法人カメリア

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所

mailto:murakami@ajisai-hoikuen.jp
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ベアキッズ保育園は、2019年4月に開園した保育園です。JR総武線『下総中山駅』より徒歩8分、京成線『鬼越駅』より
徒歩6分程の場所に位置し、アクセス便利な立地条件です。

ベアキッズ保育園では、「子供の成長、健康な人格育成」を第一に考え、成長していく子ども達にとって適切な環境づくり
を行います。愛情を持って触れ合い、協調性や思いやりの心を育てる保育を行います。また、子どもの成長の様子を
丁寧に伝えるなどご家庭との連携を大切にし信頼関係を築いていきます。

私共の求人のポイントは下記になります。

①市の配置基準よりも多くの保育士を確保しています。人員に余裕を取り、キャリアアップ研修に参加、
　 有給休暇が取得しやすい環境をご用意しています。

②下記のお給料とは別に、入社後、リーダーに認定されでば、処遇改善等加算Ⅱ （5000円/月）の支給が別途あります。
　　年度末に経験年数、貢献度に応じて、処遇改善等加算Ⅰが別途支給されます。

（市処遇改善加算は月給に含まれています。）
③市川市保育士宿舎借上げ支援事業が利用可能です。 １戸につき月額75,000円（上限）の住宅が利用可能です。
　　利用条件は、保育士宿舎借り上げ支援事業制度に準じます。

保育園の様子がＨＰで確認できます。是非、ご覧になってください。
http://kikkakai.jp/
非常勤パートでは、子育て支援員の方も募集しております。

① ②

① ②

① ②

No 8

求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数

求人
②

求人
①

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 2人

その他（福利厚生等） 固定シフト可能、年末年始休暇あり、延長手当あり

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号

募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等） シフトローテション、年間休日120日（2022年度予定）、年末年始休暇あり、退職金休制度有

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 1人

給与 月給 205,000円～ 賞与 有り

募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士 看護師

給与 時給 1100円～ 賞与 有り

メールアドレス
施設体験 不可 橘　雅人 047-702-8712 m.tachi@kikkakai.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
ベアキッズ保育園 7:30～20：00 市川市鬼高2-13-16

フリガナ カブシキガイシャキッカカイ 施設
類型 保育所法人名 株式会社橘花会

http://kikkakai.jp/
mailto:m.tachi@kikkakai.jp
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① ②

① ②

① ②

開園14年目の、かいづか保育園です。
定員60名の、家庭的な雰囲気の中で職員が一丸となって子どもたちを見守っています。
担当制保育や異年齢保育を取り入れることにより、子どもたちの社会性・主体性を培い
生きる力（遊ぶ力・生活する力）を育む保育を目指しています。
園内は、子どもたちがのびのびと生活できるよう安全面・健康面を重視した環境設備を整えました。
子どもたちが、家庭にいるような安心感を持って過ごすことができる保育園であることを願っています。

ありのみ保育園は、住宅街の静かな中に500坪の園庭を持つ園です。
築山・土管・穴ぼこ・実のなるたくさんの樹木・野菜畑もあり、昆虫や植物との触れ合いがいっぱい。
「美しく強いこころとからだをもつ子ども」を保育目標に、子どもが本来持っているやりたいことを
見つける力、やりとげようとする力を信じて、環境を整えたくさんの経験ができるよう配慮して
います。おとなは子供のできないところを、手伝う存在でありたいと考えています。

フリガナ ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝｷﾎﾞｳﾉｷ 施設
類型 保育所法人名 社会福祉法人きぼうの樹

メールアドレス
施設体験 可 松丸　健太郎 047-318-5766 mail@kaizuka-hoikuen.or.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
ありのみ保育園 7：00～20：00 市川市下貝塚1-3-23
かいづか保育園 7：00～19：00 市川市下貝塚3-9-3

募集年齢 新卒のみ
募集職種 保育士 必要資格 保育士
給与 月給 大卒　199,334円　短大専門卒　186,338円 賞与 有り 3ヶ月

募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等） 社会保険・厚生年金・労災保険・雇用保険・退職共済

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数

給与 月給 要相談 賞与 有り

募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

No 9

求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数

求人
②

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数

その他（福利厚生等） 社会保険・厚生年金・労災保険・雇用保険・退職共済

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号
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こどもの森グループ って？？
☆「自分の子どもを入れたい園にする」を大切に、保育園を創っています。
☆30年以上の歴史があり、運営施設は２００施設以上！アットホームな小さな園から200名近い大きな園まで様々。
子どもたち、保護者、地域の特性を活かし、先生たちが心から楽しんで保育がでできる、個性あふれる園づくりを大切にして
います。
☆保育園は子どもたちにとって「第二のおうち」です。
こどもの森では、「見守る保育」「のびのび過ごせる環境設定」を軸に、子どもたち一人ひとりのやる気・興味を大切に
しています。

緑あふれる木々の自然が優しい街並みの市川市にはこどもの森グループの園が４園あります！
こどもたちが体を動かして遊びこめる環境設定や室内遊具、どこの園も魅力が一杯です！
また、先輩から後輩への丁寧に仕事を教えたり、相談や悩みを聞いたりと人間関係も良好です。
国家試験合格の方や、幼稚園・小学校教諭免許のみの方、実務未経験の方も歓迎です！
ぜひお話を聞いて下さい。皆様との素敵な出会いを楽しみにしております！

① ②

① ②

① ②

フリガナ カブシキカイシャコドモノモリ 施設
類型 保育所法人名 株式会社こどもの森

まなびの森保育園本八幡 7:00～20:00 市川市南八幡１－３－１
まなびの森保育園妙典 7:00～20:00 市川市妙典６－１－１３

メールアドレス
施設体験 可 大淺 ０４２－５７１－４５３６ job@kodomonomori.co.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
まなびの森保育園市川 7:00～20:00 市川市大洲４－１８－４
まなびの森保育園行徳 7:00～20:00 市川市行徳駅前３－７－９

募集年齢 ～60歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士 幼稚園教諭
給与 月給 ２００，０００円～ 賞与 有り 3.00月（前年度実績）

募集年齢 ～60歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士 幼稚園教諭

その他（福利厚生等） 7時から20時の間の５時間以上、週２日から。

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人

給与 時給 1,080円～ 賞与 無し

募集年齢

その他（福利厚生等） 保育補助や調理のお仕事です。時間帯、日数については応相談。
給与 時給 930円～ 賞与 無し

～60歳
募集職種 その他 必要資格

No 10

求人
③

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人

求人
②

求人
①

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 1人

その他（福利厚生等） 4週８休制（月に１～２回程度土曜出勤あり）

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号

mailto:job@kodomonomori.co.jp
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　　☆幼稚園概要☆
・昭和56年開園の千葉県公認幼稚園で、令和2年度より施設型給付（新制度）に移行しました。
・広い園庭があり、こども達がのびのびと活動しています。

　　☆目指している職場環境☆
幼稚園の職場環境は、どのようなものだと想像するでしょうか？　すでに教育実習に行かれて、その雰囲気を
体験された方もいらっしゃることと思います。
塩浜幼稚園では、しっかりと幼児教育を行いつつも、各教員のプライベートの時間も大切にしたいと考えていて
業務の見直しと、慢性的に退勤時間が遅くならないように職場環境の改善に取り組んでいます。

　　☆募集する求人について☆
・令和3年度に向けては担任教諭の募集、令和2年度中は補助教諭の募集を行います。
・勤務時間は8:20～18:35ですが、変形労働制のため16:30以降は退勤可能です。
・年間の休日は約130日で、これ以外に有給休暇を5日以上取得していただきます。
・夏休みは交代制で出勤し、預かり保育をみていただきます（夏休み中の交代出勤は5日間程度です）。
・教育手当、勤勉手当、交通費（全額支給）、バス手当、預かり保育手当など、様々な手当があります。
・ホームページアドレス：https://shiohama-youchien.ed.jp/

① ②

① ②

① ②

No 11

求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数

求人
②

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 3人

その他（福利厚生等） 週休2日制　夏季・冬季休暇有　私学共済加入　雇用・労災・独自保険加入

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号

募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

1年目3ヶ月　以降4.7ヶ月

募集年齢 ～30歳
募集職種 幼稚園教諭 必要資格 幼稚園教諭

その他（福利厚生等） 週休2日制　夏季・冬季休暇有　私学共済加入　雇用・労災・独自保険加入

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 1人

給与 月給 206,000～250,000円（R2実績） 賞与 有り

募集年齢 ～30歳
募集職種 幼稚園教諭 必要資格 幼稚園教諭
給与 月給 206,000～250,000円（R2実績） 賞与 有り 1年目3ヶ月　以降4.7ヶ月

施設名称 開園時間 住所
塩浜幼稚園 8：00～17：30 塩浜4-2-28-101

♪塩浜幼稚園で働きませんか？♪

皆様のお越しを、ブースでお待ちしております♫

フリガナ ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝｺﾝﾄﾞｳｶﾞｸｴﾝ 施設
類型 幼稚園法人名 学校法人近藤学園

メールアドレス
施設体験 可 近藤喜盛 047-399-2578 shiohama_ps@jcom.zaq.ne.jp

市川市内
施設情報
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スローガン「あしたを創る笑顔のちから」 園目標
１．心身ともに、のびのびと元気な子
２．思いやりのある子
３．自分で考えて行動できる子

を応援する保育園でありたいと願っています。

笑顔で仕事に向かえる為には

百合台保育園には、20代から７0代

① ②

① ②

① ②

No 12
フリガナ シャカイフクシホウジンシチワフクシカイ 施設

類型 保育所法人名 社会福祉法人　七和福祉会

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
百合台保育園 7:15～19:15 曽谷3－11－1

給与 月給 224,908円～ 賞与 有り 4.0カ月
その他（福利厚生等）

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号 メールアドレス
施設体験 可 西野 047-374-0789 yuridai@ia1.itkeeper.ne.jp

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 2人 募集年齢 ～40歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士 幼稚園教諭

シフトローテーション・夏季、年末年始、リフレッシュ休暇、産休育休有り・永年勤続表彰あり

求人
②

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人

給与 時給 1,200円 賞与 無し

募集年齢 ～60歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等）

求人
①

求人
③

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人 募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 時給 1,500円 賞与 無し

～40歳
募集職種 看護師 必要資格 看護師

関わる仕事をしているので、人柄を
大事にしています。

園の畑で野菜を育て、収穫を楽しんで
自分の好きなことをしたり、ゆっ
くりと休むことが必要です。リフ
レッシュ休暇をとって旅行に行っ
たり、残業もほとんどないので
プライベートが充実できます。
また、子育て真っ最中の職員
も多く在籍しています。

います。毎日の水やりや草取り等のお世
話も、すすんでやろうとするこどもたち。
いきものや植物に触れることや、五感を使
って様々な素材にふれ、わくわくするような
体験をたくさんできるようにしています。
新卒の職員には、先輩が指導係として
つくので、安心して自分を磨いてください。

風にのって子どもたちの楽しそうな笑い声がいっぱいあふれています。
三角屋根の遊具が目印の、緑豊かな保育園。お池を渡る心地よい

昭和51年に創立し、35周年を機に
平成23年度全面改築しました。木の
ぬくもりを感じる温かい雰囲気の中で、
子どもたちの成長を見守っています。

まで幅広い年齢の職員がいます。
世代を超えて意見を出し合い、皆で
より良い保育を目指しています。人と

保護者の方や地域の方とともに子どもたちを受け止め、みんなの笑顔

mailto:yuridai@ia1.itkeeper.ne.jp
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３歳未満児の子どもたちの保育園です。
子どもたちひとりひとりの気持ち、こころを大切に、子どもが主体の保育をしています。
保育理念は、❝自分らしく生きる❞～子どもに関わる全ての人たちが～です。
ゆったりとした環境の中で保育をすすめているので、年齢は小さくても、
見通しを持った動きができる子どもたちに育っています。

駅型の保育園ではありますが、自然を呼び込もう！！をモットーに、植物をプランターで育て、
カタツムリやカニを飼って、成長を楽しんでいます。

子どもたちと、笑顔いっぱいで遊ぶ保育士からは、子どもたちのエピソードがたくさん出てきます。
保育のことを語りだすと止まりません！
もちろん仕事だけでなく、休憩中も話に花が咲き、笑い声が絶えない職場ですヽ(^o^)丿
休憩時間は、お菓子を囲んでワイワイガヤガヤと、とてもにぎやか！！
中にはお昼寝しちゃう職員もいたりと、くつろぎタイムになっています。
それだけ心がほぐれているので、先輩・後輩にとらわれず悩みや迷ったことを相談でき、互いを認め合い
補い合える関係ができています。

勤務時間は８時間、うち休憩1時間。残業は殆どなく、３０分刻みで有給休暇が取れるので
プライベートも充実します。

和気あいあいとした保育園♪皆さんも仲間入りしませんか？！

① ②

① ②

① ②

フリガナ ガッコウホウジン　チバメイトクガクエン 施設
類型 保育所法人名 学校法人　千葉明徳学園

メールアドレス
施設体験 可 丸山 047-318-0110 motoyawata@chibameitoku.ac.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
明徳本八幡駅保育園 7：00～20：00 市川市八幡2-11-2

募集年齢 ～30歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士
給与 月給 213,435～（手当含む・交通費別途） 賞与 無し 決算等の状況により支給（前年度有）

募集年齢
募集職種 必要資格

その他（福利厚生等）

募集状況 雇用形態 募集人数

給与 賞与

募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

No 13

求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数

求人
②

求人
①

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 2人

その他（福利厚生等） シフト制勤務・有給休暇（3年まで12日/年、以降20日/年）・産育休制度・特別休暇他

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号

mailto:motoyawata@chibameitoku.ac.jp
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① ②

① ②

① ②

フリガナ カブシキガイシャ　ミンナノホイクエン 施設
類型 保育所法人名 株式会社　みんなの保育園

メールアドレス
施設体験 可 仲村 047－321－6310 daisy-ichikawa@minna-no-hoikuen.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
デイジー保育園・市川市大和田 7：30　～　18：30 市川市大和田4－8－7

募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士
給与 時給 1,200円 賞与 無し

募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 その他

その他（福利厚生等） シフトローテーション・6ヶ月後有給休暇あり・ベネフィットステーション加入

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人

給与 時給 1,050円 賞与 無し

募集年齢

その他（福利厚生等） 勤務日数、勤務時間応相談
給与 時給 980円 賞与 無し

上限無し
募集職種 その他 必要資格 その他

No 14

求人
③

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人

求人
②

求人
①

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 2人

その他（福利厚生等） シフトローテーション・6ヶ月後有給休暇あり・ベネフィットステーション加入

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号

子どもの笑顔、保護者の笑顔
地域のみんなの笑顔がもっと輝くように

それがわたしたちの願いです。

デイジー保育園・市川市大和田

■ 一人ひとりの思いを大切に、個性を認めながら、心

身の豊かな発達を家庭と一緒に育んでいきます。

■ 自分を豊かに表現し、想像力を培い、協調性と思い

やりを育みます。

■ 地域の中で、育ち支え合う保育園として子ども達の

健やかな成長を目指します。

保育理念

保育目標

■ こころとからだが健康な子ども

■ 自分を大切にし、相手を思いやれる子ども

■ 生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、心身の

健康を培います。

■ 意欲的に取り組み、豊かに表現する子ども

■ 食事（食材）に関心をもち、食を楽しめる子ども

mailto:daisy-ichikawa@minna-no-hoikuen.jp
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法人ＰＲ欄
・福沢諭吉翁の

“独立自尊”を保育理念とし、

　“自分で考え、自分の意志で行動できる思いやりのある子ども”を育てます。

・保育士も、自分がやりたい事ができる、やりがいのある楽しい職場作りを目指しています。

・いろいろな国の外国人ティーチャーと、子どもたちと一緒にコミュニケーションが取れます。

　（子どもたちは日々の保育の中で自然に英語の力がつきます）

・カリキュラムの中にプログラム教育があります。

（リトミック、体操、演劇表現、英検ジュニア）

・法人の保養施設（ハワイ、千葉県旭市）を家族や友人と利用できます。

　お誕生月には美味しいケーキのプレゼント、楽しいこといっぱいです！

・法人の畑（千葉県旭市）があり、子どもたちと野菜収穫をして

　食育を楽しんでいます。

① ②

① ②

① ②

方針
特徴

仕事の
魅力

・毎年の海外研修にて、保育園を視察し、体験実習を行ない
グローバルな視野を広めています（ハワイ・オーストラリア）

・親睦会、慰安旅行、ホテルでの忘年会、

フリガナ カブシキガイシャ　ニュー・クックリーフ 施設
類型 保育所法人名 株式会社　ニュー・クックリーフ

メールアドレス
施設体験 可 赤堀　菜々 047-359-7700 wakaba-gyotoku@newkukleaf.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
若葉インターナショナル幼保園　行徳園 7：00～20：00 行徳駅前1-3-14

募集年齢 ～60歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士
給与 月給 220,000（短大・専卒）・230,000（4大卒）～ 賞与 有り 年3回（3～4ヶ月分）

年3回（3～4ヶ月分）

募集年齢 ～60歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士

その他（福利厚生等） 中途採用の場合は、経験を考慮いたします。福利厚生などは上記①と同じ。

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 1人

給与 月給 220,000（短大・専卒）・230,000（4大卒）～ 賞与 有り

募集年齢

その他（福利厚生等） 交通費支給（上限20000円）・午後勤務の方優遇！！
給与 時給 ①1200円～　　②1000円～ 賞与 無し

上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士 その他

No 15

求人
③

募集状況 R3年度 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人

求人
②

求人
①

募集状況 随時 雇用形態 正規職員 募集人数 2人

その他（福利厚生等） 就職祝い金支給・宿舎借上げ制度（最大75000円の月額家賃補助）・社保完備・退職金制度（勤続2年以上）

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号

急募!!
午後パート保育士

正規保育士

園内をご案内後は、会社がどんなことに力を入れてきたか、職員の思い

をどういう風に取り入れているか、あなたがやりたい保育などをお話さ

せて頂きます。特に、職員の為の福利厚生の充実、様々な研修内容等を

お話致します。総括園長が直接、【若葉インターナショナル】の理念や

想い、社風について詳しくお話致します。日程等のご案内は、保育園ま

でお問い合わせください。予約受付中です！感染予防対策も万全！！

mailto:wakaba-gyotoku@newkukleaf.jp
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法人ＰＲ欄　新しい環境の中で教育・保育活動を実施いたします
　　　　　　　　　　　　　【幼保連携型認定こども園　鬼高幼稚園の概要】

【所　在　地】千葉県市川市鬼高3-14-18　ＪＲ下総中山徒歩12分
【予定対象児】１歳児（12名）、２歳児（12名）、満3歳児（15名）3～5歳児（1８0名）
　　　　　　　　　※1号児135名、2号児60名、3号児24名
【予定開園時間】午前７時３０分～午後６時３０分（早番・中番・中遅番・遅番シフト勤務体制）
【職員体制】理事長１名、園長1名、副園長1名、保育教諭16名、教諭補助7名、事務2名、バス運転普1名
　　　　　　　　※その他に体育指導講師2名、音楽指導講師1名、陶芸指導講師1名
【クラス編成・在園児数】※（　）内は担任数　　　※令和3年4月1日現在
【5歳児】：55名　　まつ28名（1）・た　け27名（1）＋　学年補助１名
【4歳児】：56名　　もも28名（1）・さくら28名（1）＋　各クラス補助１名
【3歳児】：58名　　うめ29名（1）・あんず29名（1）＋　各クラス補助２名
【2歳児】：ちゅーりっぷ12名（1）＋補助2名　　　　【1歳児】：たんぽぽ6名（1）＋補助2名
【仕事内容】
1年目の先生の主な仕事は、クラスの副担任としての補助になります。
また、状況によってはバスの添乗や預かり保育を行うこともあります。
その他の仕事として、当番業務、園内の清掃などがあります。
子ども一人ひとりの個性を大切にしながら、集団の成長を促し人的・物的な望ましい保育環境を整え健全な発達、
成長を助長し保育を行います。ぜひ、裸足になって子ども達と園庭で思いっきり泥んこ遊びを楽しんで下さい。
きっと子ども達の成長の早さに驚かされたり、感動させられたり、子ども達から沢山のことを学び癒される毎日でしょう。
【職場環境】
明るく元気で暖かみのある教職員が毎日熱心に指導しています。
新卒から就園した20代の先生から子育て中の30代、40代の先生と幅広い先生が活躍中です。
職員が一丸となって意見を出し合いながら、より良い保育、園づくりに向けて奮闘しています。
令和3年度より新園舎に建て替え、新たな環境で保育を実践することができます。
【幼稚園への就職を考えている学生へのメッセージ】
子ども達は、保育者が心を込めて触れ合えば必ずその愛情に応えてくれます。
一生懸命育んだこども達が立派に成長し卒園する時の感動は、この仕事でしか　味わえない充実感があります。
みなさんが学んだことを鬼高幼稚園で一緒に活かしてみませんか。気楽に園見学等、遊びに来てください！

① ②

① ②

No 16

求人
②

求人
①

募集状況 随時 雇用形態

その他（福利厚生等） シフト勤務制、夏季・冬季・春季休暇あり、私学共済（年金・保健）、雇用、労災、退職金制度あり

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号

その他（福利厚生等） シフト勤務制、雇用、労災
時給 学園規定による 賞与 無し

募集状況 その他 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 募集年齢 ～40歳
募集職種 保育教諭 必要資格 幼稚園教諭 保育士

給与 月給 学園規定による 賞与 有り

2人

給与

募集年齢 ～40歳
募集職種 保育教諭 必要資格 幼稚園教諭 保育士

正規職員 募集人数 2人

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
幼保連携型認定こども園　　鬼高幼稚園 7：30～18：30 市川市鬼高3-14-18

メールアドレス
施設体験 可 渕岡 047-370-6583

フリガナ ガッコウホウジン　ホリウチガクエン 施設
類型 認定こども園法人名 学校法人堀内学園
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法人ＰＲ欄
２０２１年４月新規開園予定です。
小規模保育園から卒園児の受入れ前提の保育園です。

リトミック、英会話、体操、モンテッソーリ教育等の幼稚園に近い教育プログラムを用意しています。

特に３歳児以上の保育に興味ある保育士の方には適している保育園です。

職場は本八幡駅にすぐ近くです。
ビルは耐震性に優れたビルで、外観も保育園とはわからないようなデザインのビルです。

既存園でも多くのパートの方の協力に支えられています。
・お子さんの急な体調不良　お休みください
・短い時間の勤務　大丈夫です
・扶養内また扶養内から外れる　大丈夫です調整します
・小学校の休校　コロナの影響により休校した方のお給料は元のシフト分100％払っています
・出産と育休、復帰　既存園でも産休育休を取得し復帰した保育士がいます
・パートでも社保加入、有給休暇あり、正社員登用ありです

① ②

① ②

① ②

フリガナ カブシキギシャメーティス・リル 施設
類型 保育所法人名 株式会社メーティス・リル

メールアドレス
施設体験 可 垣本 090-2325-2869 kakimoto.rin@metis-rire.com

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
スクルドエンジェル保育園　本八幡園 7:00～20:00 南八幡3-14-17　billaina2階

募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士
給与 時給 1220～ 賞与

募集年齢
募集職種 必要資格

その他（福利厚生等）

募集状況 雇用形態 募集人数

給与 賞与

募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

No 17

求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数

求人
②

求人
①

募集状況 その他 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人

その他（福利厚生等） 労災保険、雇用保険、健康保険、年金、医療保険

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号

mailto:kakimoto.rin@metis-rire.com
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① ②

① ②

① ②

No 18

求人
③

募集状況 その他 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人

求人
②

求人
①

募集状況 その他 雇用形態 正規職員 募集人数 2人

その他（福利厚生等） １年単位の変形労働時間制、夏季及び年末年始、春季休暇有

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号

募集年齢

その他（福利厚生等） 週休２日制、夏季及び年末年始、春季休暇有
給与 時給 1,200円 賞与 無し

上限無し
募集職種 その他 必要資格 保育士

募集年齢 上限無し
募集職種 幼稚園教諭 必要資格 幼稚園教諭

その他（福利厚生等） 週休２日制、夏季及び年末年始、春季休暇有

募集状況 その他 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人

給与 時給 1,200円 賞与 無し

募集年齢 ～30歳
募集職種 幼稚園教諭 必要資格 幼稚園教諭
給与 月給 211,000～270,000円 賞与 有り 3.85ヶ月(２年度実績)

メールアドレス
施設体験 可 事務長・山﨑 047-373-2201

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
いなほ幼稚園 8：00～17：30 国分３－４－１２

フリガナ ガッコウホウジン　ヤマザキガクエン 施設
類型 幼稚園法人名 学校法人　山崎学園
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① ②

① ②

① ②

No 19

求人
③

募集状況 R3年度 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人

求人
②

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 2人

その他（福利厚生等） 私学共済、退職金、雇用保険、労災

施設見学 可 問合先 担当者名 電話番号

募集年齢

その他（福利厚生等） 労災
給与 時給 時給1120円 賞与

～40歳
募集職種 調理員 必要資格 栄養士

初年度２次年度４

募集年齢 ～40歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士 幼稚園教諭

その他（福利厚生等） 私学共済、退職金、雇用保険、労災

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 2人

給与 月給 基本給186000手当48900 賞与 有り

募集年齢 ～40歳
募集職種 幼稚園教諭 必要資格 幼稚園教諭 保育士
給与 月給 短大卒220000大卒５０００UP 賞与 有り 初年度2．次年度４

メールアドレス
施設体験 可 櫻庭公子 ０４７－３３８－１６６１ wakatake_0405@yahoo.co.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
わかたけ幼稚園 9:００～１４：３０ 市川市北方町４－１７９８
wakatakeわんぱくgarden 7:30～１８：３０ 市川市北方町４－１８００－３１

フリガナ ガッコウホウジンユアサガクエン 施設
類型 幼稚園　小規模保育事業法人名 学校法人　ユアサ学園

ひとりひとりを大切に育てる。

子どもたちに必要な環境を整え、一人一人を大切に、発育を促すプログラム

を実施します。ユアサ学園は地域社会と連携し子どもたちの健やかな成長を

手助けすることを教育理念とし、日々努力しています。

🌸🌸どちらも少人数の職場です。みんなが和気あいあいと笑いの絶えない明

わかたけ幼稚園 wakatakeわんぱくgarden

mailto:wakatake_0405@yahoo.co.jp
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法人ＰＲ欄
事業所ＰＲ

① ②

① ②

① ②

フリガナ ゴウシガイシャ　ライフコミュニケーション 施設
類型 保育所　小規模保育事業法人名 合資会社ライフコミュニケーション

メールアドレス
施設体験 長谷川　雅也 043-445-7615 g-saiyou@doumu-jidou.com

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
童夢ガーデン市川 7:00-20:00 市川南4-2-19
童夢ガーデン本八幡 7:00-19:00 東菅野3-18-10-1F

電話番号

募集年齢 ～60歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士
給与 月給 236,000 賞与 有り

その他（福利厚生等） 週2日からでもご応募下さい♪

募集状況 R3年度 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 2人

給与 時給 1,100 ~ 1,500 賞与

募集年齢 ～60歳
募集職種 保育士 必要資格 保育士

募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 賞与

募集職種 必要資格

No 20

求人
③

募集状況 雇用形態 募集人数

求人
②

求人
①

募集状況 R3年度 雇用形態 正規職員 募集人数 2人

その他（福利厚生等） 社保完備　宿舎借上げ制度を利用した住宅補助あり。

施設見学 可 問合先 担当者名

小規模保育事業所

童夢ガーデン 本八

認可保育園

童夢ガーデン 市川

子どもの気持ちに寄り添える方を募集しております♪

・産休・育休の取得率１００％ ・扶養内勤務も相談可

・グループ内の託児制度あります♪

・2年目以降に海外研修あり（GUAM）

童夢ガーデンの

ホームページは

こちらから♪

市川市の園をご紹介

mailto:g-saiyou@doumu-jidou.com


定員
60

法人ＰＲ欄

① ②

① ②

① ②

作ってみて、「上手くできた！　ダメだ、作り直そう！」　と皆が協力し、次の展開へ繋げること。
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求人
③

募集状況 随時 雇用形態 非常勤・パート 募集人数 1人

求人
②

求人
①

募集状況 その他 雇用形態 正規職員 募集人数 2人

その他（福利厚生等） 短大卒3年目年収406万円（R２年度実績）産休、育休。看護休暇。介護休暇。

施設見学

子どもの発案で

募集年齢

その他（福利厚生等）
給与 時給 保育補助 賞与

上限無し
募集職種 その他 必要資格

その他（福利厚生等）

募集状況 随時 雇用形態

「みんなで園庭に落とし穴を作ろう！」　　「園庭の地面を掘って秘密基地を作ろう！」
この遊びの中に
「こんな基地にしよう」 と意見を述べること。　「屋根はどうやって作る？」 と創意工夫をすること。

非常勤・パート 募集人数 1人

給与 時給 1，000円～1，200円。 賞与

募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士

募集年齢 上限無し
募集職種 保育士 必要資格 保育士 幼稚園教諭

給与 月給 短大卒216．670円　4大卒232．680円 賞与 有り 4.5か月

tokiwa2@dc4.so-net.ne.jp

市川市内
施設情報

施設名称 開園時間 住所
ときわ保育園 昭和52年 市川市若宮２－１9－１３

電話番号可 問合先 担当者名

ブースで是非、ご覧ください。

小学校までに育みたい、そんな学びが詰まっています。

子どもが子どもらしく、生き生きと

　そんな落とし穴PV。　暗がりの秘密基地内部動画を

令和３年度　非常勤・パート採用令和4年度　正規職員採用

「たくさん服を汚します、すり傷もたくさん作ります。それを理解してくれる保護者が通う保育園です。」

フリガナ 　　　　　　　　　　ワカエフクシカイ 施設
類型 保育所法人名 社会福祉法人若恵福祉会

メールアドレス
施設体験 可 大野・中村 047-332-3030

mailto:tokiwa2@dc4.so-net.ne.jp
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