2023 職員募集 2 次募集
社会福祉法人慈愛園
2023 年 4 月採用保育所保育士を募集します
赤ちゃんや子ども、お年寄り、障がいのある方など、助けを必要とする多くの人を支える。それが１０３年の
間、私たち慈愛園が続けてきたことです。
当園が運営する 3 つの保育所（愛光幼児園、ひかり幼児園、シオン園保育所）でも、それぞれの特徴を生
かしながら神様から与えられたいのちに感謝し、一人ひとりを大事にする保育を行ってまいりました。 また、そ
こで働く人々が大切にされ、家庭的な雰囲気の中で高度な専門性をもって働ける職場づくりにも取り組んで
きました。
今回、この 3 つの保育所で働く保育士を募集します。皆さんとともに働ける日を心待ちにしています。
＊慈愛園が運営する施設の概要は５ページ及び７ページや慈愛園ホームページをご覧ください。

■ 慈愛園だからこそ ☛ 大規模法人ならではの安定と安心があります
法人全体で約 380 人の仲間が働く大規模法人です。経営的にも安定しており、各種の制度も充実し
ていますので安心して働くことができます。

■ 慈愛園だからこそ ☛ 自分にあった職場（保育所）があります
3 保育所それぞれに特色ある保育を行っています。実習や見学が可能ですので、実際に訪問して自分
にあった保育所を見つけることができます（1 か所だけでなく 3 か所すべてを訪問することもできます）。

■ 慈愛園だからこそ ☛ 多彩な活躍の場とキャリアアップ・ルートがあります
保育所以外（例えば、子供ホーム、乳児ホーム、シオン園など）にも保育士の活躍の場があります。また、
本人の希望により、他の分野（老人福祉や障がい者福祉など）でキャリアを広げることも可能です。

■ 慈愛園だからこそ ☛ 充実した福利厚生制度があります
採用初年度から年次有給休暇を 10 日間取得（時間単位での取得も可）できるほか、慶弔時や災害
時などに利用できる有給の特別休暇制度や、出産・育児、介護をサポートするための各種制度も充実し
ています。
履歴書の送付や採用試験のお尋ねは
〒８６２－０９５４ 熊本市中央区神水 1 丁目 14 番 1 号
社会福祉法人慈愛園 本部事務局

電話０９６－３８３－４５１５ メール office@jiaien.or.jp

各園へのお尋ねや見学・実習の問い合わせは
＊シオン園保育所 電話 0968-62-0853

見学、体験実習大歓迎！
メール sionen-hoikusyo@voice.ocn.ne.jp

＊愛光幼児園

電話０９６－３６４－０１３４ メール aikou@beach.ocn.ne.jp

＊ひかり幼児園

電話０９６－３６４－１０７３ メール hikari-youjien@crocus.ocn.ne.jp
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保育所保育士募集内容
■ 募集職種及び募集人数
保育士（正職員） 若干名
＊応募の際に伺った本人の希望に基づき配属する保育所を決定します。
■ 給与等
〇初任給（月額）
短大卒・専門学校卒
基本給

４年生大学卒

158,300 円

１８０,７００円

給与改善手当

9,478 円

１０,８４２円

特殊業務手当

6,712 円

７,６６２円

２０，000 円

２０,０００円

9,000 円

９,０００円

203,490 円

228,204 円

処遇改善手当（月額換算の概算額）
新たな処遇改善手当（月額換算の概算額）
計

＊このほか、該当者に対しては通勤手当、住居手当、扶養手当などがあります。
〇賞与

年間 4.3 月分を支給（6 月と 12 月に分けて支給）
なお、採用初年度の 6 月分は勤務期間が短い（4 月から５月の２か月）ので支給月
数が少なくなります。

〇昇給

年 1 回 約２％程度

■ 勤務部署など
愛光幼児園、ひかり幼児園（いずれも熊本市）、シオン園保育所（荒尾市）のうち、本人が希望する保育
所に配属します。
＊ただし、希望者が各々の保育所の採用予定者数を上回る場合は、希望とは異なる保育所への配属を
お願いする場合があります。
■ 勤務時間や休日
〇勤務時間

平日 8：15～１７：００他、土曜 ８：３０～１７：１５他（実働 7 時間 45 分、休憩６０分）
シフト制勤務なので、早番・遅番など実際の勤務時間はこれと異なることがあります。

〇年間労働時間 2084 時間（前年度実績）
〇休日

日曜・祝祭日、年末年始。土曜は月 2 回程度休み

〇有給休暇

採用初年度から 10 日を付与
採用 2 年目以降は勤務年数や年間休暇取得日数に応じて付与日数が増加します。

〇時間外労働

月平均５～6 時間程度（すべて手当支払いの対象）
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■ 応募資格
保育士（幼稚園教諭免許があればなおよい）
■ 応募書類
①履歴書（写真添付）
②成績証明書（未開封のもの）
③卒業見込み証明書
④保育士登録の見込み証明書（必要に応じて幼稚園教諭免許の見込み証明書）
⑤配属先希望調書（本要項の 8 ページを使用してください）
■ 応募書類の提出先など
〇応募書類の提出先
〒８６２－０９５４ 熊本市中央区神水 1 丁目 14 番 1 号
社会福祉法人慈愛園 本部事務局

電話０９６－３８３－４５１５ メール office@jiaien.or.jp

〇応募書類の提出方法
郵送又は直接持参により提出してください。
＊郵送の際は、封筒表面の余白に「応募書類在中」と朱書きしてください。

〇応募書類の受付期間
2022 年 10 月 26 日（水）から 2022 年 11 月 25 日（金）
＊2022 年１１月 25 日（金）の 17 時までに慈愛園法人本部に到着するよう提出してください。
■ 採用試験など
〇採用試験期日
2022 年 12 月 4 日（日）を予定。詳細は別途、応募者にご連絡します。
〇採用試験の会場
慈愛園パウラスホームの地域交流スペース（熊本市中央区神水 1-14-1）を予定。詳細は別途、応募
者にご連絡します。
〇採用試験の内容
・面接
・小論文（テーマは採用試験当日に提示します）
〇合否の連絡
採用試験後、数日以内に受験者に対して文書で合否（採用内定の有無）を通知します。
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よくある質問
＜保育について＞
Q.慈愛園の保育所では「キリスト教保育」をしていると聞きましたが、どのような保育ですか？
A. 子どもも、（そして私たちも、）神さまからいのちを与えられ、愛されているかけがえのない存在です。
それぞれの個性と人格をありのままに受けとめ、大切に育む、アメリカの宣教師によって創設された
慈愛園では、こうしたキリスト教の考えを根本において保育を行っています。私たちは、『子どももお
となもひとりひとりが大事』ということを大事にしています。
なお、子どもや職員に対してキリスト教への入信を強制するようなことはありません。
Q.ピアノや絵画制作など、私には苦手なことがあります。大丈夫でしょうか？
A. ピアノや絵が苦手な先生も生き生きと働いていますので安心してください。まずは、あなたの得意な
ことで力を発揮してください。子どもたちは、あなたのキラキラしたところに惹かれて、あなたのこ
とが大好きになります。そして徐々に自信をつけながら、苦手なことにも少しずつチャレンジしてい
きましょう。サポートしてくれる同僚もいますよ。
＜働き方について＞
Q.残業や持ち帰りの仕事があるのでしょうか？
A. 月に 5～６時間程度の超過勤務は発生します。もちろん、超過勤務に対してはすべて手当が出ます。
なお、園としては、できるだけ勤務時間内に仕事が終わるように仕事内容や業務分担の見直しに努め
ているところです。
Q.休暇はとりやすいでしょうか？
A. 初年度は 10 日間の年次有給休暇が与えられ、入職直後から取得できます。半日単位や時間単位で
の取得もできます。年次有給休暇の消化率は人によって違いますが、平均的には 6 割～7 割程度で
す。有給休暇をうまく使って海外旅行などに行く職員もいます。そのほか、様々な事情で休まざるを
得ないときに使える特別休暇の制度もあります。また、職場では、病気など急なときには皆でカバー
して休暇の取りやすい雰囲気や体制をつくっています。
＜期末勤勉手当について＞
Ｑ．採用初年度の賞与（ボーナス）が 2 年目以降に比べて少ないのはなぜですか？
Ａ．賞与（ボーナス）は年間４．３か月分（2021 年度実績）を 6 月と 12 月に分けて支給しています。支給
月数は支給月前 6 か月間の勤務月数等で決まりますが、採用初年度の 6 月賞与（ボーナス）の場合は
勤務月数が２か月（4 月及び 5 月）ですので支給月数が少なくなります。これは慈愛園だけでなく、ど
の施設でも同じような扱いになると思います。なお、初年度の 12 月賞与（ボーナス）からは通常の支
給月数となります。
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施設紹介
■ 慈愛園が運営している保育所

見学、体験実習は随時受付中です！

ＱＲコードから各保育所のホームページをご覧いただけます。

■ 愛光幼児園
熊本市中央区新大江 2-10-25
電話 ０９６－３６４－０１３４

・地域に根差した保育園
子育て世帯や高齢者との交流、行事の協力をいただ
くなど地域と一体となった保育を行っています。

・ＩＣＴの積極活用による業務効率化
ＩＣＴ化により事務負担を軽減して保育に充てる時間
を確保しています。

・複数担任制によるチーム保育
全クラスに複数の保育士を配置して手厚くきめ細か
な保育を行っています。

■ ひかり幼児園
熊本市中央区大江 2-3-2
電話 ０９６－３６４－１０７３

・広い園庭でのびのび保育
小さい子ども専用のスペースもある広い園庭で子ど
もたちはのびのび育っています。

・年齢に応じた様々な経験
「その子に今、一番必要なことは何か」を常に意識し、
年齢に応じた経験を積めるよう様々な活動を行ってい
ます。

・いのちを育み、いのちを守る活動
畑での作物栽培や、災害時を意識したカマド調理、パ
ッククッキングなどを楽しみながら行っています。

■ シオン園保育所
荒尾市荒尾 4110
電話 0968-62-0853

・自然豊かな屋外環境
園庭の真ん中には樹齢 54 年の木登りできる桜の木
があり、子どもたちは元気いっぱい遊んでいます。

・担当制や異年齢児保育
ひとりひとりを大切にした担当制や思いやりの心を育
てる異年齢児保育をしています。

・学び続けられる職場環境
職員が研さんや学びを深められるよう、外部研修や園
内研修の機会をたくさん用意しています。
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先輩保育士からのメッセージ

私たちがお待ちしています！
愛光幼児園で働こうと思った理由は、２週間実習をさせて頂い
た時に子どもたちがしっかりと自分を出せていて、先生たちもそん
な子どもたちの思いを受けとめられている姿を見て、こんな温かい
雰囲気の中で仕事をしたいと思ったからです。実際働き始めてか
らも、やはり先生と子どもたちとの距離が近くて、先生たち同士で
も何でも話し合える雰囲気の温かい保育園でした。
また、子どもたちと遊んでいる中で、子どもたちの思わぬ瞬間の
つぶやきを聞き「あっ、こういうこともあるんだ！」という驚きや発見
をもらえる。保育士として愛光幼児園で働いてよかったと思える瞬
間です。
愛光幼児園保育士

採用３年目

小さい頃からの夢だった保育士になることができ、子どもたちと
過ごす日々はとてもおもしろくて楽しいです！ 分からないことがあ
ると、園長先生や先輩方が丁寧に教えてくださったり、アドバイスを
もらったりと気軽に相談できる職場です。また、休憩時間には、保
育以外の話をしたりと、職員全員が仲よく温かい雰囲気のなか仕
事ができています。こうした雰囲気の良さがひかり幼児園の魅力
の一つです。
保育では、思うようにいかないことも多いのですが、子どもたち
の成長に携われる仕事に誇りをもって、共に成長していきたいと思
っています。
ひかり幼児園保育士 採用１年目

保育士は、子どもたちの成長を身近に感じることが出来る素敵
な仕事です。特にシオン園保育所はキリスト教保育を取り入れて
いますので、礼拝やお祈りを通して子どもたちは身の回りの小さな
ことにも感謝の心を持てるようになります。大切なことを子どもたち
に伝えながら、自分自身も共に成長することがここで働く大きな喜
びの一つです。
職員同士で助け合い、わからないことは先輩が一緒に考えたり
教えたりしてくださいます。ぜひ私達と一緒に保育士として働いて
みませんか。
シオン園保育所保育士

採用 6 年目
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■ 慈愛園が運営している施設（保育所以外）

103 年前に慈愛園を創設した
アメリカ人宣教師モード・パウラス先生

〇 子どものための施設
①慈愛園子供ホーム（児童養護施設）
②慈愛園乳児ホーム（乳児院）
③シオン園（児童養護施設）

熊本市中央区神水１－１４－１ 096-383-3509
同上
096-383-5100
荒尾市荒尾４１１０
0968-62-0428

〇 高齢者のための施設
①慈愛園老人ホーム（養護老人ホーム） 熊本市中央区神水１－１４－１ 096-383-2648
②慈愛園ケアハウス（軽費老人ホーム）
同上
096-387-2941
③パウラスホーム（特別養護老人ホーム）
同上
096-384-1727
〇 障がい児・者のための施設
①熊本ライトハウス（障がい児入所施設） 熊本市東区新生 1-23-11
②熊本ライトハウスのぞみホーム（障がい者支援施設）
同上

左のＱＲコードから慈愛園ホームページをご覧いただけます。
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096-368-2013
096-369-9604

勤務先希望調書
お名前(

)

回答を踏まえて配属先を決定しますので、該当するものに〇をつけてください。また、必要に応じて
カッコ内を埋めてください。
１ 配属先保育所を希望しますか
①希望する

②特に希望はない（慈愛園にお任せします）

２ 問１で①と回答した方のみ
３保育所について、希望する保育所名を順に書いてください。第 2 希望、第 3 希望がなければ空
欄でかまいません。
・第 1 希望（
・第 2 希望（
・第 3 希望（

）
）
）

３ 問１で②と回答した方のみ
希望する勤務地はありますか
①ある

②特に希望はない（慈愛園にお任せします）

４ 問３で①と回答した方のみ
希望する勤務地に〇をつけてください
① 熊本市

②荒尾市

＊自主実習や見学を行いその結果として考えが変わった場合は、本部事務局に事前に電話等で連
絡したうえで、必ず採用試験までに本調書を提出し直してください。
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