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〈 朝の受け入れ 〉 〈 食事の介助 〉 

「おはようございます。」 

 お母さんから離れたくなくて、むずがっていた

子も、今は私に笑顔を向けて抱きついてくる。 

「おいしい」と言って、もりもり食べ

てくれるのが嬉しい。 

〈 午睡 〉 〈 自由遊び 〉 

幼い時に保育園のやさしい先生を好きになって、ずっとＡ先生のような保育士になりたいと思ってきた！！ 

―― 今、私の夢を実現する時がきた。 

 野外遊具で子ども達と一緒にのびのび遊ぶ。  トントンでやっと眠りについた安堵し

た表情が可愛い。 

デイリー 

プログラム 



 

「先人の恩徳」を敬い、明るく豊かな心

を持った子。 

 「ありがとう」が素直にいえる協調的

で自主・自立・自発性のある子。 

「よくきく」態度を身につけ、理解と探

求と想像のできる子。 

「おてつだい」することに喜びを感じ、

健康的で活発な子。 



 

自主的個別保育の推進 

社会貢献と自己実現  育児支援センターや病後児保育などを積極的に推進しています。ま

た、日常の保護者との対活なども重視して、保護者と一体となり働く女

性として支えあうことが育児支援であると考えています。保育士としての職

業を通して、社会に貢献し、自己実現していきたいと願っています。 

私たち聖徳グループ５園の保育士達は、よりよい保育 

を目指し、共同研修をして保育のシステム化を図りながら 

保育の質の向上を進めています。新保育指針に依所と 

した保育課程や保育計画もすでに作られ、ＰＤＣＡを実践 

しています。 

 

子ども達は、自分のやりたい（主体性を尊重）教具を選び、 

遊び込んでいきながら生活に必要な技能を身につけていきます。 

毎朝の子ども達の「お仕事」に対する集中力と継続する事に 

よる成長は目を見張るものがあります。 

０～６歳まで、一貫性のある教材（モンテッソーリ教材中心） 

の環境設定は大変ですが、子ども達の成長のパワーにやる気が 

増します。 

 

 

 

 
 



 

子ども達が音に触れ合う楽しさを達成できる

よう、「シート化」して、初めての保育士でも指導

の手がかりができるようシステム化しています。 

行事や地域の文化祭などに参加して人々

に喜んでもらう事で、子ども達は日々の練習の

達成感を味わっています。 

小さい子ども達は、お兄さん達の晴れ姿に

憧れて見つめています。 

 体育の日常化につとめ、子ども達が自発的

に楽しく遊びながら健康な体を作るようにしてい

ます。 

専門の講師とともに、日々、指導力の進化

に努めています。 

領域別保育の推進 
保育士ひとりひとりの個性と得意分野を生かし、専門性を 

発揮する事がこどもの成長と幸せに繋がると考えて領域別 

保育を進めています。 

 子ども達が描く楽しさ、物を創る嬉しさを体験

できるよう、たくさんの技法・製作活動を「シート

化」して、初めての保育士でも指導できるように

しています。 



 

求人要項          （１１月９日更新） 

 

 

 

 
高萩聖徳 （６０）  高萩市安良川２７１－９ 

小木津聖徳（７０）  日立市小木津町２－２－１１ 

滑川聖徳 （１００） 日立市滑川本町１－１５－６ 

森山聖徳 （１３０） 日立市森山町３－１７－１ 

れんげ  （３０）  日立市森山町３－９－７ 

１．勤務場所地・定員・住所 

２．勤務条件 

勤務時間   平日 ８：００～１６：４５ （２０．６日/月） 

       土曜 隔週出勤 ８：００～１３：００ シフトによる 

時差出勤   早番 中番 遅番 他 

年間休日   １２４日 （祝祭日・４週７休制）（夏期・年末年始休暇） 

有給休暇   初年度 １１日 （６ヶ月経過後） 

育児休暇等  １年間   介護休暇 

３．待遇 (２０１８年４月１日予定) 

（１） 基本給   171,800 円 （短大卒） 178,800（大卒）               

（２） 基本給の 4％ (6,872 円～7112 円) (賞与を含めると月額 242,696 円～251,772 円となる) 

（３） 賞与（ボーナス） 年 4.3/月 (年間 768,031 円～799,421 円) 

（４） 昇級    年１回（2.2～4.4％） 

（５） 通勤手当  月額 25,000 円まで支給 

（６） 住宅手当  月額 27,000 円まで支給（採用時の条件による） 

（７） 扶養手当  あり 8,000 円～ 

（８） 社会保険  健康・厚生・雇用・労災・退職金制度 

（９） 福利厚生  県互助会加入・保育園互助会・研修制度 

      職員旅行・レクリエーション 

（10） 長期休暇  １年に一度最長１１日間の休暇がもらえます。（海外旅行などに最適です。） 

（11） 処遇改善手当 年度末処遇改善  初任者 103,994 円～（2016 年度実績） 

（12） 経験者は優遇 中途処遇改善あり 



 

日時 

選考日時  

二次募集 ２０１７年 １１月 ２８日（火）AM10:00 より 

三次募集 ２０１７年 １２月 １９日（火）AM10:00 より 

先着でお受け致します。お気軽に電話 ご連絡ください。 

場所 

森山聖徳保育園〈〒316-0025 茨城県日立市森山町 3 丁目 17-1〉 

 
TEL 0294-52-0774  FAX 0294-52-0790  

E-MAIL  syoutoku@oregano.ocn.ne.jp 

【携行品】筆記用具 

【提出書類】 

   ・履歴書 

面接時にご持参ください。 

 

採用時には以下が必要です。 

・保育資格証明書 

・成績証明書（卒業見込み者） 

・卒業見込み証明書（卒業見込み者） 

健康診断書 

 

【選考方法】 

① 面接 その他  

 

その他 お気軽にメールください。 

  

４．その他 

（１） 各種研修会（関東ブロック 全国）に積極的に参加して職         

員の資質の向上に努めています。聖徳 5 園（85 名）の相         

互研修にも力を入れています。（年齢別・領域別・合同研修等）                     

（２） 園児と保育士そして保護者などと「ともに生きそだつ保育」 

「こどもと家庭にやさしい保育園」を実践しています。 

  

 

 

 

園見学、面接をご希望の方は、 

お気軽に各園に電話、メールください。 

 

聖徳・見真福祉会 理事長 秋山 順弘 



 

 

 

 

聖徳保育園グループは以下の５つの保育園で事業を展開しております。 

ホームページはいずれも http://www.syoutoku.or.jp です。 
 

 

 

聖徳
しょうとく

保育園 
〒318-0021 茨城県高萩市安良川 271 番地 

TEL 0293-23-5266  FAX 0293-23-5291 

E-MAIL takasyo@aqua.ocn.ne.jp 

小木津
お ぎ つ

聖徳保育園 
〒319-1413 茨城県日立市小木津町 2 丁目 2-11 

TEL 0294-42-4328  FAX 0294-42-4481 

E-MAIL ogisyo@aqua.ocn.ne.jp 

森山
もりやま

聖徳保育園 
〒316-0025 茨城県日立市森山町 3 丁目 17-1 

TEL 0294-52-0774  FAX 0294-52-0790 

E-MAIL morisyo@aqua.ocn.ne.jp 

滑川
なめがわ

聖徳保育園 
〒317-0051 茨城県日立市滑川本町 1 丁目 15-6 

TEL 0294-22-7133  FAX 0294-22-7136 

E-MAIL namesyo@peach.ocn.ne.jp 

れんげ保育園 
〒316-0025 茨城県日立市森山町 3 丁目 9-7 

TEL 0294-54-2201  FAX 0294-54-2224 

E-MAIL renge@abeam.ocn.ne.jp 

 

聖徳福祉会 
〒318-0021 高萩市安良川 271 

TEL 0293-23-5266  FAX 0293-23-5291 

E-MAIL  syoutoku@oregano.ocn.ne.jp 

 

見真福祉会 
〒317-0051 日立市滑川本町 1 丁目 1-15 

TEL 0294-22-7133  FAX 0294-22-7136 

E-MAIL  namesyo@peach.ocn.ne.jp 
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