
職場説明会	

社会福祉法人　清見福祉協会 



 
本日はお越し頂きまして誠にありがとうございます。 
 

当せいけんじこども園では、現在５１名の職員が働いてお
ります。 

一人ひとりの元気とやる気で笑顔いっぱいの 
職場です。 
今日はそんなせいけんじこども園のことを 

少しでも知っていただけたらと思います。 
 
 



【本日の流れ】 

 
　　自己紹介（理事長・副園長・主幹保育教諭） 

　　法人・施設　紹介 
　　施　設　見　学 
　　質　疑　応　答 

 
　　　　　　計　 約１.５時間　を予定しています。 



１.理事長（園長）紹介 

まずは・・・理事長を紹介します。 



理事長　慈氏　周豊　	

• 【プロフィール】 

•  生年月日：昭和３１年　５月　３０日 

•  血 液 型  ： B型 

•  子 ど も  ：３人 

• 【職歴】 

l  高野山大学卒業　社会福祉学を学び、１９７９年アメリカロサンゼルス
に高野山真言宗開教師として赴任、CSULAにて幼児教育・社会福祉を学
び、その後方向転換、宝石鑑別（GIA G.G) 彫金　宝飾デザインを学び、
開教師をしながらビバリーヒルズ、ロデオドライブの宝飾店でダイヤモ
ンドの選別・販売を手がける。同時に、ヘリコプター、飛行機操縦を身
に付け西海岸を飛行機やヘリコプターで遊覧、中でもグランドキャニオ
ンでの飛行は圧巻であった。１９８５年師匠である清見寺前住職周善体
調不良のため一時帰国。その年冬結婚のため再度帰国。平成３年より草
壁保育園々長、清見寺住職  

• 【好きなもの】 

•  好きなもの：好きなもの：車でドライブ 



２.副園長　紹介 

いつも笑顔の副園長です。 
よろしくお願いします♪ 



副園長　慈氏　佳世子　	

• 【プロフィール】 

•  生年月日：昭和３６年　９月　１３日 

•  血 液 型  ：Ａ型 

•  子 ど も  ：３人 

• 【職歴】 

• 広島大学理学部数学科を卒業（中学・高校数学教諭資格）後日
立製作所でコンピュターインストラクターとして研修、講師を務
める。 結婚を機に小豆島へ。土庄小学校臨時教諭、その年保育
士試験合格、幼稚園教諭試験合格、周豊と共にヨーロッパから子
供服を輸入販売を１５年手がけ同時にヨーロッパの文化や教育を
研究。また、子供３児をアメリカやヨーロッパへ短期留学させて
育てその理念や教育法を草壁保育園にフィードバックしている。 

• 【好きなもの】 

•  好きなもの：読書・旅行 



３.主幹保育教諭　紹介 

頼れるリーダーです。 
ピアノが得意です♪ 



主幹保育教諭　　大石千佳　	
• 【プロフィール】 

•  生年月日：１９８５年３月２７日 
•  血 液 型  ：Ｏ型 
•  子 ど も  ：２人 

• 【職歴】 
•  草壁保育園　一筋です♪　 

• 【好きなもの】 
•  好きなもの：週に一度楽器の練習に出かけ 
• 　　　年に３度程度演奏会に出るのが楽しみのひとつです。 



4.法人概要 

続きまして、あなたがこれから活躍する 
園・法人のことをご紹介します！ 





 

昭和２６年　厚生省認可保育所　宗教法人清見寺内　草壁保育所設立 

昭和４６年　社会福祉法人　清見福祉協会　草壁保育園 

　　　　　　園舎新築（現在の場所へ移動） 

平成１６年　新園舎　竣工 

平成２８年　放課後児童クラブ　清見寺教室　 

　　　　　　　　　　　　　　　第2クラブ増設 

　　　　　　放課後児童クラブ　土庄教室　新設 

平成２９年　幼保連携型認定こども園せいけんじこども園　開始 



【施設紹介】　　 

　■せいけんじこども園　　定員１５５名 

　　　　　　　　　　　　　　（幼稚園籍１５名、保育園籍１４０名） 

 

　■内海放課後児童クラブ　　第２クラブ　　定員合計　１２０名 

　　　　　　住所：小豆島町草壁本町３９５　 

 

　■土庄放課後児童クラブ　　第２クラブ　　　定員合計　６０名 

　　　　　　住所： 土庄町甲２６７－６１ 



　　　・園　長          １名 

　　　・副園長　　　１名 

　　　・保育教諭　２４名 

　　　・保育士　　　５名 

　　　・幼稚園教諭　２名 

　　　・保育助手　　８名　　 

　　　・小学校教諭　２名 

　　　・看護師　　　１名 

　　　・栄養士　　　２名 

　　　・調理師　　　１名 

　　　・調理員　　　２名 

　　　・事務員　　　２名 

　　　　平成２９年４月現在 

 

　　　【職員数】 

　　　　５１名 



       【施設運営方針】　 

　　子どもたちの最善の幸せのために、 

　　保育・地域活動に邁進し地域の発展に寄与する。 

　　　  ○一人ひとりが生かされる保育園 

　　　　 ○子どもたちが楽しく過ごせる保育園 

　　　　 ○豊かな幼児教育を提供できる保育園 

　　　　 ○保護者が安心して子どもを託せる保育園 

　　　　 ○地域から頼りにされる保育園 



       【行動方針】　　 

　　Do better if possible  

　　　　　which is always possible. 

    可能な限り努力する、 

　　　　　　　　それは常に可能である。 

 

これらの方針のもと、日々子どもたちの保育にあたっています。 

 

 

 



5.保育方針 

私たちが大切にしていること 



●保育で大切にしていること 
 
　　１つ目：子どもは皆天才 
　　　　　　子どもの可能性を最大限に伸ばす環境を作ります。 
 
　　２つ目：保育園、学童クラブに大きな家族、 
　　　　　　子どもも保護者も職員も 
　　　　　　信頼し合い、助け合い、高め合い、 
　　　　　　安心して過ごせる場所にします。 
 
　　３つ目：仏様に見守られ、地域の方々に見守られてる 
　　　　　　子どもたちに感謝の心と社会に貢献する喜びを育てます。 



は 



n 運動遊び・体操 

　 基礎となるストレッチ体操を毎日行い
、体を柔らかくします。ブリッジ、ア
ザラシ、側転、片手側転、壁逆立ち、
跳び箱、逆立ち歩きなど少しずつ難し
い事に挑戦していきます。　 
運動場でよく走ります。遅い子も速い
子も楽しめるように子どもたちの士気
を高めるよう配慮しながら実践します
。走ることによって体力が付くのは勿
論のこと 腰骨が立ち、姿勢が良くなり
集中力が付きます。 
夏はプールで水泳をしたり、サッカー
教室などにも参加し体を動かすことを
楽しみ自らやりたくなる気持ちを大切
にしています。 



n 音楽教室	 
　月に２回、城先生が音楽教室
をしてくださっています。 
いろいろな楽器にふれ、耳だけ
でなく肌でも音を感じられ、 
ゆったりとした時間が流れます。 

n ピアニカ	

　耳のいい乳幼児期から音楽に触れ
ていきます。毎日練習して、全員
が弾ける曲のレパートリーを1曲ず
つ積み上げていきます。 



n 英語教室	

　月１回、ブレンダン先生が来てくれ
、英語の楽しさを 
教えてくださっています。 
他に日々、ECCのタブレットにて英語
も学んでいます。 
　子どもたちの英語の発音もバッチリ
です！！ 

n 美術	

●絵手紙● 
　月に１度、高齢者の方の配食サービスと一緒に 
絵手紙を配布しています。 
　子どもの描く素朴な絵に、配食サービスを受け
られている方に喜んで頂きました。 



６.こども園の様子 

子どもたちはこんな風に過ごしていま
す。 
 
季節行事や、園外の行事も参加し 
地域の方々に見守られながら様々な体
験をしています。 

 



n 朝の受け入れ　　　　　　　　　　　　　　　　　	

礼拝　　　　　　　　　　　　　　　　　	

登園の様子です。保護者の
お仕事の都合などにより、
朝早いお子様は開園と同
時（７時３０分）から預け
られる方もいらっしゃい
ます。 

朝のおやつ（０～２歳児）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	

　朝イチお楽しみのおやつです。 
　毎週月曜日朝、清見寺へお参りに行き、一週
間の無事をお願いし、感謝の気持ちをのの様に
伝えます。 



n 【０～２歳児】　午前中：　園内遊び、園庭遊び、お散歩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	

３歳未満児の戸外遊びの様子です。
晴れた日の午前中はこのように園庭で遊んだり、園外に散歩に行ったりします。 



n 【３～５歳児】　午前：　学習、運動　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	

毎日学習、絵画、体育、音楽、英語を１１時頃まで行います。
秋の運動会、３月の発表会では日頃の練習した成果を発表します。 



給食　　　　　　　　　　　　　　　　　 

n お散歩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

天気のいい日は、園外にもお散歩にいきます。 

園内で作られた温
かい食事をみんな
で一緒にいただき
ます。 



園児たちは地域の人々に

見守られながら、

様々な体験をしています。

	

n ●小豆島高校体育際に参加● 
n 高校生と競技に参加したり
、ダンスをしたり、お弁当
を食べたりして楽しい時間
を過ごしました。 

n ●アン・アーチ　オープニングセレモニー● 

n 　イベントのオープニングで、 
n 鼓笛・ダンス・体操を披露しました。 

●田植え● 

　秋長さんの田んぼで田植え
をさせて頂きました。 
 
どろどろになる事を楽し
む子・・・少し躊躇す
る子・・・ 
 
それぞれに感じる事があり、
貴重な体験でした。 

n ● 星 城 小 学 校 　 運 動
会
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
n   
n 　星城小学校の運動会
に参加して、ラジオ体操
・ダンス・かけっこを頑
張りました！！ 



●七夕●
０～２歳児さんは保育園で

七夕まつりを、３～５歳児さ
んはブルーラインの中で七夕
まつりを行い、みんなでお願
い事をしました☆

●学童　サマースクール●
　夏休みの楽しみ☆この
日はみんなで、
流しそうめんやバーベキ
ューをして、
交流をしました。

●働く車大集合●
　消防車・救急車・自衛隊の車両
が来てくれ、乗り物に乗ったり、
制服を着させてもらったりと貴重
な体験をさせて頂きました 

●キッズサッカー●
　高松から年に１回サッカーを
教えにきて頂いています。
親しみが持てるように、ボール
に触れることから始めて、
最後には試合ができるようにな
っています。
 



●お泊り保育●
　午前中はレオマワールドの『ごっこ
タウン』で
それぞれにしてみたい仕事を体験し、
帰ってきてからは、夕食作りや花火・
入浴をして
いつもの保育室でおやすみなさい☆
　次の日の朝には、満面の笑みと共に
自信に満ち溢れた顔でお家の方と再
会し、ひとまわり
大きく成長した二日間となりました。

●ししまい見学●
　毎年、お隣の丸島醤油様にご招待
頂き、獅子舞の舞を見学させていただ
いています。
舞の後には、１人ひとり頭をかんでも
らい、
「かしこくなりますように・・・」
とお願いしました。
 

●あきらちゃん＆コロッケくんコンサー
ト●	
　毎年開催して１０年目♪
コンサートが始まると子どもたちは自然
と身体が動きます♪
知っている今日はノリノリで。初めて聴
く曲にはしっかり耳を傾け、
笑顔あふれるコンサートです。



●クリーン作戦●
　オリーブビーチのクリーン作戦！！
「ゴミ捨てたらアカンなぁ・・・」
「こんな物まで落ちとるで～先生」
「こんないっぱい拾った～！！」
　子どもたちの気付きを大切にした
いです。

n ●あきば会に参加● 
n 　地域の方との交流事業のひとつとして 
n 近所で開催されている、集会に参加させて 
n 頂き、お歌を披露した後、一緒に 
n 玉入れやおやつを楽しみました。 

●稲刈り● 
　夏に植えた稲が育ち、稲刈
りの体験もさせて 
頂きました。初めてカマを持
つ子どもたち。 
おそるおそる使っていた子ど
もたちも、慣れてくると職人
さんのようにスイスイ刈って
いました！！ 

●小豆島中学生　来園● 
　中学生のお兄さん・お
姉さんと遊び、子どもた
ちは親しみを持って関
わり、遊んでもらってい
ました。 

●佐川急便交通安全教室● 
　「はこぶ君」と 
一緒に交通ルールを学びます。 
道路の渡り方や、 
トラックからの死角を 
学びました。 



●カレークッキング● 
　材料を切り、煮込み作業も子
どもたちと☆ 
その後は、おいしく頂きました。 

n ●芋掘り● 
n 　秋の風物詩の芋掘り。 
n みんなで掘って、みんなで焼き芋。 
n 大きなおいもが出てきて、子どもた
ちも自然と笑顔に☆ 

●寒霞渓遠足● 
　紅雲亭から寒霞渓山頂まで、約１時間歩いて登ります。 
「しんどい～」との声はほとんど 
聞こえてきません。秋を満喫しました。 

●ふれあい牧場● 
　ポニーに乗ったり、鳥やカメなどの小動物に 
エサをやったり、ヤギなどの大型動物にも 
エサをやり、普段あまり触れることのない 
動物たちに触れられる良い機会になってい
ます。 



●おもちつき● 
地域のおじいちゃん・おばあちゃんに 
ご協力頂き、お餅つきを行いました。 
もちをついたり、丸めたり・・・ 
もちの感触を肌で感じ取り、地域の方との交流も楽しみました。 

●スケート遠足・雲辺寺雪遊び● 
　島では経験できない冬の遊びも、船やバスに乗って
お出かけすると笑顔いっぱい 
の遠足になり、冬ならではの遊びを体いっぱい使って
経験します。 
　子どもたちのチャレンジする姿は、たくましく勇気
を与えてくれます。  

皆さんに見守られ、すくすく大きくなります。 



7.お仕事環境 

子どもたちの笑顔を大切にする 
せいけんじこども園では、 
私たちも笑顔でいられるための、
働きやすい環境を大切にしていま
す。 



せいけんじこども園では、現在５１名の職員が働いています。 
新卒からキャリア３０年超のベテランまで幅広い年代の職員がいる
明るい職場です。 
 
ヨコミネ式保育を取り入れた当園らしさを学びたいと大阪から社員
寮に入って勤めている職員、また島外から通ってくる職員もおりま
す。 
子どもと一緒に登園する職員も１３名おり、保育園全体が家族のよ
うです。（育休取得率１００％） 
 
また勤務形態も、職員のその時の家庭環境等に応じて常勤、非常勤、
パートなど勤務形態が選択でき、長く勤めることができます。 



＜施設について＞ 
 
せいけんじこども園は、隣接する清見
寺の緑に囲まれた敷地内にあります。
また内海放課後児童クラブ、子育て拠
点センター「わくわくルーム」の建物
も同じ敷地内にあり、大変にぎやかで
す。 
駐車場は園のすぐ隣にあるので、雨の
日や、子連れで出勤も安心です。 
また、土庄にも放課後児童クラブがあ
ります。 
 



＜教育・研修について＞ 
 
せいけんじこども園では、職員の資質向上を図り、必要な知識及び
技術習得に努め、保育の専門性を身につけるため、また職員一人ひ
とりが課題を持って、主体的に学び、他園の人たちとの交流を図る
ために様々な研修会・見学会に積極的に参加しています。 
 
また、週１回職員ミーティングを行い、子どもたちの様子や気にな
ることなどを情報共有、意見交換し、職員が一人で悩まないよう、
またよりよい保育が行えるようつとめています。 



８.活躍できる方 

こんな方が活躍できます！ 



・保育、教育の分野に熱意がある元気な方 
 
 
・子どもが好きな方 
 
 
・チームワークを意識し、尊重し合い、 
せいけんじこども園で勤務して良かった思う職場環境を
ともに作っていこうとする方 
 
 
・自らの長所を伸ばす向上心のある方 



９.一緒に成し遂げたいビジョン 

あなたと一緒に 
こんな夢を叶えたい 



　子どもたちが小豆島、そして日本の未来を創り支えていきます。 
 
　夢が叶い、自立した心豊かな人生が送れる基礎となる幼児教育を提供
していきましょう。 
 
　そして子どもたちが将来 
　　　せいけんじこども園に通っていてよかったと思う園、 
 
　　　保護者も通わせて良かったと思ってもらえる面倒見の良い園、 
 
　　　そして園の職員がせいけんじこども園で働くことに誇りを持ち、 
　　　永く勤められる園 
 
　にしていきましょう。 



１０.先輩保育士からの 
メッセージ 



子どもが好き 
なあなたと一緒に 
働きたい♪ 

子どもと一緒
に成長してい
きましょう。 

あなたの笑顔を
子どもたちの未
来のために♪ 

子どもの元気が 
私たちの元気！！ 体をいっぱい動

かして、一緒に
楽しみましょう 

学校で学んだこ
とを現場で活か
そう！ 

先輩職員がいろ
いろ教えてくれ
ますよ。 子どもはみんな可愛い❤ 

癒されてます 

子どもたちと一緒
にいろんな行事に
参加できます。 

美味しい給食やおやつ
が食べれますよ。 



役職に関係なく、みんなで子どもたちのために出来る事を 
相談しつつ、各々の得意分野を活かし助け合いながら日々保
育にあたっています。 
大変な時もあるけれど、子どもたちの笑顔がご褒美です♪ 



あなたの活躍の場がここにあります。 
 

ぜひ、一緒に働きましょう！ 



ご清聴ありがとうございました！ 



９.座談会(質疑応答) 

個別に知りたいことをお伝えします！ 


