
大分県保育士・保育所支援センター

　　　○　求人受付期間　　平成３１年４月１日～令和元年１１月３０日

求　人　情　報

求人情報について

　　　○　情報公開可能な求人情報を掲載しています。
　 　  　　求人が充足し、募集を終了している場合もありますのでご了承ください。
　　　　　　※過去の求人情報はホームページの[求人情報一覧]からご覧いただけます。

　　　○　掲載されている求人について、より詳細な内容を知りたい方や紹介を希望
　　　　　　される方は大分県保育士・保育所支援センターへの登録が必要です。

　　　○　掲載していない求人情報もありますので、詳しい情報は
　　　　　　大分県保育士・保育所支援センターへお問い合わせください。

　　　　　　　大分県保育士・保育所支援センター
　　　　　　　　　　〒870-0907　大分市大津町２丁目１番４１号（大分県保育連合会内）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：097-551-5513　FAX：097-551-4970

                                                 E-mail : center2@hoiku21.gr.jp
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大分県保育士・保育所支援センター

【大分市】
募集人数 勤務形態 雇用開始日

募集人数 勤務形態 雇用開始日

募集人数 勤務形態 雇用開始日

募集人数 勤務形態 雇用開始日

募集人数 勤務形態 雇用開始日

募集人数 勤務形態 雇用開始日

募集人数 勤務形態 雇用開始日

求人番号 施設名 アソカ保育園
１名 臨時職員

随時（R2.1.1～）
※更新有

求人番号 施設名 わさだりすの森保育園
２名 正規職員 随時

1911006
所在地 大分市大字光吉2109-2 園の特色 生かされる喜びの中に強く明るく

園児定員数 ７０名 備考

求人番号 施設名 和光こども園
1名 正規職員

開始日あり
R2.4.1～

1911001
所在地 大分市上宗方字四反田424-1 園の特色

私たちは「生きる力」を育むため「やってあげる
保育・やらせる保育」ではなく、「子どもの自主
性を尊重する保育」を目指しています。

園児定員数 １００名 備考

1910001
所在地 大分市里2-1-23 園の特色

現・和光保育園が令和２年度より保育所型認
定こども園に移行します。職員の勤続年数も長
く働きやすい環境です。

園児定員数 ２２５名 備考 やる気のある方を求めています

求人番号 施設名 ひおか保育園
１名 パート

期間の定めあり(更新あり)
R1.12.2～R2.3.31

1911002
所在地 大分市上宗方字四反田424-1 園の特色

私たちは「生きる力」を育むため「やってあげる
保育・やらせる保育」ではなく、「子どもの自主
性を尊重する保育」を目指しています。

園児定員数 １００名 備考

求人番号 施設名 わさだりすの森保育園
１名 パート 随時

1911003
所在地 大分市日岡2丁目6番1号 園の特色

３０名という少ない人数の中で、家庭的な雰囲
気をつくり、一人ひとりの子どもとの関りを大切
にしています。

園児定員数 ３０名 備考
就業時間は７：００～18：００の間を応相談、短時間でも可
パートでも有給・処遇改善手当等あります。週勤務日数・扶
養範囲内など希望に応じます。

求人番号 施設名 ニチイキッズ西大分保育園
１名 正規職員 随時

1911004
所在地 大分市原新町17-26 園の特色

日本製鉄(株)大分製鐵所の事業所内保育園です。
アットホームな環境で保育士同士のコミュニケーショ
ンもよく、充実した保育業務を行えます。

園児定員数 ３０名 備考 従業員用保育施設あり。
随時、就職説明会、園見学実施しています。

求人番号 施設名 大分どんぐりのもり保育園
２名 正規職員 随時

1911005
所在地 大分市大字西町13-12 園の特色

2018年4月開園の小規模保育園です。定員19名で子ど
もたち一人ひとりに寄り添う保育ができます。(株)ニチイ
学館は「おもいっきり遊ぶ、おもいっきり学ぶ」を保育理
念とし、全国で保育事業展開しています。

園児定員数 １９名 備考
従業員用保育施設あり。
随時、就職説明会、園見学実施しています。
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大分県保育士・保育所支援センター

【大分市】
募集人数 勤務形態 雇用開始日

募集人数 勤務形態 雇用開始日

募集人数 勤務形態 雇用開始日

募集人数 勤務形態 雇用開始日

募集人数 勤務形態 雇用開始日

募集人数 勤務形態 雇用開始日

募集人数 勤務形態 雇用開始日

求人番号 施設名 坂ノ市こども園
1名 パート職員 随時

求人番号 施設名 キッズアカデミー保育園
1名

パート職員
(支援員)

随時

1909001
所在地 大分市久原中央2丁目8番16号 園の特色

豊かな自然と公共施設に恵まれた認定こども
園

園児定員数 ２９６名 備考 週勤務日数、社会保険等応相談

求人番号 施設名 キッズアカデミー保育園
1名 パート職員 随時

1907007
所在地 大分市けやき台2丁目3633番地170 園の特色

静かな環境のけやき台団地の中で、若い職員とベテラン職
員がうまく融合して質の高い保育を目指して頑張っていま
す。職員の働きやすさの向上のため、各種補助制度や有給
取得の推進を進めています。

園児定員数 ７０名 備考
パート職員でも有給、処遇改善手当等あります！資格習得
前でも応募OＫです。扶養範囲内などの希望も対応します。

求人番号 施設名 キッズアカデミー保育園
1名 正規職員 随時

1907006
所在地 大分市けやき台2丁目3633番地170 園の特色

静かな環境のけやき台団地の中で、若い職員とベテラン職
員がうまく融合して質の高い保育を目指して頑張っていま
す。職員の働きやすさの向上のため、各種補助制度や有給
取得の推進を進めています。

園児定員数 ７０名 備考
パート職員でも有給、処遇改善手当等あります！
扶養範囲内などの希望も対応します。

求人番号 施設名 かんがるー保育園
1名 正規職員 随時

1907005
所在地 大分市けやき台2丁目3633番地170 園の特色

静かな環境のけやき台団地の中で、若い職員とベテラン職員がうまく
融合して質の高い保育を目指して頑張っています。働きやすい職場を
目指して、住宅補助手当や扶養手当などをはじめとする各種補助制度
や有給習得率向上のための制度などを活用しています。

園児定員数 ７０名 備考
何でもお気軽にお問い合わせください。
見学等いつでも大歓迎です。

求人番号 施設名 キッドワールドセカンド保育園
1名 パート職員

随時・期間の定めあり（令和
２年３月３１日）

1907004
所在地 大分市中判田1737-6（中判田駅前） 園の特色

自然の中で色々な体験を通し、太陽、水、土に
触れてたくましく育つ保育を目指します。

園児定員数 ３８名 備考
土曜日交替勤務有
保育に情熱を持っている人

求人番号 施設名 キッドワールドセカンド保育園
1名 正規職員（新卒） 開始日あり

1907003
所在地 大分市大字片島字長三郎3005番地の3 園の特色

「和顔愛語」を理念とし、思いやりと自主性をはぐくむ
保育をしています。
２～５歳児の異年齢保育をしています。

園児定員数 ６０名 備考

1907002
所在地 大分市大字片島字長三郎3005番地の3 園の特色

「和顔愛語」を理念とし、思いやりと自主性をはぐくむ
保育をしています。
２～５歳児の異年齢保育をしています。

園児定員数 ６０名 備考
募集期間：令和元年10月２８日～11月９日
選考日：令和元１１月１６日
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大分県保育士・保育所支援センター

【大分市】
募集人数 勤務形態 雇用開始日

募集人数 勤務形態 雇用開始日

募集人数 勤務形態 雇用開始日

募集人数 勤務形態 雇用開始日

募集人数 勤務形態 雇用開始日

募集人数 勤務形態 雇用開始日

募集人数 勤務形態 雇用開始日

求人番号 施設名 キッドワールドセカンド保育園
1名 正規職員（新卒） 開始日あり

求人番号 施設名 かくこどもえん
１名 パート職員

随時・期間の定めあり(更新あり)
H31.4.1～R2.3.31

1907001
所在地 大分市大字片島字長三郎3005番地の3 園の特色

「和顔愛語」を理念とし、思いやりと自主性をはぐくむ
保育をしています。
２～５歳児の異年齢保育をしています。

園児定員数 ６０名 備考
募集期間：令和元年９月９日～９月２１日
選考日：令和元年９月２８日

求人番号 施設名 かくこどもえん
１名 臨時職員(新卒可)

随時・期間の定めあり(更新あり)
H31.4.1～R2.3.31

1905005
所在地 大分市賀来南2丁目6番35号 園の特色

地域老人会との交流、社会福祉施設への慰問、食育へ
の取り組み、造形（紙粘土物の作成）、リトミック教室、文
字、数字教室、幼児体操教室を行っています

園児定員数 １４０名 備考
かくこどもえんのホームページアドレス
http://www.kakukkko.or.jp

求人番号 施設名 かくこどもえん
１名 正規職員(新卒可)

随時・期間の定めあり(更新あり)
H31.4.1～R2.3.31

1905004
所在地 大分市賀来南2丁目6番35号 園の特色

地域老人会との交流、社会福祉施設への慰問、食育へ
の取り組み、造形（紙粘土物の作成）、リトミック教室、文
字、数字教室、幼児体操教室を行っています

園児定員数 １４０名 備考
かくこどもえんのホームページアドレス
http://www.kakukkko.or.jp

求人番号 施設名 上野愛光保育園
１名 臨時職員 随時

1905003
所在地 大分市賀来南2丁目6番35号 園の特色

地域老人会との交流、社会福祉施設への慰問、食育へ
の取り組み、造形（紙粘土物の作成）、リトミック教室、文
字、数字教室、幼児体操教室を行っています

園児定員数 １４０名 備考
かくこどもえんのホームページアドレス
http://www.kakukkko.or.jp

求人番号 施設名 中央町保育園
２名 正規職員 随時

1904005
所在地 大分市六坊北町6番72号 園の特色

“太陽と水と土にまみれておおきくなあれ‼”と子どもたち
の人生の土台である乳幼児期を大切に育みます　大分
駅から1㎞余りで徒歩13分の街中の保育園です

園児定員数 １２０名 備考 土曜勤務は交代制　行事の時は出勤

求人番号 施設名 かるがも保育園
３名 正規職員(新卒可) 随時

1904003
所在地

大分市中央町2-5-3
セントポルタビル2F

園の特色
大分市中心部に位置し、目の前には若草公園・商店街
があり、３，４，５歳児の異年齢保育を行っており、表現
や感性豊かな子どもの育成に努めています

園児定員数 ６９名 備考
利用可能託児施設あります
午後勤務パートも随時募集しています

1904002
所在地 大分市汐見1丁目194-1 園の特色

平成27年10月に新築で建ったばかりの木を基調として
いるぬくもりのある園舎です。職員同士も仲良くアット
ホームな環境で子どもたちと明るく過ごしています

園児定員数 ７５名 備考
土曜出勤が可能な方
契約社員としての採用も可能です
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大分県保育士・保育所支援センター

【大分市】
募集人数 勤務形態 雇用開始日

【別府市】
募集人数 勤務形態 雇用開始日

募集人数 勤務形態 雇用開始日

【日田市】
募集人数 勤務形態 雇用開始日

【臼杵市】
募集人数 勤務形態 雇用開始日

求人番号 施設名 城東保育園
３名

臨時職員
パート職員

随時
期間の定めあり（～R2.3.31)

求人番号 施設名 別府隣保館保育園
１名

パート職員
（支援員） 随時

1904001
所在地 大分市萩原3丁目17番16号 園の特色

未満時クラスについては担当保育制を導入し、以上児ク
ラスについては異年齢児との縦割り保育を実施し、安心
できる居場所、異年齢児とともに成長する保育

園児定員数 １００名 備考

求人番号 施設名 春木保育園
２名 パート職員 随時

1908001
所在地 別府市野口元町10-23 園の特色

定員に対して保育士数が多いので、手厚く穏
やかな保育を心掛けています。

園児定員数 ８０名 備考

求人番号 施設名 ひまわり認定こども園
２名 正規職員 随時

1905006
所在地 別府市春木1組 園の特色

・戸外で元気よく、自由な発想で遊べる園庭
・地域から愛される保育園
・遊びの中から発展する食育活動

園児定員数 ７０名 備考

求人番号 施設名 すみれこども園
２名 正規職員(新卒含) 随時

1910003
所在地 日田市田島本町5-11 園の特色

家庭的な雰囲気の中で、一人ひとりを大切に
保育・教育する

園児定員数 ８５名 備考 誕生日休暇・ハッピーホリデー（連続５日間）有

1905001
所在地 臼杵市大字大野字友田大道西12番地1 園の特色

園児定員数 ２１５名 備考
有休連続5日～10日のリフレッシュ休暇
子育て中のなどの労働時間は相談を受けます
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大分県保育士・保育所支援センター

【津久見市】
募集人数 勤務形態 雇用開始日

募集人数 勤務形態 雇用開始日

【国東市】
募集人数 勤務形態 雇用開始日

【日出町】
募集人数 勤務形態 雇用開始日

求人番号 施設名 向洋保育園
１名 パート職員 随時

求人番号 施設名 向洋保育園
２名 正規職員(新卒含) 随時

1908004
所在地 津久見市中町5-36 園の特色

園児定員数 １３０名 備考

求人番号 施設名 富来こども園
２名 正規職員 随時

1908003
所在地 津久見市中町5-36 園の特色

園児定員数 １３０名 備考

求人番号 施設名 藤原こども園
２名 臨時職員(新卒含)

期間の定めあり(更新あり)
H31.5.1～R2.3.31

1907008
所在地 国東市国東町富来浦1549 園の特色

「おかげさまで、ありがとう」をテーマに、家庭的
な雰囲気の中で、一人ひとりを丁寧に大切に
かかわることを心がけています。

園児定員数 ５０名 備考
ホームページアドレス

http://tomiku.kodomoen.jp

1904004
所在地 速見郡日出町大字藤原1836番地1 園の特色

子どもの命を育み、学ぶ意欲を園全体で育て
る

園児定員数 １０５名 備考
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