
保育のお仕事就職応援フェア

平成３１年１月２２日 イオンモール大和郡山

参加施設一覧

奈良県福祉医療部こども・女性局 子育て支援

〒630-8501      奈良市登大路町３０番地 TEL : 0742-27-8604     FAX: 0742-27-

ブース番号 自治体名・法人名

1 奈良市

2 大和高田市

3 大和郡山市

4 橿原市

5 生駒市

6 三郷町

7 斑鳩町

8 社会福祉法人　どんぐり

9 社会福祉法人　奈良社会福祉院

10 株式会社　ニチイ学館

11 社会福祉法人　バルツァ事業会

12 社会福祉法人　奈良ＹＭＣＡ

13 社会福祉法人　奈良福祉会

14 株式会社　Force to live

15 社会福祉法人　みやび

16 社会福祉法人　香芝市社会福祉協議会

17 社会福祉法人　和光会

私立

公立



みどり保育園

大和高田市内
磐園保育園

高田西保育園

土庫認定こども園

高田認定こども園

募集職種 雇用形態 勤務形態 募集人数

保育士 臨時職員 非常勤 30名

アピール
ポイント

子どもたちが元気よく、明るくそして愛情を育む保育園づくりを私
たちは目指しています。
大和高田市の各保育園では、園児の成長を支えるとともに、働く職
員の成長も大切と考えています。
ぜひ、一緒に保育園で一緒に働く職員を募集しております。
よろしくお願いします。

保育教諭 臨時職員 非常勤 10名

求人のある
施設

施設名 所在地

奈良市

奈良市では子ども一人ひとりの良さや可能性を伸ばす保育を行って
います。また、保育の質の向上のため、研修の充実を図っていま
す。奈良市で初めて働かれる先生方に対しては新任保育士研修を実
施し、ブランクのある方も安心して働けるようサポートします。
日々子どもの成長していく姿を一緒に感じませんか。詳しくは奈良
市ホームページより各園の様子をご覧ください。

アピール
ポイント

２ 大和高田市

市立こども園

市立保育園

市立幼稚園

幼稚園教諭 臨時職員

浮孔保育園

片塩保育園

天満保育園

常勤 10名

保育士 臨時職員 常勤 10名

保育教諭 臨時職員 常勤 10名

＜公立＞

施設名

１

所在地

募集職種 雇用形態 勤務形態 募集人数

求人のある
施設 奈良市内



調理員 一般職非常勤職員 常勤 ２名

アピール
ポイント

橿原市は独自の歴史的文化や自然が豊富にあり、地域の老若男女一
人ひとりが、子育てを見守り支援していく環境があります。橿原市
には、市立こども園５園、私立保育園１０園・私立認定こども園１
園があります。
各園の個性を生かした保育・教育を実施し、子どもたちの健やかな
成長を願っています。
将来を担う子どもたちが個性や能力をのばしていく保育・教育を共
に進めていくためお力を貸してください。

勤務形態

業務員 一般職非常勤職員 常勤 １名

第5こども園
（新沢幼稚園・川西保育所）

橿原市内
求人のある

施設

保育士 一般職非常勤職員 非常勤 ５名

保育士 一般職非常勤職員 常勤 17名

第2こども園
（今井幼稚園・今井保育所）

第3こども園
（金橋幼稚園・金橋保育所）

第4こども園
（畝傍北幼稚園・大久保保育所）

募集職種 雇用形態 募集人数

アピール
ポイント

保育園、認定こども園、合わせて８園あり、それぞれの園でのびの
びと楽しい保育を展開しています。
キャリアのある先生方が丁寧にアドバイスをしてくれたり、若い先
生方の人数も増え賑やかな園が多いです。
フルタイム(8：30～17：00)以外にも時間パートなどの相談にも応じ
ます。

４ 橿原市

施設名 所在地

第1こども園
（鴨公幼稚園・藤原京保育所）

募集人数

保育教諭 臨時職員 フルタイム・時間パート ５名程度

＜公立＞

保育士 臨時職員 フルタイム・時間パート 10名程度

３ 大和郡山市

求人のある
施設

施設名 所在地

市立保育園　6園

市立認定こども園  2園
大和郡山市内

募集職種 雇用形態 勤務形態



市立小平尾保育園
求人のある

施設

５ 生駒市

施設名 所在地

市立中保育園

募集職種 雇用形態 勤務形態 募集人数

６

施設名 所在地

町立西部保育園
求人のある

施設

三郷町

三郷町内

勤務形態 募集人数

保育士 臨時職員 常勤 ７名

アピール
ポイント

★　一人ひとりの子どもの気持ちをしっかりと受け止め、体を存分
  に動かして遊ぶ保育を大切にしている公立保育園です。
★　子どもの主体性を育てるために、日々保育環境を工夫してい
　ます。
★　地域の方々と交流できる機会が多く、保育園は、たくさんの
　方々に温かく見守っていただいています。
　 すぐそばには、龍田大社があり、伝統的な行事に触れさせて
　いただく機会もあります。
★　自園の厨房で、給食を作っていますので、子どもたちには
　温かくておいしい給食を提供しています。

生駒市内市立南こども園

市立ひがし保育園

市立幼稚園

保育士 臨時職員 常勤 ４名

調理員 臨時職員 非常勤 １名

募集職種 雇用形態

　幅広い年代の方が働いている公立保育園・こども園・幼稚園。初
めて仕事に就く方にもブランクがある方にも、経験豊かな職員が
フォローします。
　職場見学・体験もしていただけます。フルタイムは無理・・とい
う方には午前や午後で３時間程度の勤務もあり、自分にあった働き
方ができます。
　子ども達が日々成長する姿をすぐそばで感じ、共に喜ぶことので
きるやりがいのある仕事です。交通の便もよく、自然豊かな生駒の
地であなたの資格をいかしてみませんか!?

アピール
ポイント

保育教諭 臨時職員 非常勤 ４名

幼稚園教諭 臨時職員 常勤 ３名

＜公立＞

幼稚園教諭 臨時職員 非常勤 ５名

保育士 臨時職員 非常勤 ４名



アピール
ポイント

長年積み重ねてきた保育・子育てのノウハウを活か
し、入所している児童だけでなく、地域の子育て家
庭への支援にも力を入れています。

勤務形態 募集人数

保育士 臨時職員 非常勤 若干名

保育士 臨時職員 常勤 若干名

募集職種 雇用形態

＜公立＞

７ 斑鳩町

求人のある
施設

施設名 所在地

町立たつた保育園

町立あわ保育園
斑鳩町内



募集人数

うみ保育園

奈良市

生駒市

保育教諭 正規職員 常勤 ６名

募集職種 雇用形態 勤務形態

８ 社会福祉法人　どんぐり

求人のある
施設

施設名 所在地

もり保育園 生駒市

はな保育園 生駒市

そら保育園

保育士 正規職員 常勤 ２名

調理員 契約職員 非常勤 １名

９ 社会福祉法人　奈良社会福祉院

施設名 所在地

佐保山こども園 奈良市

放課後児童支援員 契約職員 常勤 １名

アピール
ポイント

奈良県下で５つの保育園（生駒市４園・奈良市１園）を運営している法人
です。
〇勤務地はすべて奈良県下・・・異動があった場合でも、距離が近く負担
がかかりません。また、年間の行事などを通じて、園どうしのコミュニ
ケーションも活発。職員間も横のつながりがあります。
〇育児休暇が取得しやすい法人です。
〇賞与とは別に、年度末に一時金５０万円程度支給（昨年度実績）（経験
年数により金額は変わります）

常勤・非常勤 ２名

募集職種

求人のある
施設

郡山西保育園 大和郡山市

アピール
ポイント

奈良社会福祉院は、今年創業・創立72周年を迎えます。
こども園・保育園・老人ホーム・母子生活支援施設・障害福祉施設
を持ち、“ふりかえるおもいやり　さしのべるはげまし　ともにあ
ゆむよろこび”をモットーに、赤ちゃんからおじいさんおばあさん
の幸福を高めるため、一人一人に寄り添った支援を行っておりま
す。佐保山こども園・佐保川こども園は、奈良の史跡文化や自然豊
かな環境の中にあり、「丈夫で体力のある明るい子ども、温かい心
を持った子ども、ひろがる夢を持った子ども、豊かな個性を持った
子ども、最後まで努力する粘り強い子ども、楽しい集団生活ができ
る子ども、感謝の気持ちをもった素直な子ども」を保育目標に掲
げ、日々取り組んでいます。明るく広い園舎です。ぜひお越しくだ
さい。

栄養士・調理員 正規・臨時職員 常勤・非常勤 ２名

保育教諭 正規・臨時職員 常勤 ４名

佐保川こども園 奈良市

郡山東保育園 大和郡山市

＜私立＞

子育て支援員 臨時職員 非常勤 １名

雇用形態 勤務形態 募集人数

放課後児童指導員 臨時職員



ニチイキッズ天理別所保育園
（H31年4月開園）

ニチイキッズ奈良三条保育園

施設名 所在地

天理市

募集職種 雇用形態 勤務形態 募集人数

シフト制 ４～６名

保育士 非常勤 シフト制 ２～４名

奈良市

１０ 株式会社　ニチイ学館

求人のある
施設

保育士 正社員

會津壱分保育園 生駒市

栄養士 正社員 シフト制 １名

調理員 非常勤 シフト制 １名

施設名 所在地

會津保育園 奈良市

會津保育園大宮分園 奈良市

保育士 正規職員 常勤 １名

募集職種

アピール
ポイント

私ども株式会社ニチイ学館は昭和43年に創業して以来、医療・介
護・教育・保育の4つの事業を柱として、社会の進歩・発展に貢献で
きる企業となることを目指してまいりました。保育事業におきまし
ては、昨今の待機児童の問題の解消や、少子高齢化社会への課題対
応を企業テーマのひとつとして、平成15年度より認可保育園、認証
保育所、企業主導型保育園、病院・大学・企業内の事業所内保育
所、子育て支援センター、放課後児童クラブなどの保育関連施設及
びファミリーサポートセンターの運営を、全国約258施設にて実施し
ております。ご家庭の都合で転居等になった場合でも、保育士を辞
めずに拠点間で異動ができます。産休・育休も取りやすい環境で
す。

１１ 社会福祉法人　バルツァ事業会

求人のある
施設

アピール
ポイント

奈良市・生駒市で20名定員の分園から定員80名、110名、120名の合
計４つの保育園を運営しています。
保育園の特色は心と体の育ちを日常の保育の中の「遊び」から積み
重ねていく保育をしています。
子どもと一緒に体を動かし、子どもと一緒に積み重ねていきません
か？
子どもと一緒に「遊び」、「体験」してくれる保育士さんを募集し
ています。

＜私立＞

雇用形態 勤務形態 募集人数

保育士 臨時職員 非常勤 ４名



所在地

奈良市

保育教諭・保育士 正職員 シフト制

若干名

１２ 社会福祉法人　奈良ＹＭＣＡ

求人のある
施設

幼保連携型認定こども園

ＹＭＣＡあきしの保育園 天理市

ＹＭＣＡなら保育園 奈良市

ＹＭＣＡ西大寺南保育園

施設名

認定こども園橿原保育園 奈良市

施設名 所在地

若干名

募集職種 雇用形態 勤務形態 募集人数

要相談

勤務形態 募集人数

「子どもの自主性と自発的な行動を促す自由保育型」「異年齢
児保育（幼児対象）」「担当制（乳児保育）」を行っていま
す。
園児一人ひとりの個性を大切に、一人一人の成長を信じ、とも
に喜び見守っていく保育、キリスト教保育を行います。

保育教諭 正規・非正規職員 常勤 １～２名

１３ 社会福祉法人　奈良福祉会

求人のある
施設

募集職種 雇用形態

２名

アピール
ポイント

あそびから学びへの"みちびき”
創造性を子どもたちと一緒に広げませんか？

＜私立＞

保育教諭・保育士 常勤・非常勤

保育士 臨時職員 非常勤

アピール
ポイント



５名

募集職種

１４ 株式会社　Force to live

求人のある
施設

施設名 所在地

にこにこパーク保育園 橿原市

雇用形態 勤務形態 募集人数

保育士 パート職員 非常勤 ５名

保育士 正規職員 常勤

アピール
ポイント

園に通う子どもたちがいきいきと過ごせ、また自分で考え工夫して
生きる力がもてるようになる環境づくりを用意し取り組んでいま
す。園庭開放をしたり未就園児を受け入れたりして地域の方との交
流をしたり、イベントに参加するなど、地域とつながった取り組み
をしています。また、昔懐かしい遊びや体験を通してワクワクドキ
ドキする楽しい保育を展開し、職員のスキルアップのため、充実し
た研修も用意しています。長く働き続けられる職場です。
詳しくはホームページをご覧ください。

募集職種 雇用形態 勤務形態

１５ 社会福祉法人　みやび

求人のある
施設

施設名 所在地

ソフィア東生駒こども園 生駒市

２名

募集人数

保育教諭 パート ２名

保育教諭 正社員 ３名

＜私立＞

アピール
ポイント

・家庭的な雰囲気の中、子ども達一人ひとりの気持ちに寄り添い、
丁寧に保育を行っています。
・ブランクがあっても、途中入職者も安心して働いていただける職
場です。
・グルメ、ショッピング等各種店舗のでの割引サービスの使える福
利厚生もあります。

保育士 正社員 ３名

保育士 パート



保育士 正社員 フルタイム 10名

求人のある
施設

施設名 所在地

王寺町

王寺町

上牧町

１７ 社会福祉法人　和光会

黎明保育園

王寺駅乳児センター

やまびこ保育園

斑鳩町

上牧町西大和黎明保育園

斑鳩黎明保育園

募集職種 雇用形態 勤務形態 募集人数

保育士 正社員 フルタイム ９名

アピール
ポイント

香芝市社会福祉協議会は、香芝市の地域福祉を進めるため、市民の皆
様と共に力を合わせ「ふれあい 支えあう「絆」のまちかしば 」の達
成に向け活動を進めてきました。
また各保育園（4月からはこども園）は、地域と共に約６０年、子育
て支援を担ってきました。自然環境に恵まれた園、小学校に隣接し一
体感を感じさせる園、その地域性を活かした、その時代に適した子育
て支援を行っていく中、今回「こども園」に生まれ変わります。
さらに、障害児通所支援事業所も約４０年、市内の発達支援を牽引す
る役割を担ってきました。
法人職員は部門を越えて協力し合い、一丸となってさらなる福祉の発
展を目指しています。

保育教諭 正規職員

募集職種 雇用形態 勤務形態 募集人数

月～土
シフト勤務

10名

＜私立＞

１６ 社会福祉法人　香芝市社会福祉協議会

求人のある
施設

施設名 所在地

関屋保育園
（H31.4より関屋こども園予定）

志都美保育園
（H31.4より志都美こども園予定）

香芝市


