
学校法人 カトリック学園

うみのほし幼稚園
〒905-0017 沖縄県名護市大中2丁目3番30号

TEL ：0980-52-1661 FAX ：0980-52-1704

園長 ：高良　ゆう子

URL ：http://www.ans.co.jp/k/uminohoshiyouchien/

バス送迎 ： あり　・　なし

給　　食 ： あり　・　なし （ 火・水曜日はお弁当、木はパン給食、金はメニュー給食 ）

預り保育 ： あり　・　なし （ うみのほし子どもの家実施18:00まで 
おやつ有り長期休み期間中も8:00~18:00まで ）

クラス数等、園情報

3歳児・4歳児・5歳児の年齢縦割りの混合保育（3クラス） 
つぼみクラス（未就児）実施

教育目標、保育目標

本園は、キリスト教精神に基づいた愛と奉仕の精神を幼児の人格形成の基本方針とし、モンテッソーリ 
教育を取り入れ、個性と自主性を尊重した教育をします。 
　　＊　素直でおもいやりのある子ども 
　　＊　お友だちを大切にし 互いに助け合う子ども 
　　＊　自然を愛し、命を尊ぶ子ども

園の特色、取り組み

　幼児は環境からあらゆるものを吸収し、自分のものとして成長します。当園は、この幼児期の 
　法則を大切に、よりよい環境を準備し、自己の成長リズムに合わせて援助し、子どもの自立を目指します。 
　3歳、4歳、5歳の混合縦割りクラス活動と同年齢の活動があり、恵まれた環境の中で、社会性を育み、 
　自主的に活動することができます。 
　英語、体操の専任による指導もあります。

ご入園をお考えの方に 採用にあたって

幼児期の大切な３年間を、広い広い園庭でのびのびと 
遊び、神さまの愛を感じ、助け合い、喜び合い、 
学びあうことで、大きくなった時、幼稚園が 
「心のふるさと」と思える場所にきっとなると 
思います。 

　当園は、モンテッソリー教育を行っております。 
　子どもたちの可能性に寄り添い、理解し、共に喜び、 
　共に成長していきましょう。 
　笑顔いっぱい、子どもたちの良き見本となることが 
　できる先生であってほしいと思います。 

２０２２年度 採用予定 未定
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学校法人 キリスト栄光学院

名護栄光幼稚園
（幼稚園型認定こども園）

〒905-0005 沖縄県名護市為又506-10

TEL ：0980-52-6988 FAX ：0980-43-0540

園長 ：池原　基生

URL ：https://www.eikoukg.jp/

バス送迎 ： あり　・　なし

給    食 ： あり　・　なし （ 自園調理の給食を毎日提供。月一回お弁当日。 ）

預り保育 ： あり　・　なし （ １８：３０までのお預り保育が利用可能です。 ）

クラス数等、園情報

２歳児クラス（園内に認可外保育施設を併設）（定員１８名） 
年少３歳児１クラス（定員３０名）、年中４歳児１クラス（定員３０名）、年長５歳児１クラス（定員３０名） 
毎週木曜日には未就園児教室を行っています。

教育目標、保育目標

神を畏れ、人を愛する人格 
　　●聖く優しい思いやりの心 （心育）　　　　　　　　　 ●深く考え、工夫する良い頭脳 （知育） 
　　●きびきび丈夫で頑張りのきく強い身体 （体育）　 　　●好き嫌いなく感謝していただく食欲 （食育） 
心・知・体がバランスよく成長することで、人が見ていなくても目標に向かって努力できる、 
自分の損得ではなく周りの人たちの為にと考え行動できる人格を育みます。

園の特色、取り組み

本園はキリスト教主義の幼稚園で教育目標のにも掲げている『こころの教育』を基盤に 
日々の保育を行っています。 
礼拝や日々のお祈りを通し、神様に感謝する心を育んでいます。 
また、広い園庭でのかけっこや戸外遊び、異年齢との交流、プール遊びや体操遊び、 
音楽遊び、文字遊びなど心も体もたくましく成長できる活動が盛りたくさんです。 
嘉手納にある姉妹園とも交流があり、栄光幼稚園の特色を名護の地でも活かしたい！ 
という思いから生まれた幼稚園です。

ご入園をお考えの方に 採用にあたって

　子ども達に多種多様な経験をして頂きたい。 
　その思いから様々なカリキュラム、行事等が 
　ありますが、全ては『こころ』、『基本的生活 
　習慣』の土台の上に積み上げられると考えて 
　います。 
　当園ではすべての子ができる。できない子は 
　いない。すべての過程で子どもの能力を信じて 
　子ども達とかかわっていきます。 

　園児さんの成長のために！と喜んで働いて 
　下さる方。 
　幼児期の子ども達の『今』と、将来を見据えた 
　教育を一緒に展開していきましょう！ 
　幼稚園教諭は未来を創る子ども達の力を 
　培う幼児期にかかわることのできる素晴らしい 
　職業です。当園で共に未来を創っていきましょう。 
　一度、見学にお越しください！ 
　また当園で働くことによって私たちが大切に 
　している神様との出会いを感じて頂けると 
　幸いです。 

２０２２年度 採用予定 ２名程度
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学校法人 カトリック学園

ヨゼフ幼稚園
〒904-1106 沖縄県うるま市石川２５３９番地

TEL ：098-965-4004 FAX ：同左

園長 ：牧山　由美子

URL ：http://www.m-caritas.jp/youchien/50/welcome.html

バス送迎 ： あり　・　なし

給    食 ： あり　・　なし （ 火曜日はお弁当 ）

預り保育 ： あり　・　なし （ ～18：00まで、おやつ有り ）

クラス数等、園情報

縦割りクラスで モンテッソーリ教育を実施（3クラス） 
年齢別で一斉保育の時間も有り 
満3歳児保育の実施

教育目標、保育目標

太陽のようにあかるい子　　お花のようにきれいな心　　いつも笑顔でごあいさつ 
　 
ヨゼフ幼稚園のヴィジョン 
　ヨゼフ幼稚園は、子供たちがキリストの愛に生かされ、神から与えられた心身の能力を、 大限に生かし 
ながら、健全な心身を守り育て、個性豊かで、主体的に行動できる人になることを願い、モンテッソーリ 
教育を通して、その基礎育成を目指します。 
　また、人間には、すばらしい能力と、すばらしい自然が与えられていることを踏まえ、価値ある人生を送る 
ことができるために、神、隣人、人、そして自然界を大切にする愛の心を育てます。

園の特色、取り組み

幼児教育の指針として、ヴィジョン、ミッションを基本に毎日の保育を行っております。 
教師のミッション 
　カトリック学園ヨゼフ幼稚園の職員である私たちは、カトリックの精神に基づき『神を愛し、隣人を 
　自分の　ように愛しなさい』との、み言葉に生きるよう努め、職員、保護者、子どもたちとの温かい関わりを 
　築きます。 
　また、子どもたちの良き援助者として資質向上に努め、モンテッソーリ教育の学びを深め体得し、子ども 
　たち　一人ひとりの必要に応え、援助します。 
子どものミッション 
　ヨゼフようちえんの わたしたちは、すべてのひとをあいしてくださる かみさまのあいにならって、 
　ともだちにやさしくしんせつにし なかよくあそびます。また、よくかんがえ よくまなび しっかり 
　うんどうして つよいこころと からだをつくります。

採用にあたって

　子どもたちの中に神さまを認め、子どもたち一人ひとりの今と未来を見据え、その個性や成長を 
　大事にしながら豊かな成長を引き出してくださる子どもたち大好き先生、明るく協調性を持って 
　働いてくださる先生、子ども達の幸せのために共に力を尽くしていけたらいいですね。

２０２２年度 採用予定 未定
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学校法人 恵福学園

具志川花園幼稚園
〒904-2201 沖縄県うるま市昆布93-1

TEL ：098-972-2772 FAX ：098-972-7833

園長 ：岡本　真理子

URL ：https://www.gu-hanazono.jp/

バス送迎 ： あり　・　なし （ 迎えから送りまで有り、クラス毎で園外保育有り ）

給    食 ： あり　・　なし （ 園内でベテラン調理員が丁寧においしく料理、 
月2回金曜日お弁当、月1回金曜日おにぎり弁当 ）

預り保育 ： あり　・　なし （ ３歳児から５歳児まで合同保育、集団で楽しく！ 
おやつ有り、送りバス有り ）

クラス数等、園情報

3歳児クラス30名（たんぽぽ組）、4歳児クラス30名（ひまわり組）、 
5歳児クラス30名（さくら組）　広い園庭で思いきりあそぼう！

教育目標、保育目標

あかるい子；心身共に健康で豊かな情操を育てる。 
つよい子：自立・忍耐・協調性を育てる。 
慈愛の子；思いやり・感謝・礼儀正しさ・規律・約束を守る心を育てる。 
幼稚園は、大勢の子供たちが集いたのしく遊ぶところです。幼児が、他の幼児や教師との生活を通して、 
人間として生きるための基礎となる力を身につけ、自己を形成していくことを目標としています。

園の特色、取り組み
生活スキルアップ ･･･ 挨拶・マナー・はきものを揃える。身辺の事を自分でやってみよう！という意欲を育てる。 
♪もじ・かず学習 ･･･ オリジナル学習法で楽しく学び、漢字なりたちの話から識字欲を刺激すると共に絵辞典に 
　　　　　　　　　　　　　親しみを持たせことばへの探求心をくすぐります。　　　　 
♪おんがく ･･･ うたや手あそび・合奏・ダンス等を通して五感の発達を図り創造性・協調性・リズム感等を伸ばし 
　　　　　　　　　 音楽を愛する豊かな心を育てます。 
♪園外保育 ･･･ 自然とのふれあい、社会見学、イベント参加等、日頃体験し難いことを集団生活の中に取り入れ 
　　　　　　　　　　仲間と共にのびのびとした活動を楽しみます。 
♪運動あそび ･･･ 子ども達の探求活動を促し運動･思考･表現する活動の中で知的欲求をくすぐります。　 
　　　　　　　　　　　 かけっこ、ストレッチ、体操やルールのある運動ゲームを行い体を動かすことを好きになる 
　　　　　　　　　　　 意欲をくすぐります。 
♪英語あそび ･･･ テレビ画面の文字や写真、アニメーションや実物の動画を見て、ネイティブスピーカーによる 
　　　　　　　　　　　単語、会話、歌等生の発音に触れながら、身体全体を使って、遊び感覚で自然に英語に興味を 
　　　　　　　　　　　持ち、遊びの中で楽しく学びグローバルな人間形成を図ります。

ご入園をお考えの方に 採用にあたって
　満3歳になったら幼稚園へ：見学はお電話で問いあわせ下 
　さい。午前中を中心に園の案内を実施中。 
　子どもたちが　自分の目で見　自分の耳で聞き自分の手で 
　触れ　自分の心で思い　自分の頭で考える 
　そして、元気な「ハイ」という返事「ありがとう」といえ 
　る子「ごめんなさい」といえる子相手の気持ちを考えて 
　手を差し伸べてあげられる優しく思いやりのある子がまん 
　づよくくじけずになんにでも挑戦できる子 
　私たちは、子ども達としっかり向き合い、豊かな教育環境 
　づくりに邁進していきたいと思います。

　赤いさんかく屋根が目印の当園は、園庭も広くアス 
　レチック遊具、築山、広い教材菜園があり、子ども 
　達と遊ぶにはもってこいの環境です。 
　　　「子どもの可能性は無限大」 
　園生活を通して、様々な体験を子ども達と共に楽しみ 
　ましょう!!

　
２０２２年度 採用予定 未定
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学校法人 キリスト栄光学院

栄光幼稚園
（幼稚園型認定こども園）

〒904-0202 沖縄県嘉手納町屋良917-4

TEL ：098-957-3373 FAX ：098-923-3356

園長 ：池原　基生

URL ：https://www.eikoukg.jp/

バス送迎 ： あり　・　なし （ 送迎各３コース運行しています。 ）

給      食： あり　・　なし （ 自園調理の給食を毎日提供。月一回お弁当日。 ）

預り保育 ： あり　・　なし （ １８：３０までのお預り保育が利用可能です。 ）

クラス数等、園情報

２歳児クラス（定員３０名）、年少３歳児３クラス（定員６０名）、年中４歳児２クラス（定員６０名） 
年長５歳児２クラス（定員６０名） 
毎週木曜日には未就園児教室を行っています。

教育目標、保育目標

神を畏れ、人を愛する人格 
　　●聖く優しい思いやりの心 （心育）　　　　　　　　　 ●深く考え、工夫する良い頭脳 （知育） 
　　●きびきび丈夫で頑張りのきく強い身体 （体育）　 　　●好き嫌いなく感謝していただく食欲 （食育） 
心・知・体がバランスよく成長することで、人が見ていなくても目標に向かって努力できる、 
自分の損得ではなく周りの人たちの為にと考え行動できる人格を育みます。

園の特色、取り組み

本園はキリスト教主義の幼稚園で教育目標の一番目にあるように、『こころの教育』を大切に保育を 
行っています。 
また、体操遊びやプール遊び、音楽遊び等を通して毎日、元気な子ども達とふれあい、子ども達の 
成長のお手伝いが出来ることに喜びを感じています。 
またクラス担任の他に各クラス補助教員を配置し、子どもひとりひとりの発達に合わせた決め細やかな 
保育を目指し、日々努力しています。 
また、クラスの畑で食育を兼ねた野菜作り、名護にある姉妹園との交流など多種多様な経験ができる 
ように工夫しています。

ご入園をお考えの方に 採用にあたって

　子ども達に多種多様な経験をして頂きたい。 
　その思いから様々なカリキュラム、行事等が 
　ありますが、全ては『こころ』、『基本的生活 
　習慣』の土台の上に積み上げられると考えて 
　います。 
　当園ではすべての子ができる。できない子は 
　いない。すべての過程で子どもの能力を信じて 
　子ども達とかかわっていきます。 

　園児さんの成長のために！と喜んで働いて 
　下さる方。 
　幼児期の子ども達の『今』と、将来を見据えた 
　教育を一緒に展開していきましょう！ 
　幼稚園教諭は未来を創る子ども達の力を 
　培う幼児期にかかわることのできる素晴らしい 
　職業です。当園で共に未来を創っていきましょう。 
　一度、見学にお越しください！ 
　また当園で働くことによって私たちが大切に 
　している神様との出会いを感じて頂けると 
　幸いです。 

２０２２年度 採用予定 ２名程度
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学校法人 カトリック学園

コザ聖母幼稚園
〒904-0005 沖縄県沖縄市嘉間良1-4-1

TEL ：098-937-7065 FAX ：098-937-7065

園長 ：山田　勢津子

URL ：http://www.ans.co.jp/k/kozaseibo/

バス送迎 ： あり　・　なし

給    食 ： あり　・　なし （ 月・水・木曜日は給食、火・金曜日はお弁当 ）

預り保育 ： あり　・　なし （ ～18：00まで、長期休み期間中も18：00まで ）

クラス数等、園情報

3歳児・4歳児・5歳児の混合縦割り保育、未就園児1クラス 
モンテッソーリ教育をとりいれながら年齢別の横割り活動も実施

教育目標、保育目標

★キリストの教えに根差した教育 
★神様とお友達を大切にする教育 
★社会貢献への自覚と態度を形成する教育 
★努力する心・自己形成を促す教育　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
★モンテッソーリ教育理念に基づいた教育

園の特色、取り組み

モンテッソーリ教育により個別活動の充実をはかり、子どもの主体性を大切にし、子ども自身が自ら 
成長していけるよう援助しています。 
混合縦割り保育の中で異年齢の友達と関わることで助け合いながら愛情、いたわり、思いやりの 
心が育ちます。 
また、年齢別活動の時間では、体操・英語・音楽・宗教等のカリキュラムの中で友達と取り組む 
協調性や、行事等の過程を通してあじわう達成感、喜びを感じ自信へとつなげるよう日々の保育を 
大切に援助しています。

ご入園をお考えの方に 採用にあたって

　大切なお子様が初めて出会う幼稚園という 
　環境を、より豊かな学び、育ちができるように 
　年間を通し考えます。 
　子ども達一人ひとりの育ちを大切に援助して 
　いきます。 
　モンテッソーリ教育の活動と広い園庭で思いっ 
　きり遊び、静と動のある保育を行っています。 

　★子どもが大好きで、明るく、前向きに物事を 
　　とらえながら　物事を一つひとつ丁寧に対応 
　　する気持ちのある方。 
　★幼児教育に携わることに使命感を感じながら、 
　　子どもたちの成長を共に喜び分かち合うことの 
　　できる方。

２０２２年度 採用予定 未定
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学校法人 カトリック学園

聖母幼稚園
〒904-2164 沖縄県沖縄市桃原１丁目５番１号

TEL ：098-937-4935 FAX ：098-989-9436

園長 ：伊徳　清包

URL ：https://www.seiboawase.com/

バス送迎 ： あり　・　なし （ 利用者が少ないため廃止 ）

給    食 ： あり　・　なし （ 週3日は給食、週2日はお弁当 ）

預り保育 ： あり　・　なし （ 保育終了後、長期休園日 ）

クラス数等、園情報

3歳児・4歳児・5歳児の縦割混合クラス編成（4クラス） 
3歳未満児1クラス

教育目標、保育目標

【目標とする子ども像】 
　1.　神を賛美し、いのちを大切にする子ども　　　　　 
　2.　愛されている喜びをあらわす子ども　　　　　　　 
　3.　自分を選び 後まで責任をもつ子ども　　　　　　 
　4.　社会の一員であることを自覚する子ども

園の特色、取り組み

モンテッソーリ教育法を取り入れ、子ども自身が自分に合った活動を選び、取り組み、 
自分自身を成長させていきます。 
教師は子どもの自主性を大切にし、子どもの中にすでに自然に備えられている 
成長発達を促す原動力に信頼して子ども自身が自ら成長して行けるように援助 
します。

ご入園をお考えの方に 採用にあたって

　聖母幼稚園は 
　　・笑顔いっぱい 
　　・神を賛美し祈ることができる 
　　・幼児期に必要な環境がある 
　　・３，４，５歳の混合縦割りクラス 
　　・心も体も丈夫な子ども 
　　・未来の子ども達のために時代を先取りした 
　　　モンテッソーリ教育により、子ども達が持って 
　　　いる可能性を引き出し、子どもの主体性を 
　　　重んじる教育を行っています。

　明るさの中でも品があって、確かな基準をもって 
　判断できる人を望みます。

２０２２年度 採用予定 未定
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学校法人 胡屋バプテスト学園

愛星幼稚園
（幼稚園型認定こども園）

〒904-0021 沖縄県沖縄市胡屋6-2-1

TEL ：098-933-5088 FAX ：098-989-5419

園長 ：渡真利　彦文

URL ：http://www.aiseikg.com/

バス送迎 ： あり　・　なし

給    食 ： あり　・　なし （ 金曜日はお弁当 ）

預り保育 ： あり　・　なし （ ～18：30まで、早朝７：３０～８：３０、おやつ有り ）

クラス数等、園情報

３歳児クラス（30名）　４歳児クラス（25名） 
５歳児クラス（25名）　各1クラス（定員80名）

教育目標、保育目標

　○愛せよ　　　○尊敬せよ　　　○強く育てよ 
本園では、子ども達が周囲のおとなの温かいまなざしに支えられ、日々の生活や様々な経験をとおし、 
神様の目をとおして見えてくる自己像『自分を大切にする心（自尊感情）』『自信をもつ心（自己肯定感）』 
の土台を育てます。 
愛され大切にされた経験をもとに人を『愛する子』、『尊敬する子（自然環境や社会的・文化的差異へ 
敬意をはらえる子）』、そして、未来を切り開いていく『生きる力（強く育てよ）』の基礎を育みます。

園の特色、取り組み

創立聖句：賢い者は、大空の輝きのように輝き、また多くの人を義に導く者は、 
星のようになって永遠にいたるでしょう。　　　　ダニエル書１２章３節 

この聖書の言葉と教育目標は、愛星幼稚園開園（１９６５年）以来、変わることなく受け継がれてきました。 
本園は、聖書（イエス・キリスト）を土台とし、「主体的活動としての遊び」を大切にします。 
人の育ちの中でほんのわずかな、けれども重要な幼児期。子ども一人ひとりが「星のように輝き」、そして 
将来も「輝き」続ける確かな育ちを、教職員一同、心を注いで見守り支援していきたいと考えております。

ご入園をお考えの方に 採用にあたって

　本園はキリスト教保育の幼稚園です。こども達が 
　神さまの愛の中、自分自身を大切な存在であると 
　感じつつ、喜びと感謝を持って生涯を送る基礎を 
　培っていけるように、心を注いで保育を行っていき 
　ます。 
　是非、実際の保育の様子をご見学下さい。 
　お待ちしています！

　完璧な教師、完璧な幼稚園はありませんが、 
　子どもが大好きで、一緒に本物に触れ成長して 
　いきたい、という思いは大切だと思います。 
　興味のある方は、　「イキイキ・キラキラ・ふれあい 
　幼稚園」愛星幼稚園に是非一度いらして下さい。 
　見学は大歓迎です。

２０２２年度 採用予定 未定
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学校法人平安学園

平安幼稚園
（幼稚園型認定こども園）

〒901-2421 沖縄県中頭郡中城村字登又346番地

TEL ：098-895-6655 FAX ：098-895-6689

園長 ：平安　玲子

URL ：http://www.hirayasu.ed.jp

バス送迎 ： あり　・　なし （ 園児バス2台 ）

給    食 ： あり　・　なし （ 月1回お弁当日 ）

預り保育 ： あり　・　なし （ 〜18：30まで、おやつ有り ）

クラス数等、園情報

2歳児2クラス、3歳児3クラス、4歳児2クラス、5歳児2クラス 
事業所内保育所「ひらやす保育園」併設

教育目標、保育目標

１．読み書きができる賢い子ども 
２．情緒が豊かで賢い子ども 
３．よく考え進んで行動する子ども 
４．仲良く遊び協力し合う子ども 
５．身体が丈夫で逞しい子ども

園の特色、取り組み

子どもたちの健やかなる成長と保護者が安心して子育てができる環境を提供します。 
人生の中で大きな影響を与えるといわれる幼児期に様々な体験を通して 後までやり抜く力、 
思いやりの気持ち、自ら考えて行動できる力を育みます。

ご入園をお考えの方に 採用にあたって

　世界に羽ばたく子供たちのために、10年先、 
　20年先を見通して子どもたちとのかかわりを 
　大切にしています。 
　全職員で心を込めた保育を心がけ、各クラス 
　担任1名、補助教諭1名(2歳児は補助教諭2名)で 
　一人一人に寄り添った保育をおこない、基本的な 
　生活習慣や社会性、協調性を育みます。 
　入園から修了に至るまでの長期的な視野を 
　もって充実した園生活が展開できるよう配慮 
　いたします。 
　園見学も可能です。 
　ご連絡の上、是非お子様と一緒にご来園くだ 
　さい。

　お互いを思いやり、子どもたちと保護者の幸せ、 
　職員の幸せと生きがいのために、働きやすく 
　充実した職場となるよう努めています。 
　見学、職場体験も行っています。お気軽に 
　ご連絡ください。

２０２２年度 採用予定 ５名程度
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学校法人善隣学園

善隣幼稚園
（幼稚園型認定こども園）

〒903-0116 沖縄県中頭郡西原町幸地1027－1

TEL ：098-944-5344 FAX ：098-944-5345

園長 ：城倉　翼

URL ：https://zenrin-youchien.com

バス送迎 ： あり　・　なし （ 園児バス2台、2コース ）

給    食 ： あり　・　なし

預り保育 ： あり　・　なし

クラス数等、園情報

満3歳児15名、年少3歳児26名、年中4歳児27名、 
年長5歳児27名、定員95名

教育目標、保育目標

＜園目標＞ 
　　ひかりの子どもらしく歩みなさい　　　　聖書：　エペソ5章8節 
＜教育理念＞ 
　　キリスト教の精神に基づいて幼児教育を行うことを目的とする 
　　家庭との連携を密にして教育の一貫性をめざす 
＜教育目標＞ 
　　優しい心・個性の尊重・強くたくましい成長

園の特色、取り組み

教会とともに歩んできた本園は、「自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ」という、」園名の由来と 
なった聖書のことばを柱に幼児教育を担い、今年、創立112周年を迎えます。 
見たい！聞きたい！やってみたい！　子ども自ら興味をもち、目標を立てて取り組んでゆく生活を 
大切にし、心と体と魂の調和を目指す表現・体験活動を主とした保育を行っています。 
体育講師・音楽あそびの講師・英語講師・食育講師を特別に招き、日々の保育がいっそう豊かに 
充実したものとなるよう取り組んでいます。 
週の始めの月曜礼拝では、牧師のメッセージを聞き、祝福のお祈りをしていただき、神様の愛と恵みを 
いっぱい受けています。

採用にあたって

　子どもが好き！好奇心いっぱいの方との出会いを待っています。

２０２２年度 採用予定 未定

　預かり保育や育児休暇職員代替等、契約職員の募集を行うこともある。
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学校法人 シオン学園

シオン幼稚園
（施設給付型幼稚園）

〒901-2222 沖縄県宜野湾市喜友名1-12-20

TEL ：098-892-3175 FAX ：098-892-3175

園長 ：関根　路代

URL ：

バス送迎 ： あり　・　なし （ 宜野湾市内一周の１コース ）

給    食 ： あり　・　なし （ 毎週水曜日はお弁当 ）

預り保育 ： あり　・　なし （ 18：00まで、おやつ有り、送りバス有り 
長期休暇中の預かり保育有り ）

クラス数等、園情報

年少児（満３歳児含）・年中児・年長児（各１クラス）合計３クラス

教育目標、保育目標

　※勇気を持って善を行う。《ひとりは、みんなのために。みんなは、ひとりのために。》 
　　環境との相互の働きかけ作用により、遊びを中心とした生活的実践を通して、自分を大切にし、 
　　隣人を大切にすることを学び自己教育力を身につける。 
　　人間性が豊かで、ものごとにけじめをつけられる者となる。 
　　園生活のすべてが「愛する」ことの上に築かれ、それが豊かな人間性を持った子につながっていると確信する。

園の特色、取り組み

　寄り添う保育： 
　　個々の発育に応じた様々な制作環境の中で、しっかり「見る、聞く、考える、話す、表す」を念頭に繰り返し、 
　　積み重ねを通して、幼児期の基本的生活習慣を身につけていく。 

　　　　でっかく　そして　たくましく‐心の調和をはかり、豊かな情操を養う 
　　　　のびのび　そして　あかるく　‐個々の創造性を豊かに培う 
　　　　すくすく　そして　なかよく　‐自立（律）と協調性を豊かに育む

　　

ご入園をお考えの方に 採用にあたって

　多くの方々に支えられ、令和３年度有り難く創立55 
　周年を迎えた園児総数年平均40名弱の小さな幼稚園 
　です。 
　小規模だからこそ、まだ十分に言葉にして訴えられ 
　ない幼児期の３年間を通し園児ひとりひとりとじっく 
　り関われることで、欲求を受け止めたり個性に寄り 
　添ったり日々の小さな変化も見逃さない様、教職員間 
　で連携を取りながらその時々に合った対応を心がけて 
　います。

　当園の主旨に賛同し、常に自己向上心と 
　学ぶ姿勢を持って、私達と共に子ども達 
　ひとりひとりの日々の小さな成長を見守って 
　いきたい方大歓迎です。

２０２２年度 採用予定 １名程度
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学校法人カトリック沖縄学園

真栄原カトリック幼稚園
〒901-2215 沖縄県宜野湾市真栄原3-16-1

TEL ：098-897-9387 FAX ：098-897-4066

園長 ：シスター寺田　陽子

URL ：https://mck.catholic-okinawa.ed.jp

バス送迎 ： あり　・　なし

給    食 ： あり　・　なし （ 月２回はお弁当 ）

預り保育 ： あり　・　なし

クラス数等、園情報

保育園（２歳児）１クラス、クラス数９クラス 
平成30年度より異年齢縦割りクラス編成になりました。

教育目標、保育目標

整えられた環境の中で、子どもたちの主体性を生かしながら、「自分で学び取る力」を身につけるよう 
援助します。教師や友だちとの誠実な関わりの中で、 
　○神と人と自然を大切にする子ども　　　　○思いやりと感謝の心を持つ子ども 
　○情緒や感性の豊かな子ども　　　　　　　○主体性のある子ども 
　○心も体も健康で明るい子ども　　　　　　○創造性豊かな子ども　　に育ってほしいと願っています。

園の特色、取り組み

本園はカトリックの精神に基づき、清く大らかな愛の中で幼児を育みながら、いつも感謝する心、 
お互いに助け合い許し合い、自分で善い悪いの判断ができる心を培い、自ら遊べる子を育てることを 
目指します。 
　真栄原カトリック幼稚園の子どもたちは、３年間でいろんなことを体験します。モンテッソーリ教育に 
よる自主活動を取り入れるなかで、同年齢での活動と異年齢での活動が両方経験できるように 
工夫しています。家庭ではできない体験やたくさんの友達とのかかわりの中で、ちいさな「壁」を 
乗り越えていくことや毎日続けることの大切さに気づかせ、「できる」という喜びと達成感を味わわせ 
ながら、自信へとつなげていきます。

ご入園をお考えの方に 採用にあたって

　当園は、カトリック系のミッションスクールで 
　同一敷地内に小・中・高等学校があり、カト 
　リック的世界観に基づく一貫教育により、 
　心身の教育に努めております。 
　また、園庭にはたくさんの運動スキルを養う 
　ことができるオリジナル設計の船形大型遊具が 
　あります。

　幼稚園のホームページを見てください！ 
　でも、真栄原カトリック幼稚園はどんなところ？ 
　どんな先生がいるの？ 
　ホームページではわからないこともたくさんある 
　はずです。 
　少しでも興味を持った方、見学してみたい方は是非、 
　子どもたちの笑顔とやる気に満ちた瞳、教師の子ども 
　たちにかかわる姿を見に来て頂けると嬉しいです。 
　お待ちしています。

２０２２年度 採用予定 未定
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宗教法人 宇地泊キリストの教会 付属

慈愛幼稚園
（施設給付型幼稚園）

〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊229

TEL ：098-897-2345 FAX ：098-897-2200

園長 ：谷成 悟

URL ：https://www.jiaikko.com/

バス送迎 ： あり　・　なし （ 宜野湾市方面・浦添市方面 ）

給    食 ： あり　・　なし （ 月・火・金曜日は給食、水・木曜日はお弁当 ）

預り保育 ： あり　・　なし （ ～18：30まで、おやつ有り ）

クラス数等、園情報

沖縄県の中部に位置し、普天間基地を東に、西にはコンベンションセンターがあり、 
振興住宅地である 
縦割りクラス２　満3歳児クラス１

教育目標、保育目標

聖書のみ言葉に基づき 
1、強い体　２、賢い知恵　3、美しい心　４、祝福される生活 
を目指し、人間形成の基礎をつくる事

園の特色、取り組み

キリスト教保育を基本にモンテッソーリ教育を実践　 
3歳児から5歳児までの縦割り保育　　　　　　　　 
英語、体育の専任講師によるクラス有り

ご入園をお考えの方に 採用にあたって

　縦割り保育を行っているので、年少児は年長児の 
　お世話を受け、縦の人間関係を築いていくことが 
　できます。 
　モンテッソーリ活動では、それぞれの 
　成長に従って“楽しい”と思える自己活動を日々 
　行います。 
　その活動を重ねることで、達成感や自己肯定感を 
　育てていきます。

　キリスト教保育を行っているので、キリスト教に 
　理解のある方､モンテッソーリ教育についても 
　興味関心を持っている方を希望します。

２０２２年度 採用予定 未定
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