
学校法人 みのり学園

みのり幼稚園
〒901-2126 沖縄県浦添市宮城５丁目２番３号

TEL ：098-877-4980 FAX ：098-875-1075

園長 ：銘苅 健

URL ：http://minori-gakuen.ac.jp/youchien/

バス送迎 ： あり　・　なし （ 園児バス4台、那覇2コース・浦添2コース ）

給    食 ： あり　・　なし （ 完全給食制、月1回お誕生日会の日はお弁当 ）

預り保育 ： あり　・　なし （ ～19：00まで、土曜日7：30～18：00、おやつ有り ）

クラス数等、園情報

2歳児8クラス（１クラス6名）、3歳児4クラス（1クラス28名） 
4歳児4クラス（1クラス28名）、5歳児3クラス（1クラス30名）

教育目標、保育目標

●心も体も元気な子　●なかよく遊ぶ子　●よく考え工夫する子 
私たちが目指しているのは、「健全な心と体を育てる」こと、「思いやりのある子どもを育てる」ことです。 
子どもたちが純粋で他の生命や自分自身を大切にし、幼児時代を謳歌できる場所でありたいと 
思っています。

園の特色、取り組み

子ども達の遊びは多彩です。いろいろなアイデアで友達と楽しく遊んでいます。この大事な幼児期に、多くの体験活動
を積み重ねることで思考力や判断力が育まれます。本園では、季節行事をはじめ華道や茶道の体験やよなぐに馬の乗馬体
験、黒糖作り等行事を通して、我が国や沖縄の文化に触れ「豊かな心」の育成を図っています。また、書く・切る・貼る
等学習教材を活用した知的好奇心の向上と併せて、蚕や種の発芽観察、野菜の種まきから収穫までの体験など小学校の生活
科や理科に結びつける活動は園児が喜んで参加しています。このように遊びと学習を楽しみながらメリハリのある活動を
通して、幼児期に培いたい自立心や友達とのコミュニケーション能力、道徳性等をしっかり育んでいきます。

ご入園をお考えの方に 採用にあたって

　私たちが目指しているのは「健全な心と体を 
　育てる」ことです。 
　子どもたちが純粋で他の生命や自分自身を 
　大切にし、幼児時代を謳歌できる場所であり 
　たいと思っています。

　子どもの成長を一緒に感じたいと思っている 
　明るく協調性を持って一緒にお仕事できる方を 
　お待ちしています！ 
　見学はお電話頂ければ対応可能ですので、 
　先ずは当園ののびのびとした雰囲気を感じて 
　ください。 
　笑顔で楽しく学び・遊ぶ園児の成長を創造できる 
　お仕事です。

２０２２年度 採用予定 １名
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学校法人 育英義塾学園

育英義塾幼稚園
（施設給付型幼稚園）

〒901-0147 沖縄県那覇市宮城1-7-41

TEL ：098-858-0064 FAX ：098-857-0938

園長 ：西村　友三郎

URL ：http://www.ikueigijuku-youchien.com

バス送迎 ： あり　・　なし （ 園児バス２台、４コース 那覇市小禄・古波蔵、豊見城市・糸満市 ）

給    食 ： あり　・　なし （ 週４日給食、週１日金曜日お弁当 ）

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

年少３歳児２クラス、年中４歳児２クラス、年長５歳児２クラス、各クラス２５名前後、定員１５０名 
平成３０年度より子ども・子育て新制度の施設給付型幼稚園に移行しました。そこで、 
地域の子育て支援として地域の子育て支援教室「ちょうちょ組」を開設しました。　 
隔週火曜日の２部制として２０名（親子で参加）を受け入れています。

教育目標、保育目標

建学の精神　　世界に羽ばたく人材の育成 
　　教育目標　　 「健康」・「知性」・「情意」・「勇敢」　心身ともに健康で、よく考え、やさしい子の育成 
　　　　　　　  　○健康・・・たくましい心と体　　　　○知性・・・よく見て、よく聞いて、よく考える 
　　　　　　　　　○情意・・・友達を思いやる心  　　　○勇敢・・・自分で考え行動する

園の特色、取り組み
本園の建学の精神「世界に羽ばたく人材の育成」を目指して、グローバル化のなかで、主体的に考え、 
みんなと仲良く強調できる人材の基礎づくりに努めています。 
ネイティブスピーカーによる英語活動のまとめとして、年長組は米軍基地の幼稚園との交流を実施して 
います。 
幼児期における多様な運動経験等がその後の運動能力におおきな影響を与えると言われています。 
体育は専門性が高いため、外部講師を招聘し体育技能の基礎の育成とともに、集団行動の基礎の育成に 
努めています。運動会ではマーチングも披露しています。 
２１世紀は環境の世紀と言われています。花いっぱい、虫いっぱいの環境づくりを目指すとともに、 
園バスを活用して積極的に地域の自然に触れる体験を通して、自然の素晴らしさ、不思議さに気づき、 
自然を大切にできる子の育成に努めています。 
チャレンジ「挑戦」を合い言葉に、 初は難しく直ぐにできなくても、 後まで諦めずに頑張れば必ず 
できることを繰り返し体験させることにより、自己肯定感を高め、自らの潜在能力を引き出していける 
基礎づくりに取り組んでいきます。

ご入園をお考えの方に 採用にあたって
経験豊富な先生方が子ども達の良さを引き出します。 

○体験とチャレンジは成長の原動力！特に自然体験を重視 
○朝の自由遊びの時間、異年齢で仲良く思いっ切り遊びます 
〇発達段階に応じた器楽合奏の成果を運動会（マーチング） 
　発表会で披露 
○ネイティブスピーカーと英語で楽しく歌って遊びます 
○体育講師とマット・鉄棒・縄跳び等で運動能力を高めます 

常時募集しています。是非、見学にいらして下さい。

明るく、協調性があり、常に向上心を持っている方、子ども
の成長のためにともに頑張って行きましょう。 
新制度の施設型給付の幼稚園に移行したため、処遇改善によ
り、待遇が改善されました。シフトがなく、夏休みもありま
す。 
詳しくは、幼稚園のホームページをご覧下さい。 
いつでも、気軽にご来園下さい。お待ちしています。

２０２２年度 採用予定 未定
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学校法人 聖公会学園

ナザレ幼稚園
（施設給付型幼稚園）

〒902-0063 沖縄県那覇市三原2-11-33

TEL ：098-855-1389 FAX ：098-855-1373

園長 ：岩佐　直人

URL ：http://nazare-kg.okinawa/

バス送迎 ： あり　・　なし （ ２コース ）

給    食 ： あり　・　なし （ 木・金曜日は給食、火曜日はお弁当、月・水曜日は牛乳おやつ ）

預り保育 ： あり　・　なし （ ～18：30まで、長期休暇も基本的に実施 ）

クラス数等、園情報

毎日縦クラスと、横クラスで充実した保育 
縦割り保育の時間（3歳児～5歳児の異年齢クラス） 
横割り保育の時間（3歳児（満3歳児含む）1クラス、4歳児1クラス、5歳児1クラス）

教育目標、保育目標

※教育目標 
　　　心の育ち・・・集団生活による豊かな心の芽生え 
　　　体の育ち・・・体を十分に動かし喜んで活動に参加の意欲 
　　　理解する力・・身近な環境に興味・関心を持ち、正しく判断・行動する力 
　　　信じる心・・・お祈りによる愛と恵みにふれ、目に見えない物事を受け入れる心 
※保育目標 
　　　かんがえる子ども・・・体験したことから考え、創造する。 
　　　思いやる子ども・・・・触れ合い・感謝し・助け合う。 
　　　たくましい子ども・・・心と体を強くする。

園の特色、取り組み

キリスト教に基づき愛をもって保育。笑顔いっぱい毎日元気な子どもたちは、自由遊びを通して人との 
ふれあいを大切に自主的に行動。子供達の関わりが多く、ナザレ家族のようにみんなが仲良し。 
各行事のダンスや発表会のお話は教師が作るのではなく、子どもたちのオリジナル。世界で1つの 
宝物です。 
又、週1回、体操教室もあり運動会（子どものまつり）では、毎年、年長組が跳び箱の連続跳びに挑戦し 
成功させています。心身共に、逞しい子どもに育ちます。

採用にあたって

　何事も一緒に考え、一緒に笑い協調性のある方大歓迎。 
　2020年度より、新制度（施設給付型幼稚園）になり、教諭の基本給がかなりアップし、 
　ご期待に添える様になりました。

２０２２年度 採用予定 未定
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学校法人 相愛学園

相愛幼稚園
（施設給付型幼稚園）

〒902-0077 沖縄県那覇市長田１－１１－９

TEL ：098-832-1502 FAX ：098-836-6561

園長 ：大城　厚子

URL ：https://www.souaiyouchien.com/

バス送迎 ： あり　・　なし （ ２コース 新都心コース・小禄コース ）

給    食 ： あり　・　なし （ 給食かお弁当を選択（月単位で契約）、火・金曜日は全員お弁当 ）

預り保育 ： あり　・　なし （ ～１８：３０まで、おやつ有り、保育者２名体制 
長期休暇・行事の振替休日は８：００～１８：３０ ）

クラス数等、園情報

・満３歳児クラス（６名）担任１名（必要に応じて補助１名）　 ・３歳児クラス（２８名）担任１名、補助１名 
・４歳児クラス（２８名）担任１名、補助１名　　　　　　　　 ・５歳児クラス（２８名）担任１名、補助１名

教育目標、保育目標
１．神さまとの出会いを通して、神さまから命をあたえられたかけがえのない 
　　存在として、愛され守られていることを知り、喜び感謝する心を養う。 
２．いろいろな人との関わりの中で、お互いの違いに気づき、認め合い、共感し、 
　　協力する楽しさを味わい、共に生きる力を培う。 
３．遊びを中心とした生活を通して、子どもの自発性・主体性を育み、心身の調和の 
　　取れた発達と個性の伸張をはかる。 
４．神さまの創られた豊かな自然や『子どもの園』としての幼稚園のなかで 
　　『いのち』と触れ合い、多様な自然の不思議さ、素晴らしさに感動し、『いのち』を 
　　いとおしむ心を育てる。 
５．地球家族の一員として、人と自然との調和や世界の平和に目を向け、 
　　なにをなすべきかを共に考え、祈り、行動できる力を育む。

園の特色、取り組み

１．キリスト教保育の中で、一人ひとりが大切にされる。 
２．自然豊かな環境の中で、木の実を食べたり、虫取りや草花あそびを楽しむ。 
３．共に生きる生活（インクルーシブ教育・世界飢餓対策活動） 
４．体育あそび（専門講師）・多文化交流（フランス文化） 
５．親子読書の推進

ご入園をお考えの方に 採用にあたって

　2018年度より「子ども子育て支援新制度」の 
　施設方給付の幼稚園に移行しました。 
　保育料は、お住いの地域、家庭の状況によって 
　皆違います。 
　那覇市の場合（0円～19,000円）入園料施設料 
　なし。 
　実費のみ徴収（預かり保育・通園バス利用等） 
　制服は有りません。

　１．子どもが好きな方 
　２．キリスト教保育を理解しようと思われる方 
　３．大切な子どもたちのために良い働きをしようと 
　　　思われる方 
　＊見学歓迎します。 
　　 ホームページ等もご覧ください。

２０２２年度 採用予定 未定
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学校法人カトリック学園

愛児幼稚園
〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-13-10

TEL ：098-834-2731 FAX ：098-853-9731

園長 ：知念　砂子

URL ：https://www.aijiyouchien.com/

バス送迎 ： あり　・　なし （ 園児バス２台、3コース ）

給    食 ： あり　・　なし （ 毎週火曜日ケイタリング給食、木曜日はおむすび弁当 
金曜日はお弁当 ）

預り保育 ： あり　・　なし （ 〜18：00まで、園の休園日は１日保育 ）

クラス数等、園情報

３歳児・４歳児・５歳児の縦割りクラスが６クラス。（園児数183名） 
子育て支援として、預かり保育・未満児（２歳児クラス）あり 
職員数23名

教育目標、保育目標

　《賛美と感謝の心》　キリスト教の教えに根ざした教育　 
　《思いやりの心》　　一人ひとりを大切にする 
　《努力する心》　　　感性を育て、創造性を豊かにする 
　《奉仕する心》　　　社会貢献への自覚と態度を培う

園の特色、取り組み

カトリック開南教会と同施設にあり、キリストの教えを基に子どもたちの人格形成を助けています。 
モンテッソーリ教育を取り入れ、一人一人の個性を大切に、自主性を育て真の自立を目指しています。 
クラスは3・4・5歳児の縦割りクラスで、子ども同士が育ちあい、社会性を身につけていきます。 
体操・音楽リズム・英語・食育・制作活動等は、横割（年齢別）活動を行い、体操・英語は専任の先生が 
担当しています。 
保育終了後に課外活動（体操・英語・ピアノ・リトミック・科学教室）も行っています。

ご入園をお考えの方に 採用にあたって

　3・4・5歳児の縦割りクラスで、3年間通して 
　ゆっくり自分なりに成長できます。 
又、年齢別の横割り活動では、クラス以外の 
お友だちや先生と関わりながら、体操・音楽リズム 
英語・制作活動等、いろいろな経験ができます。 

　創立67年で、親子代々で卒園される方が大勢 
　いらっしゃいます。

　子どもが大好きで、その成長を喜べる人、大歓迎 
　です。 
　働きながら子どもと共に成長できる職場です。

２０２２年度 採用予定 未定
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学校法人カトリック学園

首里カトリック幼稚園
〒903-0814 沖縄県那覇市首里崎山町4-60

TEL ：098-885-3174 FAX ：098-885-3174

園長 ：石垣　陽一郎

URL ：https://www.syuricatholic.com/

バス送迎 ： あり　・　なし （ 園児バス２台、新都心周り３コース・浦添経塚石嶺コース1コース ）

給    食 ： あり　・　なし （ 月曜日はおやつ、火・金曜日は給食 
水曜日はお弁当、木曜日はおにぎり弁当 ）

預り保育 ： あり　・　なし （ ３０～３５名の３クラス、～１８：３０まで、毎日おやつ有り 
月曜日は給食（ケータリング）有り ）

クラス数等、園情報

３歳児・４歳児・５歳児の異年齢混合の縦割りクラス（６クラス） 
広々とした園庭

教育目標、保育目標

　神と人と自然を大切にする子ども（尊重） 
　心も体も健康で明るい子ども（心身の健康） 
　思いやりと感謝の心を持つ子ども（感謝） 
　考えて行動できる主体性のある子ども（自主性・自律）

園の特色、取り組み

本園は「自分で選び、自分で考え、実行しやり遂げる」というマリア・モンテッソーリの 
教育を取り入れています。 
神から与えられた心身の能力を 大限に活かしながら、個性豊かに主体的に行動 
できる人間になることを願い援助しています。

ご入園をお考えの方に 採用にあたって

　自分ひとりでしようとする自立への手助けを 
　モンテッソーリ教育活動を通して行っています。 
　子どもの主体的、自発的活動を援助する整った 
　環境の中で、お子さんを育んでいきます。 
　ホームページでご覧ください。

　緑豊かな環境の中で、伸び伸び活動している 
　子ども達です。 
　モンテッソーリ教育に興味がある方、園の見学に 
　来てみませんか？ 
　子どもの成長を共に喜び、共に成長していきま 
　しょう！ 
　お待ちしています！

２０２２年度 採用予定 未定

19



学校法人 首里バプテスト学園

光の子幼稚園
（施設給付型幼稚園）

〒903-0825 沖縄県那覇市首里山川町1-17

TEL ：098-886-0648 FAX ：同左

園長 ：柴田 良行

URL ：http://www.okinawa-hikarinoko.com/

バス送迎 ： あり　・　なし

給    食 ： あり　・　なし （  給食かお弁当を選択（月単位で契約します） ）

預り保育 ： あり　・　なし （  ～１８：３０まで、おやつ有り（アレルギー対応なし） ）

クラス数等、園情報

　園児数約６０名 
　はな組（３歳児）、ほし組（４歳児）、つき組（５歳児）各１クラス 
　つぼみ（満３歳児）は、はな組と一緒に活動します。 
　はな組とつぼみには、担任の他に保育補助がいます。

教育目標、保育目標

子ども1人ひとりが、「神に愛されているかけがえのない大切なひとり」であることに気づき、喜びと感謝をもって 
過ごします。 
おともだちと遊ぶ中で、ルールを守って楽しく遊ぶこと、また、ケンカをしてゆるしたり、ゆるされたりしながら、 
他者を受け入れ、「共に生きる」ことを学びます。 
神さまの創造された自然の中で心と体を存分に使って遊び、健康的な体と、豊かな感性を育みます。

園の特色、取り組み

本園は首里の閑静な住宅地にあり、世界遺産の首里城、金城町の石畳などへのお散歩や、広い園庭で自転車乗りや 
ガジュマルの木登りを楽しんでいます。年長になると園庭での乗馬体験をし、小さいクラスは馬とのふれあい体験を 
します。 
保育室がテラスでつながり、開放的な空間で異年齢でもたくさん遊びます。 
また、週１回、専門講師による体育遊びもあります。 
その他、園外へ出かけてお芋の収穫体験、父母の会主催の「ひかりのこまつり」などがあります。

ご入園をお考えの方に 採用にあたって

　２０１９年度より「子ども子育て支援新制度」の 
　施設型給付の幼稚園に移行し、入園料、 
　施設費はなしです。 
　保育内容は、これまで通り、あそびを大切にし 
　子どもが思いきりお友だちと一緒に育ちあうことを 
　見守っています。

　キリスト教保育に関心がある方。 
　また、子どもが好きで、自分も好きで、健康で 
　体力のある方待ってます。

２０２２年度 採用予定 未定
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学校法人 カトリック学園

クララ幼稚園
〒901-1303 沖縄県島尻郡与那原町与那原3090-5

TEL ：098-945-2188 FAX ：098-945-2188

園長 ：砂川 まり子

URL ：http://www.clarayouchien.com/

バス送迎 ： あり　・　なし

給    食 ： あり　・　なし （ 火曜日はおにぎり弁当、水曜日はお弁当、木曜日はケータリング ）

預り保育 ： あり　・　なし （ ～18：00まで ）

クラス数等、園情報

3歳児・4歳児・5歳児の縦割り（6クラス）、2歳児2クラス

教育目標、保育目標

・神と人と自然を大切にする子ども　　　　　　・心も体も健康で明るい子ども 
・思いやりと感謝の心を持つ子ども　　　　　　・主体性のある子ども 
・創造性豊かな子ども　　　　　　　　　　　　・平和をもたらす子ども

園の特色、取り組み

キリスト教の愛と自由の精神に基づき、モンテッソーリ教育を取り入れています。 
整えられた環境の中で、子どもたちは興味ある教具を選び、集中して作業に取り組むことにより、 
困難を乗り越える力が育ち、自分のことが自分でできるようになっていきます。 
自立の手助けとして、見る、聞く、待つ、座る、伝えることを基本としています。

ご入園をお考えの方に 採用にあたって

　3・4・5歳児の縦割り保育では、異年齢のお友だち 
　との関りを通して大切にされ、“平和な心”を 
　育んでいきます。 
　又、自然に囲まれた緑豊かな園庭では、のびのびと 
　戸外活動を楽しんでいます。 
　ひとみキラキラ！こころキラキラ！えがおキラキラ！ 
　のびのびと楽しいクララ幼稚園です。 
　子どもたちの成長を願い、一人ひとりを大切に 
　関わっています。

　当園では、職員も子どもと共に育ちあい、また 
　職員同士も学び合うことを目指しています。 
　子どもたちの成長に携われる喜びは、ひとしおです。 
　ご一緒に、楽しく子どもたちの成長の手助けを 
　しませんか？ 
　お待ちしています。

　
２０２２年度 採用予定 １名程度
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学校法人 開邦学園

開邦幼稚園
（幼稚園型認定こども園）

〒901-1102 沖縄県島尻郡南風原町字宮城428番地1

TEL ：098-889-5619 FAX ：同左

園長 ：玉城　節子

URL ：http://www.kaihouyouchien.com/

バス送迎 ： あり　・　なし （ ２コース ）

給    食 ： あり　・　なし （ 木曜日はお弁当 ）

預り保育 ： あり　・　なし （ ～18：00まで、午睡・おやつ有り ）

クラス数等、園情報

3歳児2クラス、4歳児2クラス、5歳児2クラス。 
専門講師による茶道やリトミック、ダンス、空手などの時間があります。

教育目標、保育目標

子ども達の幸せを願い、知・徳・体の三位一体の心身ともに 
バランスのとれた逞しい子どもの育成を目指します。

園の特色、取り組み

音楽・体育・ダンス等の体を使った活動と、漢字を使用した 
言葉遊びの活動を中心に取り組んでいます。

ご入園をお考えの方に 採用にあたって

　「どの子も育つ育て方ひとつ」を保育の中心にして 
　より良い環境を準備し、教室の内外でより多い 
　体験を子ども達に提供出来るように日々心掛けて 
　おります。 
　園の見学も出来ますので、お気軽にお問い合わ 
　せください。

　元気で明るく、子どもと一緒に遊んだり 
　学んだりする事が好きな先生を求めています。 
　保育技術で難しい部分や、わからない事は、 
　指導教諭をはじめ先輩の職員が指導・助言を 
　します。 
　又、スキルアップの為の園外講習会への参加 
　など研修も充実しています。 
　自主実習や園の見学も出来ますのでお問い 
　合わせください。

２０２２年度 採用予定 未定
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学校法人聖公会学園

聖マタイ幼稚園
〒901-0241 沖縄県豊見城市豊見城977-1

TEL ：098-850-3837 FAX ：098-850-3896

園長 ：真栄城　美子

URL ：https://www.cmatai.com/

バス送迎 ： あり　・　なし （ 園児バス2台、4コース ）

給    食 ： あり　・　なし （ 火・木曜日はお弁当、金曜日はパン給食 
2学期から月曜日はおにぎり弁当 ）

預り保育 ： あり　・　なし （ ～18：00まで ）

クラス数等、園情報

3歳児・4歳児・5歳児混合の縦割りクラス（4クラス） 
満3歳児1クラス

教育目標、保育目標

キリスト教の愛に根ざし、幼児の成長の発達にふさわしい環境を設定し、教師が見守りつつ、 
色々な援助の中で、幼児の心や身体が健康で明るく全体に調和のとれた自発性のある 
子どもを育てる。

園の特色、取り組み

・子どもたちの可能性へのチャレンジとしてモンテッソーリ教育方法を取り入れています。 
　整えられた環境の中で子どもたちの自らを成長させようとするエネルギーを支え「一人でできるように･･」と 
　自立へ向かう道を援助しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
・縦割りクラスでの活動と同年齢クラスの活動があり子どもたちの交流も広がり園全体がフレンドリーです。 
・広い園庭で体育遊びも充実しています。

採用にあたって

　子どもが好きであること、人間が好きであること。　　　　 
　自発性・自主性・協調性を求めます。 
　成長著しい幼児を相手するために自身も感性豊かな人であって欲しい。

２０２２年度 採用予定 未定

23



学校法人ゴスペル学園

ゴスペル幼稚園
（施設給付型幼稚園）

〒901-0361 沖縄県糸満市字糸満1693-2

TEL ：098-994-2145 FAX ：098-994-2566

園長 ：山内　淳

URL ：https://www.gospelkindergarten.com/

バス送迎 ： あり　・　なし （ 4コース 糸満市・豊見城市一部 ）

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

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

　園児数約80名（満3歳児入園あり） 
　ほし組・つき組・そら組（各25名、縦割りと横割りを併用）

教育目標、保育目標

幼児期の一番多感な時期に、精一杯大好きなお友達と「遊びこめる」環境づくりを目指しています。 
個性ある子ども達一人ひとりに寄り添って、園児たちの人格形成・身体的発達を支えます。 
大切な幼児期に人として「愛すること、愛されること」が実感できる場であるよう努めています。

園の特色、取り組み

キリスト教保育が基盤です。 
全体、また各クラスでお祈りや幼児讃美歌を通して、園児たちの子どもらしさを大切にしています。 
縦割り（異年齢）と横割り（同年齢）活動を併用しています。 
縦割りでは、家庭での兄弟愛を目標に異年齢の園児が食事や活動を共にします。 
横割りでは、琉球舞踊、音楽、英語、体操の活動を同年齢で楽しみます。 
本園は、子ども達が「遊び込める」ことをとても大切にしています。

ご入園をお考えの方に 採用にあたって

　週一回の琉球舞踊、音楽、英語、体操クラス 
　（学年別）があります。 
　園庭にある大きなガジュマルの木を先頭に、 
　色々な遊具や砂場遊び、ボール遊び、かけっこ・ 
　リレーなど、園児たちが遊びこめる環境作りを 
　大切にしています。 
　礼拝や毎日の朝の会・帰りの会では様々な 
　幼児讃美歌を歌いますが、童謡や 近の 
　歌謡曲もみんなで楽しく歌っています。 
　また、年長さんは一泊二日の宿泊体験、平和 
　学習、クリスマスの降誕劇など、年長児だけの 
　特別プログラムもあります。

　素直で責任感があり、子ども達と遊ぶのが 
　大好きな方、何より、子ども達の成長に 
　 大の喜びを感じて共に働ける方を待って 
　います。 
　遠方・県外の方も大歓迎です。 
　「信仰」、「希望」、そして「愛」に溢れた園生活を 
　共に過ごしましょう。

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

みつば幼稚園
〒906-0013 沖縄県宮古島市平良下里156-1

TEL ：0980-72-8637 FAX ：0980-72-8639

園長 ：照屋　勝枝

URL ：https://mitsuba-kg.com/

バス送迎 ： あり　・　なし

給    食 ： あり　・　なし （ 月曜日は給食、火・金曜日はお弁当、木曜日はおにぎり弁当 ）

預り保育 ： あり　・　なし （ ～18：30まで ）

クラス数等、園情報

3歳児・4歳児・5歳児の異年齢混合の縦割りクラス（3クラス） 
絵画、体操、英語、音楽活動は同年齢にわかれて行います。

教育目標、保育目標

キリスト教精神に基づいた”愛の精神”を幼児の人格形成の基本方針にしています。 
目標（心の豊かな人）　５つの心 
１．賛美と感謝の心　　　　２．思いやりの心　　　　３．努力する心 
４．責任を果たす心　　　　５．奉仕する心

園の特色、取り組み

心の豊かな人になるために、環境を整え、モンテッソーリ教育を通して、子どもが自分で 
選び、自己責任が取れる人格形成の基礎づくりをしています。

ご入園をお考えの方に 採用にあたって

　「お母さんと一緒にいたい！でも一人でできる 
　　ようになりたい！」未就園児さんはそんな思いで 
　いっぱいです。 
　また、自分以外の他人へも興味があり、世界を 
　探索したがっているこの時期に大好きな活動を 
　楽しみ体と心を使って自立していく過程を支えて 
　いきましょう。

　明るく活発で、人を大切にし、感謝の心を 
　忘れない方、音楽が好きな方、子どもの 
　人格形成の援助者として働きたいと意思の 
　ある方を求めています。

２０２２年度 採用予定 未定
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学校法人カトリック学園

海星幼稚園
〒907-0022 沖縄県石垣市大川68

TEL ：0980-82-2373 FAX ：0980-82-2373

園長 ：屋比久　千秋

URL ：https://www.ans.co.jp/k/kaisei/

バス送迎 ： あり　・　なし

給    食 ： あり　・　なし

預り保育 ： あり　・　なし

クラス数等、園情報

3歳児・4歳児・5歳児の縦割りクラス（3クラス） 
未満児クラス（2歳児）

教育目標、保育目標

「神と自然を大切にする子ども」 
「思いやりと感謝の心をもつ子ども」 
「努力する心」 感性を育て、創造性を豊かにする教育 
「奉仕する心」 社会貢献への自覚と態度を形成する教育

園の特色、取り組み

キリスト教の「愛と自由」の精神に基づき、一人ひとりの子どもの自立を助ける 
モンテッソーリ教育を取り入れ、一人ひとりの発達段階に合わせた援助と指導を行います。 

　２０２２年から新園舎での生活がはじまります。（木造建築）木の香りの中、 
　モンテッソーリ教育でお子様をのびのびとお育てになりませんか。

ご入園をお考えの方に 採用にあたって

　整えられた「環境」で子ども達が示す興味や 
　関心に教師が関わっていきます。 
　子どもが「ひとりでできるやさしい方法」を知ら 
　せていきます。

　子どもたちの関わりの中から、学び共に成長できる 
　幼稚園です。 
　笑顔がすてきな、元気な先生をお待ちしております。

２０２２年度 採用予定 ２名程度
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