
	 

	 	 	 

	 

	 

	 

	 

求

人

園	 

ふりがな	 にんていこどもえん	 せいわようちえん	 設置区分	 学校法人	 

幼稚園名	 認定こども園	 正和幼稚園	 
法人名	 正和学園	 

設置年月日	 昭和 43 年 9 月	 

住所	 
	 〒195－0074	 

	 東京都町田市山崎町 2261－1	 

設置者	 理事長	 	 齋藤	 祐善	 

園長名	 園長	 	 	 齋藤	 彰平	 

電話番号	 ＴＥＬ	 042－791－2746	 	 ＦＡＸ	 042－789-0781	 担当者	 法人採用担当	 	 鈴木京子	 

特色	 

目標	 

教育目標	 

幼稚園型認定こども園です。2歳～5 歳児保育（1・2・

3 号児）11 時間受け入れ。ひとりひとりの個性を大切に

保育に取り組んでいます。充実した保育内容、ゆとりの

ある保育で、子ども達はアットホームな雰囲気の中のび

のびと幼稚園生活を楽しんでいます。様々な専門分野の

ゲストティーチャーによる体験活動も盛んです。	 

職員数	 

園長	 	 1 名	 	 	 副園長・主任	 1 名	 

	 	 	 保育教諭	 18 名	 	 	 	 

その他職員（パート含む）26 名	 

在籍園児数	 

（2019.5	 

現在）	 

5 歳児	 	 	 40 名	 	 2 クラス	 

4 歳児	 	 45 名	 2 クラス	 

3 歳児	 	 54 名	 2 クラス	 

2 歳児	 	 28 名	 1 クラス（内プレキンダー10 名）	 

*合計	 167 名	 7 クラス	 

	 

ホームページ	 

	 

http：//www.seiwagakuen.ed.jp	 

	 

	 

	 

	 

	 

採

用

条

件	 

採用人数	 

	 

幼稚園教諭・保育士（保育教諭）2 名	 

	 

	 

	 

	 

	 

待

遇	 

2020 年度見込	 

基本給	 

	 

（短大新卒初任給）247,500 円	 ～	 

（四大新卒初任給）257,500 円	 ～	 

東京都キャリアアップ・処遇改善加算	 

資格手当	 有	 

応募条件	 
１、新卒	 ２、既卒	 ３、不問	 

手当	 
通勤手当（月上限 20,000 円）	 

住宅手当・扶養手当	 

通勤条件	 

1 年間の変形労働時間制。	 

月～土	 7：00～19：00 の間で週 40 時間勤務	 

シフト制	 ※園児送迎バス添乗有	 

賞与	 有（昨年度の実績 0.2～1.4）	 

昇給	 有	 

福利厚生	 

	 

休憩室（ラウンジ）完備、産休育休制度（今年

度取得者 1名）結婚出産祝金、退職金制度	 

私学共済（健康保険・厚生保険）労災保険、	 

雇用保険	 

休日	 日曜日、祝祭日	 （年間休日 105 日）	 

希望条件	 
・幼・保資格のある方（両方又はいずれか。見込含む）	 

※当学園では入職後、幼・保資格取得を推進しています）	 

期待する	 

人物像	 

・あたたかできめ細やかな対応を心掛けられる方	 

・新しいことに取り組む姿勢のある方	 

・健康、明朗である方	 

	 

交通機関	 

小田急線	 	 町田駅下車	 	 

ＪＲ横浜線	 町田駅下車	 	 （古淵駅も利用可）	 

山崎団地行バス	 	 山崎団地入口下車	 

山崎団地センター行バス	 

山崎団地入口下車	 	 徒歩 3 分	 

	 

	 

	 

採

用

試

験	 

提出書類	 

１	 .履歴書	 ２．成績証明書	 	 

３．卒業（見込）証明書	 

４．資格取得（見込）証明書	 ５．健康診断書	 

提出方法	 面接日前日	 必着	 エントリー方法	 

応募締切日	 未定	 ① ホームページから	 

② http://seiwagakuen.ed.jp/recruit/	 

③ メールアドレスから	 

saiyou@seiwagakuen.ed.jp	 

④ 採用直通電話から（10：00～17：00	 土日祝

除く）０８０－９２８８－２４２５	 

試験日詳細	 随時（詳細は受付後、後日電話連絡致します）	 

選考方法	 

書類選考～面接～当学園で活かせる得意分野等の

自己アピール（例）音楽表現・身体表現・自然物

を使った芸術表現など（事前準備物の持込可）	 

結果通知	 面接終了後、一週間以内に本人へ直接連絡します。	 

認定こども園	 求	 人	 票	 
	 	 	 	 （2020 年度）	 



 

	 	 	 

	 

	 

	 

	 

求

人

園	 

ふりがな	 ようほれんけいがたにんていこどもえんまちだしぜんようちえん	 設置区分	 学校法人	 

幼稚園名	 幼保連携型認定こども園	 町田自然幼稚園	 
法人名	 正和学園	 

設置年月日	 昭和 39 年 4 月	 

住所	 
〒194－0035	 

	 東京都町田市忠生 2－7－5	 

設置者	 理事長	 	 齋藤	 祐善	 

園長名	 園長	 	 	 齋藤	 謹也	 

電話番号	 ＴＥＬ	 042－791－0015	 	 ＦＡＸ	 042－794－6881	 担当者	 法人採用担当	 	 鈴木京子	 

特色	 

◆保育理念『いきいき』◆	 

幼保連携型認定こども園です。1歳児から 5歳児ま

で受け入れています。1600 坪の園庭・雑木林に園舎

が点在しており、様々な収穫を食育と結びつけ、自

然、健康、意欲、体験、表現活動に力を入れていま

す。子ども達の心の動きを感じながら躍動感のある

保育・教育を心がけています。	 

	 

職員数	 

園長	 	 1 名	 	 	 副園長	 	 1 名	 

主任	 	 	 ２名	 	 	 	 教諭	 	 	 31 名	 	 

その他職員（パート含む）	 34 名	 

在籍園児数	 

（2019.5 現

在）	 

5 歳児	 	 	 116 名	 	 4 クラス	 

4 歳児	 	 	 107 名	 4 クラス	 

3 歳児	 	 	 119 名	 4 クラス	 

2 歳児	 	 	 	 30 名	 1 クラス	 

1 歳児	 	 	 	 25 名	 1 クラス	 

＊合計	 397 名	 14 クラス	 

ホームページ	 http：//www.seiwagakuen.ed.jp	 

	 

	 

	 

	 

	 

採

用

条

件	 

採用人数	 

	 

幼稚園教諭・保育士（保育教諭）3 名	 

	 

	 

	 

	 

	 

待

遇	 

2020 年度見込	 

給与月額	 

	 

（短大新卒初任給）247,500 円	 ～	 

（四大新卒初任給）257,500 円	 ～	 

東京都キャリアアップ・処遇改善加算	 

資格手当	 有	 

応募条件	 
１、新卒	 ２、既卒	 ３、不問	 

手当	 
通勤手当（月上限 20,000 円）	 

住宅手当・扶養手当	 

通勤条件	 

1 年間の変形労働時間制。	 

月～土	 7：00～19：00 の間で週 40 時間勤務	 

シフト制	 ※園児送迎バス添乗有	 

賞与	 有	 （昨年度実績 0.2～1.4）	 

昇給	 有	 	 

福利厚生	 

	 

休憩室（ラウンジ）完備、産休育休制度（今年

度取得者 2名）結婚出産祝金、退職金制度	 

私学共済（健康保険・厚生保険）	 

労災保険、雇用保険	 	 

休日	 日曜日・祝祭日	 (年間休日 105 日)	 	 

希望条件	 
	 

・幼稚園教諭、保資士資格両免ある方（見込含む）	 

期待する	 

人物像	 

・自然を活かした保育に関心のある方	 

・新しいことに取り組む姿勢のある方	 

・雑木林のある保育環境の為、体力のある方	 

（男性保育士活躍中）	 

	 

交通機関	 

小田急線	 	 	 町田駅下車	 

横浜線	 	 	 	 町田駅下車	 

下山崎行バス	 	 山崎小学校前下車	 

小山田桜台行バス	 町田工業高校前下車	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 徒歩	 5 分	 	 

	 

	 

採

用

試

験	 

提出書類	 
１	 .履歴書	 ２．成績証明書	 ３．卒業（見込）証明書	 

４．資格取得（見込）証明書	 ５．健康診断書	 

提出方法	 面接日前日	 必着	 エントリー方法	 

応募締切日	 未定	 ① ホームページから

http://seiwagakuen.ed.jp/recruit/	 

② メールアドレスから	 

saiyou@seiwagakuen.ed.jp	 

③ 採用直通電話から（10：00～17：00	 土日祝除く）	 

０８０－９２８８－２４２５	 

試験日詳細	 随時（詳細は受付後、後日連絡致します）	 

選考方法	 

書類選考～面接～当学園で活かせる得意分野等の

自己アピール（例）音楽表現・身体表現・自然物を

使った芸術表現など（事前に準備したものを持込可）	 

結果通知	 面接終了後、一週間以内に本人へ直接連絡します。	 

認定こども園	 求	 人	 票	 
（2020 年度）	 



 

 

	 	 	 

	 

	 

	 

	 

求

人

園	 

ふりがな	 しょうきぼほいくしょ	 つながりほいくえん・まちだ	 設置区分	 学校法人	 

保育園名	 
小規模保育所	 

つながり保育園・まちだ	 他	 

法人名	 正和学園	 

設置年月日	 平成２９年４月	 

住所	 
	 〒194-0013	 

	 東京都町田市原町田 5-3-8	 1F	 

設置者	 理事長	 	 齋藤	 祐善	 

園長名	 園長	 	 	 齋藤	 美智子	 

電話番号	 ＴＥＬ	 042－812－4808	 	 ＦＡＸ	 042－812－4673	 担当者	 法人採用担当	 	 鈴木京子	 

	 

特色	 

	 

1・2 歳児（定員 19 名）の小規模保育園です。	 

小規模ならではの、あったかいゆったりとし

た保育をしていきます。こどもたちの体験か

ら生まれる育ちと学びを大切にし、「子ども

中心」の保育を保護者や地域と共につくりあ

げていきます。優しい保育士を募集中です。	 

＊町田駅周辺に 2019 年 4 月、2 園開園しまし

た。こちらも同時募集。	 

・つながりづくり保育園・原町田α・β	 

職員数	 

園長	 	 1 名	 	 	 	 主任	 1 名	 

保育士	 27 名	 	 	 	 

	 その他職員（パート含む）21 名	 

定員数	 

	 

2 歳児	 	 10 名	 

1 歳児	 	 	 9 名	 

＊合計	 1９名	 	 

ホームページ	 http：//www.seiwagakuen.ed.jp	 

	 

	 

	 

	 

	 

採

用

条

件	 

採用人数	 保育士	 3 名	 	 

	 

	 

	 

	 

待

遇	 

2020 年度見込	 

応募条件	 １、新卒	 ２、既卒	 ３、不問	 	 

給与月額	 

	 

（短大新卒初任給）247,500 円	 ～	 

（四大新卒初任給）257,500 円	 ～	 

東京都キャリアアップ・処遇改善加算	 

資格手当	 有	 
通勤条件	 通勤時間	 60 分程度	 

勤務時間	 1 年間の変形労働時間制。	 

月～土	 7：00～19：00 の間で週 40 時間勤務	 

シフト制	 ※園児送迎バス添乗有	 	 

手当	 

通勤手当（月上限 20,000 円）	 

住宅手当、扶養手当	 

休日	 日曜日、祝祭日	 （年間休日 105）	 賞与	 有（昨年度の実績	 0.2～1.4）	 

希望条件	 
・保育士資格のある方（経験者優遇）	 

※当学園では入職後、幼・保資格取得を推進しています）	 
昇給	 有	 

期待する	 

人物像	 

・身近な人と気持ちが通じ合い、身近なものとの

関わりを大切に、いきいきと自己表現ができる方	 

・子どもの心に寄り添う気持ちを大切に思う方	 

・新しいことに取り組む姿勢のある方	 

・健康、明朗である方	 

福利厚生	 

	 

休憩室（ラウンジ）完備、産休育休制度（今年

度取得者 1名）結婚出産祝金、退職金制度	 

私学共済（健康保険・厚生保険）労災保険、	 

雇用保険	 

	 

交通機関	 

小田急線	 	 	 町田駅下車	 

横浜線	 	 	 	 町田駅下車	 

小田急東口より徒歩 5分	 
	 

	 

採

用

試

験	 

提出書類	 
1. 履歴書 2.成績証明書 3.卒業（見込）証明書	 

4.資格取得（見込）証明書 5.健康診断書	 

提出方法	 面接日前日	 必着	 エントリー方法	 

応募締切日	 未定	 ① ホームページから（エントリーフォーム有）

http://seiwagakuen.ed.jp/recruit/	 

② メールアドレスから	 

saiyou@seiwagakuen.ed.jp	 

③ 採用直通電話から（10：00～17：00 土日祝

除く）０８０－９２８８－２４２５	 

（採用担当：鈴木京子）	 

試験日詳細	 随時（詳細は受付後、後日連絡致します）	 

選考方法	 

書類選考～面接～当学園で活かせる得意分野等の

自己アピール（例）音楽表現・身体表現・自然物

を使った芸術表現など（準備物の持込可）	 

結果通知	 面接終了後、一週間以内に本人へ直接連絡します。	 

小規模保育所	 求	 人	 票	 
	 	 	 	 （2020 年度）	 




