
大分県保育士・保育所支援センター

　　　○　情報公開可能な求人情報を掲載しています。

                                                 E-mail : center2@hoiku21.gr.jp

求　人　情　報

求人情報について

　　　○　この求人情報は、平成３０年７月６日現在の求人を掲載しています。
　 　  　　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。

　　　○　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
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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

大分市原新町17-26 園の特色
新日鐵住金(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、園見学を実施しています

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

1806006
所在地

大分市王子西町13-12
プロスパービル1F

園の特色
2018年4月新規開園の大分市認可の小規模保育です。定員
19名で子ども達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、園見学を実施しています

求人番号 施設名 ニチイキッズ西大分保育園
２名 正規職員 随時

1806007
所在地

求人番号 施設名 いえじま保育園
１名 パート 随時

1806005
所在地 大分市家島８３５

開始日あり

1807004
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。

求人番号 施設名 キッドワールドこども園
３名 正規職員（新卒含） 開始日あり

1807003
所在地 大分市大字片島字下津留412番地の2 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 ２４０名 備考 新卒者の選考試験日程　（いずれも5日前までに書類提出）
1次募集：7月21日　　2次募集：9月29日　　3次募集：10月27日

求人番号 施設名 キッドワールドセカンド保育園
２名 正規職員（新卒含）

求人番号 施設名 洗心保育園
２名 臨時職員（新卒含）

開始日あり
H30.8.1～31.3.31

園児定員数 ６０名 備考 新卒者の選考試験日程　（いずれも5日前までに書類提出）
1次募集：7月21日　　2次募集：9月29日　　3次募集：10月27日

園の特色
少人数により、目の行き届く保育、また働きやすい環
境作りを目指しています。

園児定員数 ２０名 備考

求人番号 施設名 明野台こども園
３名 正規職員（新卒含）

開始日あり
H31.4.1～

1807006
所在地 大分市大字猪野360番地1 園の特色 全面発達を目指す

園児定員数 １３５名 備考

1807009
所在地 大分市三佐4丁目8番16号 園の特色

園の近くには広々とした三佐中央公園があり、
たくさんの遊具で遊んだり、自然に触れなが
ら、のびのびと過ごしています。

園児定員数 １３０名 備考
サッカー教室、体操教室、スイミング、お茶のおけいこ、祖父母ふれあ
いの集いなど通し健康で心豊かな子どもに育つよう様々な取組を行っ
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

1806004
所在地 大分市家島８３５ 園の特色

少人数により、目の行き届く保育、また働きやすい環
境作りを目指しています。

園児定員数 ２０名 備考

求人番号 施設名 いえじま保育園
２名 臨時職員 随時

1806001
所在地 大分市津守１２組 園の特色

４月から幼保連携型認定こども園になりました。子ど
も達、保護者、地域の方、職員、全ての関係者にとっ
て『居心地のいいこども園』を目指しています。

園児定員数

求人番号 施設名 いえじま保育園
２名 正規職員 随時

所在地 大分市津守１２組 園の特色
４月から幼保連携型認定こども園になりました。子ど
も達、保護者、地域の方、職員、全ての関係者にとっ
て『居心地のいいこども園』を目指しています。

1806003
所在地 大分市家島８３５ 園の特色

少人数により、目の行き届く保育、また働きやすい環
境作りを目指しています。

園児定員数 ４０名 備考

求人番号 施設名 津守あすなろこども園
２名 臨時職員

開始日あり
H30.7.1～H31.3.31

1806002

津守あすなろこども園
２名 正規職員 随時

1803007
所在地 大分市大字猪野21-46 園の特色

職員も園児もアットホーム的なぬくもりのある保育園
です。グローバル的な教育（英語・韓国語・スイミング
等）を行っています。

園児定員数 ６９名 備考

求人番号 施設名 寒田ひめやま保育園
２名 正規職員(新卒含) 随時

1803014
所在地 大分市牧1丁目7番4号 園の特色

明るく元気な子ども像を目標に園庭や散歩に
よる遊びを通して体力育成と地域住民とのコ
ミュニケーションを図り、食育にも力を注いでい
る。

園児定員数 １３０名 備考 土曜日勤務はローテーションにより月1～2回有

園児定員数 １３５名 備考

求人番号 施設名 天心保育園
２名 正規職員 随時

求人番号 施設名 慶光保育園
２名 正規職員(新卒含) 随時

1803009
所在地 大分市寒田南町1丁目 園の特色

大分市の郊外に位置し、自然豊かな環境の中で、笑
顔いっぱい明るく元気な子育てに取り組んでいる。

園児定員数

求人番号 施設名

更新有(１年間)　　　ＰＴＡ等の時は休めます。
業務災害総合保険加入

１３５名 備考
ＰＴＡ等の時は休めます。
業務災害総合保険加入

１１０名 備考

3/7



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

【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

募集人数 勤務形態 雇用開始日

1803006
所在地 別府市南荘園町２組 園の特色

近隣に南立石緑化公園や境川の河川敷などがあり
自然環境に恵まれた閑静な住宅地の中にある保育
所です。温かい保育環境の中で健やかな子どもの成
長を願いながら保育を行っています。

園児定員数 ９０名 備考

求人番号 施設名 青山保育所
１名 正規職員(新卒含） 随時

1803012
所在地 別府市石垣西10丁目2番42号 園の特色

園全体を子ども達の基本的生活習慣の自立を支え
る場として考え衛生管理力・自己表現力・季節感を
大切にした食育を目指している。

園児定員数 ６０名 備考

求人番号 施設名 南須賀保育園
３名 パート 随時

求人番号 施設名 南須賀保育園
１名 臨時職員 随時

1803013
所在地 別府市石垣西10丁目2番42号

1803002
所在地 大分市賀来南2-6-35 園の特色

運動あそび・絵本教育・造形が３本柱で主体性
を生かした縦割り保育が中心です。

園児定員数 １４０名 備考
パート…半日（前半・後半）ＯＫです
代替　…普通勤務が希望ですが、相談応じます

求人番号 施設名 かくこどもえん
３名

代替・パート
(新卒含) 随時

1803003
所在地 大分市里2-1-23 園の特色

園児定員数 １６５名 備考 子育て支援員可

求人番号 施設名 和光保育園
２名 パート 随時

1803004
所在地 大分市大字松岡8365-1 園の特色

丈夫な身心づくりを目標としています。毎日ぞ
うりを履いて戸外で遊んだり、週１回の水泳遊
びにとりくんでいます。

園児定員数 ６０名 備考

求人番号 施設名 とりい保育園
３名 正規職員(新卒含) 随時

1803005
所在地 大分市中判田1737-6 園の特色

自然の中で色々な体験をし、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 平成３０年４月より小規模から保育園に移行

求人番号 施設名 かんがるー保育園
２名 正規職員 随時

園の特色
園全体を子ども達の基本的生活習慣の自立を支え
る場として考え衛生管理力・自己表現力・季節感を
大切にした食育を目指している。

園児定員数 ６０名 備考
土曜日に行事がある時は出勤有
就業時間は相談
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大分県保育士・保育所支援センター

【日田市】
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

【臼杵市】
募集人数 勤務形態 雇用開始日

【竹田市】
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

【杵築市】
募集人数 勤務形態 雇用開始日

求人番号

５０名
経験者優遇　　保育士資格を働きながら国家試験受験で取
得可能です。意欲のある方優先で採用しています。

２名

所在地 竹田市久住町栢木6131番地1

求人番号
正規職員(新卒含) 随時

「心やさし　くたくましく　感性豊かに　”生きる力”を育てていきます」
豊かな自然に囲まれた環境の中で、子ども達の心を大切にしながら”
知音体聴感食”の各種特別教育を通し、生きる力を育てていく保育・教
育を実践しています。

園児定員数

1804001
所在地 竹田市直入町長湯8195番地28 園の特色

２名 随時

1804002
園の特色

「自然の中で　心やさし　くたくましく　自立心を育てる」
豊かな自然に囲まれた環境の中で、子ども達の心を大切に
しながら”知音体聴感食”の各種特別教育を通し、生きる力を
育てていく保育・教育を実践しています。

園児定員数

求人番号 施設名 浄願寺こども園
２名 臨時職員（新卒含） 随時

1803001
所在地 臼杵市大字大野字友田大道西12番地1 園の特色

外部講師によるリトミック教室、英語教室、
ヒップホップダンス、読み聞かせ、自然体験、和太鼓

園児定員数 ２００名 備考 子ども達と楽しく生活できる職場です。

求人番号 施設名 すみれ保育園
３名 正規職員(新卒含) 随時

1803008
所在地 日田市財津町3144-3 園の特色

園庭にかまど小屋があります。年長児が米の計量、
米とぎを行い、かまどでごはんを炊きます。

園児定員数 ９５名　 備考

求人番号 施設名 こども園るんびにい
１名 正規職員（新卒含） 随時

1807002
所在地 杵築市大字猪尾1132番地1 園の特色

・共に生き、共に育ちあう保育
・自然に親しみ遊びを通して子どもの全面発達
を目指す。

園児定員数 １３５名 備考

備考７５名 臨時職、パート希望も要相談、　　働きながら保育士資格取
得を目指す方の採用も行っています。

施設名 なおいりこども園

備考

施設名 都野保育所
正規職員(新卒含)

求人番号 施設名 丸の内こども園
２名 臨時職員（新卒含）

期間の定めあり
H31.4.1～32.3.31

1807005
所在地 日田市丸の内町7-25 園の特色

日田市立丸の内こども園は、市の中心部ですが住宅地にあ
り、静かで、北側には花月川が流れ、教育・保育施設として
最適な環境にあります。

園児定員数 １０５名 備考
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大分県保育士・保育所支援センター

【宇佐市】
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

【豊後大野市】
募集人数 勤務形態 雇用開始日

【由布市】
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

由布市挾間町北方602番地1
1803010

所在地 園の特色
本園は大分県の中心に位置する由布市挟間町に所
在し、園の周りには田畑が多く、自然に囲まれた中
で、子どもたちは毎日のびのびと過ごしています。

園児定員数

求人番号 施設名 慈光保育園
２名 臨時職員 随時

1807008
所在地 宇佐市大字四日市1410 園の特色 み仏のもと、仲良くやさしくたくましく育つ保育

園児定員数 １５０名 備考
園説明会はしていませんが、事前の園見学・自主実習をお
受けしています。

求人番号 施設名 宮田保育園
５名 正規職員(新卒含)

開始日あり
平成31年４月1日～

1803011
所在地 由布市挾間町北方602番地1 園の特色

１６０名 備考
はさま保育園に配属になる場合もあります。
（どちらも由布市挾間町）

園児定員数 １００名 備考 臨時職員であっても本人の希望があれば翌年には正規職員
になれる制度があります。

求人番号 施設名 明和保育園
１名 正規職員（新卒含） 随時

1807007

正規職員(新卒含) 随時

所在地 宇佐市下矢部1522番地 園の特色
『生命の大切さを感じることのできる子ども』『元気に
仲良く遊べる子ども』『土に根ざした生活力あふれる
子ども』を保育目標にかかげて保育しています。

園児定員数 ４０名 備考

求人番号 施設名 ひばりこども園
３名

求人番号 施設名 ひがしこども園
３名

正規職員(新卒含)
臨時職員

随時

1807001
所在地 豊後大野市三重町小坂3956番地 園の特色

"One For All All For One" みんなで力を合わせて成
し遂げていく、職員にも子ども達にも、ともに頑張って
いく気持ちを持っています。

1804003
所在地 由布市庄内町柿原410番地1 園の特色

「たくましく心豊かな人を育む」を理念に養護と教育の充実に取組
み、感性豊かで、優しい心に育つよう職員一丸で情熱をもった保
育をしています。園舎中央にぶどうの木や野菜と花々を子ども達
と共に育て自然観察・食育活動にも力を入れています。

園児定員数 １６０名 備考
保育士の免許がなくても、働きながら国家試験にチャレンジ
できます。（費用園負担）　臨時・パート希望の方も大歓迎で
す。

求人番号 施設名 宮田保育園
２名 臨時職員

本園は大分県の中心に位置する由布市挟間町に所
在し、園の周りには田畑が多く、自然に囲まれた中
で、子どもたちは毎日のびのびと過ごしています。

園児定員数 １６０名 備考 他に、はさま保育園、放課後児童クラブ、子育て支援セン
ターの施設も運営しています。就業先もご相談ください。

随時

園説明会はしていませんが、事前の園見学・自主実習をお
受けしています。
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大分県保育士・保育所支援センター

【日出町】
募集人数 勤務形態 雇用開始日

【玖珠町】
募集人数 勤務形態 雇用開始日

1805001
所在地 速見郡日出町藤原1836番地の1 園の特色

自然豊かな中、のびのびと育つ子どもの成長
を見守り、専門性を発揮し、１年間を通して達
成感を感じられる職場です

園児定員数 １０５名

正規職員（新卒含） 随時

1801001
所在地

玖珠町帆足2207-6
玖珠町太田266-1

園の特色
家庭的な雰囲気の保育室と園の周囲は自然豊かな
場所に位置し、くるみの森には動物広場があり、ポ
ニーやヤギの親子、ウサギもいます。

園児定員数 各１０５名 備考 子育て支援員可

求人番号 施設名
くるみの森愛児園
くるみ　夢愛児園 １名

正規・臨時
代替・パート 開始日あり

求人番号

備考

施設名 藤原こども園
１名
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