
平成３０年４月新卒採用状況（施設回答）
平成29年9月27日　現在 152施設

正規臨時 筆記試験　 実技試験

大分市 愛保育園 東大道 2 11月15日
保育士としての技術は大切だと思われますが、それより本人の持つ
性格(明るい・前向き・素直・元気)を大切にしたい。その後就職して
園に合った保育技術を身につければ良いと思っています。

53施設 アイリス保育園 高松東 8 2 9月～随時

明野台保育園 猪野 2 1 10月7日 ピアノ

149（正） 明野しいのみ保育園 明野西 7 11月2日 あり ピアノ(課題曲あり) 法人(大分県福祉会)としての採用です。

49（臨） アソカ保育園 光吉 2 9月頃 あり

泉町保育園 泉町 2 随時 作文
１５分程度の保育を
園児と一緒に実践

大分どんぐりのもり保育園 原新町 2 随時 見学も随時受付

王子町保育園 王子北町 1 1 30年4月 保育実技

おぎの台保育園 上宗方 4 小論文
・見学、体験は随時受け付けています。
・キャリアパス制導入しています。目標を明確にし、努力した分につ
いては積極的に評価をしています。

かくこどもえん 賀来南 3 10月下旬 簡単な質問への回答 ピアノ

かるがも保育園 汐見 5 1
保育原理についての選択問題
アンケート、保護者対応について

かんがるー保育園 中判田 3 1月～2月頃予定 地元出身者を希望ですが、難しいのではと思われます。

キッズアカデミー保育園 けやき台 1 29年12月～30年2月 レポート あり

キッドワールドこども園 片島 7 9月22日・10月28日 一般教養・専門・作文

慶光保育園 猪野 2 随時受付 簡単な適正テスト 認可保育所となり3年目です。共に成長できる仲間を探しています。

コスモス保育園 豊饒 1 1 随時

こどもの森すぷらうと 古国府 1 8月～

坂ノ市こども園 久原 4 7月・10月・12月 専門知識、作文 技疑保育

さくら保育園 中戸次 3 年内応募受付、年明け試験予定

しきどこども園 敷戸 1
10月～11月
（学生さんの予定に合わせます。） 一般常識・専門分野 ピアノ（自由曲） 現職員の来年度の意向を聞いた上での募集とさせていただきます。

城東保育園 萩原 2 随時

スマイス・キッズ保育園 羽屋 2 10月頃 実務をしていただきます。

スマイスセレソン　他１園 田尻 3 4 随時 作文(簡単な内容)
ピアノ
読み聞かせ(内容は事前に相談)

洗心保育園 三佐 1 2 12月 作文 ピアノ、紙芝居

寒田ひめやま保育園 寒田 2 12月 あり あり

第二王子町保育園 王子中町 1 1 30年4月 保育実技

高田のぞみこども園 関園 2 随時受付 保育について ピアノ

滝尾保育園 羽田 2 11月2日 一般常識、専門、作文
ピアノ
「こいのぼり」「1年生になったら」

大分県福祉会ホームページ
「平成30年度採用者求人票」をご覧ください。

旦の原保育園 高江 3 後日連絡

中央町保育園 中央町 3 その都度 小論文

津守あすなろ保育園　他１園 津守 5 10月7日・11月25日 一般常識、作文 ピアノ、読み聞かせ 法人2園（富士見ヶ丘あすなろ保育園）での採用です。

天心保育園 牧 2 11月頃 一般常識、作文程度

とぜん幼稚園 日吉町 3 3 30年4月 小論文 実習

とりい保育園 松岡 2 2 8月以降随時 ピアノ(自由曲)

東舞鶴保育園　他１園 東浜 4 2 9月2日(土)、その後随時 作文 ピアノ

東八幡保育園 生石 1 随時 あり

東稙田こども園 田尻 1
受験希望者や
大学と打合せ、決定

高校入試程度の国語
ピアノ初見
（自由曲を自分で用意しても可）

その他市町村 施設名 町名
採用人数

試験の時期
面接以外の試験内容
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正規臨時 筆記試験　 実技試験
その他市町村 施設名 町名

採用人数
試験の時期

面接以外の試験内容

まいづる保育園 東津留 2 10月初旬予定 教養、専門 ピアノ（自由曲）

南春日保育所 南春日 3 10月～11月頃の予定 あり ピアノ、絵本など
平成30年度4月に園舎が新しくなり、定員も多くなるので、
保育士の募集を行う予定。

緑が丘こども園 緑が丘 3 2 29年9月～11月（随時） 専門、小論文
・0歳～2歳児　定員30名の事業所内保育園
・高齢者施設（和みの郷）の中に新築し、高齢者と日常を共に
します。

みどり幼稚園 森 5 3 ９月から随時 あり

みのり保育園 中戸次 2 1月～2月頃 ピアノ、読み聞かせ

みんなの森こども園 丹生 12
9月16日・10月1日・10月14
日

保育関係 絵本の読み聞かせ
平成30年度に大分市大字角子原に定員90名の保育園を開
設予定のため、みんなの森こども園と合わせて12人規模の
採用を予定。

めいりん保育園 田原 2 2 10月末

めぐみ保育園 花高松 1 2 11月1日以降 試験（専門択一・教養択一）・作文 ピアノ課題曲 キリスト教保育に関心のある方

もみの木保育園 賀来北 1 12月頃 作文 ピアノ、絵本

ももぞのこども園 千歳 3 9月下旬～10月中旬 作文

森のさんぽ道 下郡南 5 10月10日　随時

もりまち幼稚園 森町 10月～11月
 あり

ゆめのね保育園 大在中央 6 6 11月から随時 健康診断の結果を持参ください。

よいこの森こども園　他１園 花江川 15
8月・9月・10月その後も随時実施
ホームページに随時掲載 選択肢、単語埋め、小記述 絵本の読み聞かせ

吉野こども園 辻 2 随時 作文

和光保育園 里 1 未定 あり

別府市 あおば保育園 大畑町 2 随時

18施設 朝見保育園 朝見 2 未定 ピアノ、絵本の読み聞かせ

石垣保育園 石垣西 1 12月上旬 あり

29（正） 鉄輪保育園 北中 2 1 ピアノ

10（臨） くすのき保育園 楠町 1 簡単な実習に対する記録 実習面接（２～３日）

さくらんぼ保育園 野口中町 2 10月～ 特技科目の実践

聖人保育園 上人仲町 1 1 1月～3月

ナーサリーみにふう 西野口町 2 随時

ひめやま幼稚園 野田 2 1 11月頃 あり あり

別府あいむ保育園 石垣東 2

別府隣保館保育園 野口元町 2 8月～9月 ピアノ

弁天保育園 平田町 1 9月以降 ピアノ、絵本

南須賀保育園 石垣西 2 2 29年12月 自分が目指す保育士と子どもの姿
ピアノ(生活の歌、季節の歌)
指遊び
絵本の読み聞かせ(子ども達の前で)

子どもを育てる気持ちをしっかり持っている方で、自分の行動
に責任の持てる方を希望します。生命を預かる気持ちを常に
感じながら、優しい心で接してほしいです。

餠ヶ浜保育園 餠ヶ浜 2 随時 得意とするピアノ曲

山の手保育園 青山町 1 1 受付後、随時連絡します。 作文

やまびこ保育園　他１園 石垣西 5 随時

友愛保育園 竹の内 2 10月頃

リトルメイト 石垣西 1

中津市 沖代保育園 沖代 2 2 随時

14施設

如水こども園 是則 3 申込み毎に随時実施
弾ける楽器等あれば
簡単な演奏をお願いします。

正規職員への登用制度あり。年2回の面談で考課等を含め、すり合
わせしていきます。多くの自然体験、文化体験プログラムを取り入
れ、本物の中で子どもの主体性を育てる保育を実践しています。一
度、太陽と水と土にまみれて遊ぶ子どもたちの姿を見学に来てくだ
さい。

22（正） だいひ保育園 植野 2 随時面接

16（臨） 中殿保育園 中殿町 2 随時
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正規臨時 筆記試験　 実技試験
その他市町村 施設名 町名

採用人数
試験の時期

面接以外の試験内容

菜の花保育園 大新田 1
保育士を希望した理由
どんな保育がしたいかを400字程度で ピアノ、リズム

なのみ保育園 大悟法 1 10月頃 絵本読み聞かせ

にしきこども園 湯屋 2 2 随時

ひいらぎ保育園 万田 2 2 随時募集中

光保育園 小祝 3 10月～12月　 作文

双葉ヶ丘幼稚園 三光原口 4 随時 適性検査

双葉中央こども園 中央町 3 書類受付後、別途打ち合わせ 一般常識 ピアノ(自由曲)

みさと保育園 山国町 2 29年12月～30年3月までの間
各養成校の情報をとりまとめる団体、組織が必ず必要。とり
まとめだけでなく積極的な関わりを期待します。

みどり保育園 田尻 2 随時 簡単なピアノ

めぐみ幼稚園 是則 3 9月～随時
平成30年4月に大分市東部(高松東)に新規認可保育園を開園予
定。

日田市 ひかりこども園 田島 2 2 7月～8月

11施設 日田ルーテルこども園 三本松 1 10月後半予定 簡単な作文

16（正） 日隈こども園 日ノ隈町 2 随時

17（臨） 白毫こども園 大鶴本町 1 随時

白蓮保育園 西有田 2 ピアノ、絵本読み聞かせ

日田市の場合、地域的に福岡県方面への進学者ほとんど地元へ帰
りません。高校へ問い合わせも進学先の大学居住所での就労を望
むらしく、希望者は無いとのこと。なんとか県境という土地柄からの
弊害を乗り越えて保育士不足を解消出来たらと考えています。

丸の内こども園 丸の内町 2 適宜

三隈幼稚園 中央 2 2 10月・11月 ピアノ

みそらこども園 小迫 4 9月18日・9月30日・10月21日作文「私の子ども時代」 説明会9月17日・18日　　自主実習、見学は随時受付

みのり保育園 城町 2 2 随時 ピアノ、読み聞かせ等

三芳昭和園 刃連町 5

三芳幼稚園 刃連町 2 2 9月・10月 保護者からの手紙への返事 簡単なピアノ

佐伯市 佐伯聖徳保育園 城下東町 1 9月以降

4施設 佐伯保育園　他４園 蟹田 5 9月3日 あり ピアノ
受付期間：H29.7.20(木)～H29.8.18(金)　佐伯市独自でH29年4月新
卒、採用に対して、就職準備金を貸し付ける事業をはじめます。

13（正） さくら保育園(事業所内託児所　愛) 長良 5 3 初回9月中旬、以後随時 平成30年4月に開園する定員80名の保育園です。

4（臨） ふれあい保育園 女島 2 1 10月中旬 一般常識 保育実技、ピアノ

臼杵市 臼杵保育園 福良 3 2 随時 あり

4施設 すみれ保育園 大野 2 2 随時 作文

9（正） 野津北保育園 野津町 1 1 29年秋～随時

5（臨） 野津南保育園 野津町 3 11月～12月　及び1月 作文（子どもに対する思い、意気込みなど） 絵本の読み聞かせ、手あそびなど

津久見市 カトリック津久見幼稚園 中田町 1 10月 小論文 ピアノ、絵本の読み聞かせ 子どもの成長を共に喜べる人を求めます。

5施設 向洋保育園 中町 1 2 10月下旬～11月中旬

10（正） 白蓮幼稚園 大友町 1 8月27日 あり あり 8月27日決定しました。

5（臨） 白梅保育園 徳浦宮町 4 10月13日・14日 一般常識 課題曲・自由曲(弾き歌い) 来年度は4名の新採用を希望しています

明光保育園 上宮本町 3 3 10月13日・14日 一般常識 ピアノ、得意とするもの

竹田市 なおいりこども園 直入町 3 随時 ぜひとも欲しいです。

豊後高田市 香々地保育園 見目 1 未定

4施設 河内保育園 佐野 1 1 随時

7（正） 封戸保育園 水崎 2 2 12月中 絵画等好きな方、得意な方

6（臨） 和光保育園 新栄 3 3 随時
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正規臨時 筆記試験　 実技試験
その他市町村 施設名 町名

採用人数
試験の時期

面接以外の試験内容

杵築市 恵城こども園 中 1 検討中 ピアノ、読み聞かせ

6施設 松栄保育園 守江 1 10月以降随時 自主実習形式

8（正） 浄願寺こども園 猪尾 2 29年9月1日～ 1日保育実習

9（臨） 立石こども園 山香町 1 30年1月～2月頃 ピアノ

中央こども園 南杵築 5 5 10月頃 簡単な常識問題と専門問題
自分で持ってきた楽曲(童謡)
によるピアノ演奏

正規職員…半年～1年は試用期間のため臨時職員

東こども園 山香町 2 未定

宇佐市 宇佐こども園 南宇佐 1 1 10月14日 作文800字(テーマは当日発表) ピアノ(自由曲、楽譜持ち込み可)

11施設 教徳保育園 森山 1 12月まで 最低1年間は臨時で、お互い納得できれば正規へ

13（正） 四恩こども園 上田 1 10月 ピアノ

9（臨） すばる保育園 山下 2 10月～12月　

高森保育園 高森 3 30年3月末頃 ピアノ 来年3月31日付で3名の保育士が退職のため

長洲葵保育園 長洲 2 1 29年9月～30年3月 ピアノ、絵本読み

なぎさ幼稚園 辛島 3 1 29年9月～30年2月 ピアノ、歌唱

普照こども園 江須賀 2 10月中旬以降 専門 ピアノ、絵本の読み聞かせ

四日市こども園 四日市 1 1 年内応募受付、年明け試験予定 ピアノ(学校の課題曲で得意なもの)

明和保育園 下矢部 1 随時 ピアノ

若葉保育園 下敷田 1 10月以降 あり あり

豊後大野市 扇田保育園 三重町 2 申込み毎に随時 作文 ピアノ（課題曲2曲）、読み聞かせ ３年経過後、正規になることができます。

6施設 いぬかいこども園 犬飼町 10 4 随時 論文 平成30年度より大分市小佐井地区に保育所を新設するため

15（正） さくら保育園 三重町 1 1 30年4月 あり

9（臨） すがおこども園 三重町 1 1 随時 一般教養、専門 ピアノ(自由曲)
若い職員も多く働きやすい職場です。地区外の方についても
考慮しますので、(住居手当等)ご相談ください。

双葉保育園 三重町 1 1 随時 作文 ピアノまたは歌唱
地方出身の方が良いと思いますが、通勤出来る範囲であれば近隣
市の方でも良いです。当園はキリスト教精神で神を敬い、人を愛す
る心で保育をすすめています。

ももえだこども園 三重町 2 9月にて随時

由布市 あなみ保育園 庄内町 1 9月24日・年10月22日 一般教養、専門、作文

4施設 すみれ保育園 湯布院町 1 11月～12月頃

8（正） 聖愛保育園 湯布院町 1 2 11月 小論文 手遊び、ピアノ

5（臨） 宮田保育園　他２園 挾間町 5 3 29年10月29日

速見郡 川崎保育園 川崎 3 11月中旬頃予定 論文 ピアノ

6施設 山茶花こども園 大神 3 10月29日 ピアノ（弾きうたい）

13（正） 豊岡保育園 豊岡 3 9月頃 あり ピアノ

2（臨） 日出やまとこども園 日出町 1 2 10月頃から ピアノ、読み聞かせ

藤原こども園 藤原 1 秋頃 ピアノ

暘谷保育園 日出町 2 いつでも可 筆記なし、面接重視 子どもが好きで、”やる気”のある保育士を求めます。

国東町 富来こども園 国東町 2 10月末～11月

2施設 南部こども園 国東町 1 12月頃 作文等 ピアノ等

玖珠郡 くすのきこども園 塚脇 3 随時 あり 臨時から正規へ登用あり

3施設 こすもす 塚脇 1 11月頃
小規模保育事業のため0歳～2歳児の保育となります。特に
小さなお子さんの保育を希望される方に。

正-1　臨-5 たかすこども園 玖珠町 2 10月 絵本の読み聞かせ 経験者を1名採用予定

319 151
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正規臨時 筆記試験　 実技試験
その他市町村 施設名 町名

採用人数
試験の時期

面接以外の試験内容

≪　採用なし　≫ 17施設

大分市 鶴崎同光園 南鶴崎 採用なし

別府市 石垣保育園 石垣西 採用なし

春木保育園 春木 採用なし

日田市 五和保育園 石井町 採用なし

さかえ保育園 天瀬町 採用なし

佐伯市 にじいろこども園 弥生 採用なし

松浦保育園 鶴見 採用なし

臼杵市 アソカ幼稚園 江無田 採用なし

竹田市 荻保育園 荻町 採用なし

宇佐市 粟島愛児園 長洲 採用なし

金屋保育園 金屋 採用なし

佐田保育園 安心院 採用なし

しろばと保育園 安心院 採用なし

豊後大野市にこにこ保育園 三重町 採用なし

由布市 西庄内保育所 庄内町 採用なし

国東市 安岐中央こども園 安岐町 採用なし

玖珠町 杉ノ子こども園 戸畑 採用なし
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