
社会福祉法人大津子どもの家福祉会

園の紹介・求人票

幼保連携型認定こども園 茶臼山こども園

幼保連携型認定こども園 大津さくらこども園

〈事業所名〉 幼保連携型認定こども園
茶臼山こども園
定員 幼稚園コース 60名

保育園コース 100名

〈所在地〉 〒520-0822
滋賀県大津市秋葉台31-40
JR膳所駅から徒歩20分
※職員用駐車場有り

〈電話番号〉 ０７７－５１１－３９５５

〈募集人数〉 若干名

〈採用担当〉 中河・岡本 （平日 10：00～17：00）

〈事業所名〉 幼保連携型認定こども園
大津さくらこども園
定員 幼稚園コース 35名

保育園コース 70名

〈所在地〉 〒520-0055
滋賀県大津市春日町1－1
JR大津駅から徒歩１分

〈電話番号〉 ０７７－５２５－２１１５

〈募集人数〉 若干名

〈採用担当〉 阿久津・池谷 （平日 10：00～17：00）

・電車通勤の場合、

JR膳所駅から園までの
タクシー通勤が可能（全額園負担）

・車通勤の場合、

園近隣の駐車料金全額補助します！

・ＪＲ大津駅 徒歩１分
雨でも濡れずに電車通勤できます！

・車通勤の場合、駐車場補助あり
（上限6,000円）・駐輪場補助あり



法人のあゆみ

理事長・園長の紹介

平成７年に創設した大津学園（認可外）は、一時期100名を超える入園希望者があり、

園舎の老朽化が進んでいたことから移転先を検討。大津学園の教育方針を受け継ぐ姉妹

園として社会福祉法人大津子どもの家福祉会「茶臼山保育園」の設立に向け準備を始め

平成１６年４月に開園。大津学園を平成１８年に隣地へ移転。平成２０年４月に保育所

型の認定こども園となり、平成２４年には幼保連携型の認定こども園になり現在に至る。

平成１５年 ６月１９日 社会福祉法人大津子どもの家福祉会認可取得

平成１６年 ４月 １日 茶臼山保育園開園

平成１８年 ４月 １日 大津学園（無認可）富士見台から茶臼山へ移転

平成２０年 ４月 １日 保育所型 認定こども園（県知事認可）

大津学園と茶臼山保育園が一つとなり 茶臼山こども園へ

平成２４年 ４月 １日 幼稚園認可取得 連携型 認定こども園（県知事認可）へ

平成２６年 ４月 １日 大津さくらこども園ＪＲ大津駅舎内仮設園舎で開園

保育所型 認定こども園（県知事認可）

平成２６年 ６月 １日 大津さくらこども園本設園舎へ移転

幼稚園認可取得 連携型 認定こども園（県知事認可）へ

平成２８年 ４月 １日 茶臼山こども園内に茶臼山児童クラブ開設

平成２９年 ４月 １日 大津さくら児童クラブ開設

【社会福祉法人大津子どもの家福祉会理事長・大津さくらこども園園長 岡本敏幸】

京都産業大学法学部卒業

平成７年４月大津学園(無認可)設立し経営に携わる。

平成１５年６月より社会福祉法人大津子どもの家福祉会設立、理事長として就任。

平成１６年４月より茶臼山保育園開園。社会福祉法人の運営業務に携わる。

平成２６年４月より大津さくらこども園園長就任。

【茶臼山こども園園長 岡本はるみ】

(大津さくらこども園でも、アドバイザーとして関わります)

幼稚園勤務の後、出産育児のため退職、２児の母。公立幼稚園PTA副会長を務める。

平成２年４月より公立小学校の講師として５年間勤務。

平成７年４月より大津学園の園長に就任。

平成９年より滋賀大学教育学部科目履修生として相良敦子教授の授業にて単位取得。

平成１１年ごろより大津学園にモンテッソーリ教育導入。

平成１４年３月広島コースにてモンテッソーリディプロマ取得。

平成１５年には、社会福祉法人大津子どもの家福祉会の認可取得。

平成１６年４月より茶臼山保育園を創設し園長に就任。

その他 ＮＰＯ法人全国認定こども園協会理事、同協会滋賀県支部長、滋賀県私立保育園連盟

理事を務める。

＜資格＞ 小学校教諭・幼稚園教諭・保育士資格

３～６歳のモンテッソーリ教師ディプロマ（日本モンテッソーリ協会認定）取得。

＜研究テーマ＞ “モンテッソーリ教育” “子育ての楽しさ”について



教育方針・保育方針

原則、国の定める「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」に基づく。

園独自として、モンテッソーリ教育の理念を取り入れ「子どもの自主性を生かす」を原点に捉

え、そこには選びの自由があります。自由といっても放任とは違い、活動にはルールと秩序が

明確化されています。自由に選択できる手仕事を自立の一助とし、発達や年齢に合った様々な

遊びや活動、行事などを通して仲間や保育者と関わりの中で保育していきます。また、季節や

日本の文化、行事、食なども大切にしています。

好きな教具や遊びを自分で選び、第二の脳と言われる自分の手を使って、満足のいくまで活動

することができます。深く集中していく時、子どもは穏やかな空気に包まれ、活動後の成就感

は自信・信頼・そして平和な心の育みへとつながっていきます。

手仕事について・・・

保育の力点

○ ひとり一人を大切にし、その発達段階に即して保育をする。

○ 規律のある集団生活の中でより良い生活習慣を身につけていく。

○ 直接体験を重視し保育に必要な環境を整えていく。

○ 必要に応じて家庭との連携を密にし、保護者と共に歩む姿勢で保育に望む。

発表会 クロスステッチ（5歳児） 木登り

描画（０歳児） 七夕コンサート 運動会（ソーラン節）



保育方針・内容
「やりたい！」「できた！」のお手伝い

子ども自身が選び、
遊べる環境。

ここが難しそうだなと
気づくことが大切。

発達に合った魅力的な玩具・
教具・教材を選びます。

成就感、達成感を感じた時の
満足そうな表情が沢山見られます。

自由に遊べる物・環境が
沢山あります。

子ども達は、
繰り返すことが大好き。

何度でもできるように用意して
おきましょう。
終わりも自分で決められます。

困難な点は、ゆーっくり提示。

「どうぞ」「いいよ」と
言えるように心がけています。

時には、「いや」ってことも、
大切に考えます。

子どもの可能性を信じ、
まずは任せましょう。
「自分で・・・」と言うときは
見守ります。

大声は不要！
落ち着いた雰囲気の中で過ごせます。

その為には・・・



職場について
「茶臼山こども園・大津さくらこども園って、どんな職場かな？」

① ピアノの演奏に自信がないけど・・・

ピアノは弾けなくても大丈夫。

専属の先生に依頼し、日々の保育では

CDやウォークマンを活用し、先生の

手や体をあけることができます。

cv

cv

cv

② 担任としてやっていけるかな・・・

どのクラスも複数担任制をとっています。

採用決定後、アルバイトとして（研修）

来て下さい。

ノルマはありません。また就職後、

月１回の園内研修、

必要に応じてのミーティングもあります。

③ 先生たちの雰囲気ってどんな感じ

かな・・・

穏やかで親切な先生達ばかりです。

cv⑤ 将来、結婚や子育てをしながらでも

働き続けたいな・・・

産育休あり。お子さんの入園も可能。

④ 残業や持ち帰りの仕事って

あるのかな・・・

残業をすることもあります。ただし、残業は

計画的に。平均 約3.5時間/月

可能な限り、勤務時間内に仕事を終わるよう

な仕組みにしています。持ち帰りの仕事はあ

りません。

休憩も交替でとっています。

⑥ 有休って取れるのかな・・・

現場が回れば、特別な日を除いて、

ほぼ取れます。

いろいろな心配や不安もあると思いますが、

穏やかな保育風景を貴方の目で確かめて下さい。

一緒に働けるのを楽しみにしています！



求人について（令和５年度採用）

〈 給 与 〉

上記は新卒の初任給です。昇給あり。

通勤手当 月額 15,000円まで実費支給

規定により住宅手当(上限２万円)または

宿舎借り上げ制度（令和４年度 上限５.９万円）あり。

法人で物件を借り上げて提供します

〈 賞 与 〉 給与規定による（令和３年度実績 年４ヵ月分）

〈加入保険〉 健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険・労災保険

〈その他〉 退職金共済・福利厚生あり。

エプロン２着貸与、さらに年間2着までカタログ内のエプロン

を付与いたします。

〈通勤条件〉 茶臼山こども園の場合

車通勤、もしくは公共交通機関をご利用ください。

職員駐車場・駐輪場あり。

ＪＲ膳所駅～茶臼山こども園へのタクシー送迎あり（要相談）

大津さくらこども園の場合

原則として公共交通機関をご利用ください。

職員駐輪場補助有り。

車通勤の場合は、近隣の有料駐車場を

個人で契約してください。（上限6,000円補助あり）

〈 応 募 〉 随時受け付け 試験日は相談の上決定

〈採用試験〉 面接・筆記試験(一般常識・専門知識)・保育実技

※ピアノの試験はありません。

大 卒 短大卒

基本給 205,100円 200,000円

保育士手当 6,000円 6,000円

処遇改善手当 25,000円 25,000円

合計 236,100円 231,000円

〈求人内容〉 正規職員

（保育士資格・幼稚園教諭免許の両方の免許が必要です。）

新卒・既卒者歓迎 年度途中での採用もございます。

〈勤務内容〉 0歳（生後6ヶ月～）から就学前の乳幼児の保育、

それに関わる事務、用務などを含む。

〈勤務時間〉 月～土 ７：１５～１９：００ の間で

1年単位の変形労働時間制 平均1週間当たり40時間以内

（ただし、業務の都合上で多少の変更をする場合もあります。）

〈休日〉 日曜・祝日・年末年始・有給休暇

特別休暇（忌引・生理休暇等）

介護休暇・就学前までの子の看護休暇

（全て採用時から付与されます）

http://chausuyama.ed.jp/top/

シフトパターン例

□ 7：15～16：15

□ 8：30～17：30

□ 10：00～19：00 など


