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採用予定あり（不問）

保育士
保育
教諭

幼稚園
教諭

今回のイベントでは、県内の魅力ある保育施設の出展ブー
スより、若手保育士等が職場の特徴や仕事の魅力を発信し
ます。本ガイドは、そのPR概要をまとめました。
このガイドを活用し、お申込みの際の参考としてください。
なお、QRコードより法人ホームページもご覧いただけます。

法人番号 法人名

「キャッチフレーズ」

魅力発信のPR概要

◆所属保育施設名

採用予定の有無（対象者）
※保育士の採用あり（新卒者）の場合

採用予定あり（新卒者）

保育士
保育
教諭

幼稚園
教諭

QR
コード

本ガイドの記載内容

！ ！
令和４年７月１６日（土）
県立福祉人材研修センター

令和４年７月２３日（土）
米子コンベンションセンター

NPO法人
鳥取・森のようちえん・風りんりん

「自然の中でのびのびと」
２歳児～５歳児は毎日市内１３か所の自然フィール
ドに出かけていき、思いきり遊んだり、週に１回は
クッキングもします。大人の指示ではなく「自分で
考え行動する力」、思いやり、高いコミュニケー
ション力を身につけていきます。子どもは天才。大
人もワクワクしながら毎日楽しい時を過ごしていま
す。０歳児～１歳児も外で過ごしていますよ！

◆home鳥取県認証園
◆base企業主導型保育園

２有限会社育成

「こどもが一人の主体として、
社会の中でよりよく生きていく」

私たち保育者は未来あるこどものために、こども自
らが人生を切り開き創り出していく能力をケアし、
一人ひとりの生活がより豊かになっていくことを願
い保育していきます。保育者と保護者、そしてこど
もが共に最善の保育環境を創りながら学びを育んで
いきます。

◆育成保育園

採用予定あり（不問）

保育士
保育
教諭

幼稚園
教諭

３

採用予定あり（新卒者・既卒者）

保育士
保育
教諭

幼稚園
教諭

「子どもに寄り添い、共に育つ」
この仕事のやりがいは…２つ！子ども達が自分との
関係性の中で回復し元気になり成長・自立していく
姿を側で見守りながら一緒に楽しんでいけること。
それと、それを支えてくれるチームの強さです。因
伯子供学園の持ち味は、チーム力です。チームワー
クを感じながら一緒に働きましょう！

◆児童養護施設 因伯子供学園

社会福祉法人因伯子供学園 ４ 社会福祉法人米子福祉会

「笑顔に出会える保育園 保護者と地域と共に
～心身共に豊かでたくましく生きる子どもを育む～」

当法人は、米子市内で１０か所の保育園を運営しています。
保育士自身が保育環境であると自覚し、子ども一人ひとり
の思いを受けとめ、大切にされていることが実感できるよ
う、子どもたちにかかわるようにしています。そして、保
育者が子どもたちとしっかり向き合うためには、保育者の
心にもゆとりが必要と考え、ゆとりある職員配置と待遇の
改善に努めています。

◆箕蚊屋保育園 ◆五千石保育園 ◆福生保育園
◆河崎保育園 ◆和田保育園 ◆福米保育園

◆成実保育園 ◆住吉保育園 ◆加茂保育園
◆車尾保育園

採用予定あり（不問）

保育士
保育
教諭

幼稚園
教諭
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５

採用予定あり（新卒者）

保育士
保育
教諭

幼稚園
教諭

「家族のようにあたたかな保育園 」
「家族のようにあたたかな保育園」をコンセプトに、子ど
も一人ひとりに寄り添い、生きる力を育むことを大切に保
育を行っています。鳥取県・島根県内に小規模保育事業所
3園、企業主導型保育事業所2園の合計5園を運営しておりま
す。職員同士のコミュニケーションを大切にしており、産
休・育休取得後は子どもを自園に預けて現場に復帰する職
員も。子育てと仕事の両立を支援する職場です！保育士体
験、保育実習も受付中です。

◆福米東ひまわり保育園 ◆大覚寺ひまわり保育園
◆夕日ヶ丘ひまわり保育園 ◆境ひまわり保育園

株式会社GRAZIE（グラーチェ） ６

採用予定あり（不問）

保育士
保育
教諭

幼稚園
教諭

「創発しよう！Wish us!!」
コロナ後の明るい未来は、わたしたちの手にか
かっています！わたしたちといっしょに「こど
も園かける」で「創発」していきましょう。

◆こども園かける

学校法人修立幼稚園

７社会福祉法人伯耆の国

「挑戦、優しい心、元気な体」

運動あそびを楽しみ、諦めず頑張る気持ちを異
年齢や地域の方との交流のなかで深めながら、
心地よさ、感謝の心を育みます。また食べるこ
とが楽しみとなる保育にも取り組んでいます。

◆南部町立つくし保育園

採用予定あり（新卒者・既卒者）

保育士
保育
教諭

幼稚園
教諭

８株式会社エルフィス

「みんなのエルフィス」
認可保育園１園、小規模保育園2園、放課後児童クラブ、学研教室の
運営を行っております。それぞれの施設には保育士、調理員等約40
人が勤務しています。
当園は「元気なからだ、優しい心、思いやりの心を育てるとともに、
子どもの夢を叶える環境を提供する」を3園の共通理念とし、それぞ
れの園の特色を活かした保育目標に向けて保育を進めています。
また、認可保育園と小規模保育園の1園は介護を受けている高齢者の
方々と共に生活をする共生ホームになっています。
高齢者の方との日常の交流で、たくさんの温かいまなざしや言葉を
かけてもらっています。
その中で自然に思いやりと優しい心が育ち、心の知能指数（EQ）や
コミュニケーション能力の向上を目指しています。

◆エルルこども学園 ◆ベビーエルル両三柳
◆ベビーエルルR431加茂

採用予定あり（新卒者・既卒者）

保育士
保育
教諭

幼稚園
教諭

９

「あなたの笑顔が咲く職場」
「生き生きと遊び、生活する子ども」「一人ひとりを大切
にした保育」を保育目標に、子どもたちが思いやりを持っ
て、仲間とともに成長できるよう毎日の保育に向き合って
います。
自然豊かな環境の中、元気に伸び伸びと活動する子どもた
ちと、同じ目標に向かって真剣に関わることができる保育
士がいる。これが、あすなろ会の保育園です。また、入職
後のサポート体制も万全。安心して働くことができます。

◆鳥取あすなろ保育園 ◆久松保育園 ◆白兎保育園

社会福祉法人あすなろ会

採用予定あり（新卒者）

保育士
保育
教諭

幼稚園
教諭

10
「おもいやり おかげさまの 感謝の心を大切に」

みのり福祉会基本方針「地域を愛し 地域の皆様の
幸せのために 心を込めて奉仕します」を掲げ、児
童福祉の理念を根幹とし、児童の最善の利益を願い、
３園の全ての職員が、保育所保育方針の「あかるく
のびのび たくましく」を基にして保育に臨みます。
また、保護者から信頼され、地域から必要とされる
保育所運営を目指して、常に努力研鑽します。

◆西倉吉保育園 ◆みのり保育園 ◆向山保育園

社会福祉法人みのり福祉会

採用予定あり（新卒者）

保育士
保育
教諭

幼稚園
教諭
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11

採用予定あり（不問）

保育士
保育
教諭

幼稚園
教諭

「愛がいっぱい笑顔あふれる保育園」
私たちの保育園では、「愛がいっぱい笑顔あふれる保育
園」を保育理念に、各園の特色を活かした保育を行ってい
ます。全園共通していることは、パソコンやタブレットを
使った業務の効率化、就労開始から年次有給休暇10日付与、
年間休日は１２３日（令和３年度実績）、育児等短時間勤
務制度にも取り組んでおり、新人研修、全体研修などの研
修実施をしています。各園の特色も当日ご紹介します。皆
様のご参加を楽しみにしております。

◆さとに保育園 ◆湖山保育園 ◆大正保育園
◆城北保育園

社会福祉法人さとに会

「求む！きらきら輝く保育士さん」
子どもたちが夢中になって遊ぶ姿、その遊びを通し
て育っていく一人ひとりの姿を大切に保育していく
仲間を募集しています。子どもたちの興味のあるこ
とや地域の特色を活かしながら各園が工夫して保育
をしています。若手から経験豊かな職員まで職員層
が豊富・様々な研修の機会を保障・休暇の取得しや
すさなど子どもたちのためにチャレンジできる環境
です。鳥取市の公立保育園（22園）で一緒に働きま
せんか？
◆鳥取市内公立保育園（22か所）

鳥取市

社会医療法人仁厚会

「人と自然との触れ合いの中で笑顔が溢れ、
子どもたちの元気いっぱいの声が響き渡る保育園」

壮大な大山に見守られ、自然豊かな環境の中で、桜の木の
ある広い園庭で子どもたちはのびのびと遊んでいます。春
には、お花見やシロツメ草で冠を作り、夏には、様々な虫
などを観察し、秋には、土から作った自分たちの菜園で
作った野菜を使ってクッキングをしたり、冬には、雪合戦
や雪だるま作りなどをしたりして楽しんでいます。このよ
うな四季折々の経験を通して、子どもたちは五感をフルに
使って友だちと遊び、自発性や創造性を育んでいます。

◆大和保育園

採用予定あり（新卒者・既卒者）

保育士
保育
教諭

幼稚園
教諭

社会福祉法人みその児童福祉会

「ありのままを受け入れ、寄り添い、共に成長する」

私たちは様々な理由により家庭で暮らすことのでき
ない子どもたちをお預かりしています。子ども一人
ひとりの笑顔が輝くよう職員は皆、力を合わせて支
援しています。私たちと一緒にがんばってくれる方
を待っています！いつでも見学に来てください。

◆米子聖園天使園（児童養護施設）
◆米子聖園ベビーホーム（乳児院）

「“あい ゆめ きらら”」
米子市内の閑静な住宅街にある幼保連携型認定こど
も園です。“あい ゆめ きらら”は、愛と夢と希望を
大切にしながら、いつもやさしくたくましく、キラ
キラと輝いていてほしいと願うスローガンです。
「造形・音楽・情操・食育」教育を柱とし、０歳か
ら小学校就学までの一貫した幼児教育・保育を提供
しています。厨房での自園給食では、発芽玄米食を
中心に和食給食を提供して園児の健やかな成長を促
しています。

◆認定こども園あけぼの幼稚園

学校法人あけぼの幼稚園

採用予定あり（新卒者）

保育士
保育
教諭

幼稚園
教諭

16
「元気な子どもたちと

自然の中でのびのび保育をしよう」

0歳から6歳までが利用する保育園と1年生から6年生
までが利用する放課後児童クラブです。職員間は
アットホームな雰囲気で、有給休暇取得率も高くラ
イフワークバランスの整いやすい職場です。（ユー
スエール取得）自然体験型保育を多く取り入れてお
り、大山や皆生海岸、菜園活動やザリガニ釣り等ア
クティブな保育が実践できます。
◆ひばり保育園 ◆ひばり放課後児童クラブ
◆夜見保育園 ◆よみっこクラブ

社会福祉法人ひばり保育会

12

採用予定あり（不問）

保育士
保育
教諭

幼稚園
教諭

13 14

採用予定あり（不問）

保育士
保育
教諭

幼稚園
教諭

15

採用予定あり（不問）

保育士
保育
教諭

幼稚園
教諭
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採用予定あり（不問）

保育士
保育
教諭

幼稚園
教諭

「子どもたちの未来を創造する皆成学園を目指して」

皆成学園は、福祉型障害児入所施設です。入所支援、
短期入所、日中一時支援、児童発達支援などの事業
を行っています。障がいのある子どもたちとそのご
家族一人ひとりを尊重し、安全で安心できる環境の
中でその人らしい生活が送れるように支援していま
す。私たち保育士は、子どもたちの主体性を尊重し、
一人ひとりと深く関わりながら輝く未来を信じて
「子育て」をしています。24時間365日子どもたちの
生活を支え、成長の喜びを共有できる職場です。

◆鳥取県立皆成学園

鳥取県立皆成学園

「仲間と一緒に笑顔でつながる幼稚園」
鳥取幼稚園は、鳥取市内に5つの認定こども園（幼保連携型
2園/幼稚園型3園）を運営しています。創立より音楽教育を
教育の柱に、地域との交流や園の環境を大切にしながら、
子ども達・保護者・職員が笑顔でつながる幼稚園です。若
手からベテランの職員が勤務しており、相談しやすくコ
ミュニケーションが取りやすい職場です。グループ園なら
ではの交流も行っています。

◆認定こども園 鳥取第一幼稚園
◆認定こども園 鳥取第二幼稚園
◆認定こども園 鳥取第三幼稚園
◆認定こども園 鳥取第四幼稚園
◆認定こども園 鳥取第五幼稚園

学校法人鳥取学園

社会福祉法人鳥取こども学園

「愛は絶えることがない」

当法人は、明治３９年にキリスト教精神に基づいて、鳥取
孤児院として創立されました。その根本である「愛」を基
本理念とした歴史ある法人です。
子ども達のありのままを受け止め、子どもと職員が共に育
つことを理想としています。現在、児童養護施設、児童心
理治療施設、乳児院などの入所施設の他、認定こども園等
の関連事業を含め、１２事業、事業所数１６ヶ所を設置運
営しています。
◆鳥取こども学園
◆鳥取こども学園乳児部
◆児童心理治療施設鳥取こども学園希望館

◆幼保連携型認定こども園鳥取みどり園 他１２か所

社会福祉法人こうほうえん

「職員一人ひとりが法人にとって大切な宝物です」

こうほうえんは鳥取県内を中心に東京都内合わせて121事業
所を展開し職員数は2,300人を超えます。こうほうえんには
地域の福祉を支える明確な目的があります。互恵互助の精
神を持ち、保護者様に「ここに、こうほうえんがあって良
かった」と感じていただけるサービスの提供に努めていま
す。職員がワークライフバランスを充実出来るような環境
づくりを大切にしている他、産休育休の取得率は100％でと
ても子育てしやすい環境の職場です。

◆キッズタウンかみごとう ◆キッズタウン第２保育園
◆キッズタウンさくら

「子どもの未来を広げる
お手伝いをしてみませんか？」

本園では、“子どもたちの未来が広がるよう”に職員が
一致団結をし、保育に取り組んでいます。「正直」
で「思いやり」の気持ちを持って、周りの人と協力
できる人！「チャレンジ」の気持ちを持って、前向
きに向かえる人！私たちと一緒に子どもの未来を広
げるお手伝いをしてみませんか？

◆認定こども園かいけ心正こども園

学校法人かいけ幼稚園

採用予定あり（不問）

保育士
保育
教諭

幼稚園
教諭

22
「みんなでつくる『チームえんぜる』」

１つの目的に向かって、支え合い、助け合い、励ま
し合う『チームえんぜる』。保育の世界はハッとし
てグッとくる日々の連続。『チームえんぜる』は、
今日も頑張っています。
世代を超えて、みんなで「働きやすい職場」を目指
しています。一度、来て、聞いてみて！

◆えんぜるこども園
◆リトルえんぜる保育園

社会福祉法人めぐみの風

18

採用予定あり（不問）

保育士
保育
教諭

幼稚園
教諭

19 20

21

採用予定あり（新卒者）

保育士
保育
教諭

幼稚園
教諭

採用予定あり（不問）

保育士
保育
教諭

幼稚園
教諭

採用予定あり（不問）

保育士
保育
教諭

幼稚園
教諭

採用予定あり（不問）

保育士
保育
教諭

幼稚園
教諭


