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セントスタッフ株式会社主催
保育の就職フェア≪求⼈あるある≫

お願い

再⼊場について
15：30までであれば再⼊場は⾃由です。再⼊場の際は受付にて本ガイドブックを提示してく
ださい。

訪問カードについて
・法⼈ブースにてご提出ください。3枚程度はあらかじめ記⼊しておくことをお勧めします。
・訪問カードが不⾜した場合は、資料コーナーからご⾃由にお取りください。
※ご提出いただいた個⼈情報は⼈材紹介、⼈材派遣サービス提供時に使⽤いたします

エントリーシートについて
法⼈ブースの訪問を⼀通り終えたら、受付にご提出ください。

その他
・上着や携帯電話・スマートフォン等のお忘れ物にご注意ください。(⾝の回りの物、貴重品
の管理はご⾃⾝でお願いいたします。)
・会場内でのお⾷事はできません。ゴミはお持ち帰りください。喫煙につきましては指定の
場所にてお願いいたします。
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就職フェアでしか得られないモノ

この度は、セントスタッフ主催の就職フェアにご来場いただきまして誠にありがとうござい
ます。就職フェアには⼀般の求⼈媒体に募集情報を掲載していない法⼈も多数参加しており、
しかもそれらの採⽤担当者が能動的に求職者にアプローチしていきます。
採⽤担当者から直接話を聞くことで、職場の特徴を活きた情報として収集できます。
この体験は、転職サイトの求⼈検索や学校にある求⼈票からは得られません。
納得のいく就職先が⾒つかるようセントスタッフもサポートさせていただきます。

就職フェアの回り方

就職イベントへのご参加が初めての⽅もご安心ください
場内には運営スタッフが常駐しています。「STAFF」と記載されたネームホルダーが
⽬印です。分からないことがあればお気軽にお声かけください。
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STEP1 ご記⼊ ＆ 受付
⼊場前にエントリーシートと訪問カードにプロフィールをご記⼊ください。
訪問カードは各ブースを回る際に必要となりますので、3枚程まとめて記⼊しておくことを
お勧めします。
※訪問カードが不⾜しましたら、資料コーナーからご⾃由にお取りください。

STEP2 出展法人を確認
本ガイドブックと会場内の案内図をご確認ください。訪問する法⼈を探すことができます。
お⽬当ての法⼈が決まっている⽅はもちろん、複数の法⼈ブースをチェックしてください。

STEP3 法人ブース訪問
訪問カードをご提出ください。
⾯接だと聞けないこと、気になることは遠慮なく聞いてみましょう。
現場の職員さんが参加されているケースもありますので、積極的に話を聞いてみてください。

STEP4 就職相談ブース訪問(希望の方のみ)
「どんな保育園が⾃分に合うのかな・・・」とお悩みの⽅には保育専⾨コーディネーター
による適職相談、今後の⾯接等の流れについて説明させていただきます。

STEP5 エントリーシートを受付に提出
お帰りの際はエントリーシートのご提出をお願いします。



今後の流れ
★ご⼊職までの流れ

保育の就職フェア≪求⼈あるある≫

就職フェア参加
素敵な出会いがあるかもしれません

積極的にたくさんのブースにご参加ください♪

皆さんは
今ここのステップです！

参加園から選考のご案内
※選考への参加⽅法は各ブースでご確認ください

参加園にて選考
※選考の内容は各ブースでご確認ください

内定・入社

※その他、転職相談をしたい方や、就職についてのご質問等は転職相
談ブースにてご案内いたします！
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法人ブース
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就職相談ブース

17の法⼈が参加しています。興味のある
法⼈はもちろん、知らなかった法⼈の
ブースもぜひ訪問してみてください。

訪問カードを提出し、スタンプラリー
カードに押印をもらってください。

3ブース訪問された⽅は、お帰りの際受付
にてクオカードと引き換えます。
※クオカードは数に限りがございます。
あらかじめご了承くださいませ。

セントスタッフの保育の専⾨コーディネー
ターによる相談ブースを設けています。
専⾨コーディネーターによる適職相談、今後
の⾯接等の流れについて、説明させていただ
きます

資料コーナー

参加法⼈のパンフレット、就職活動に役⽴つ
資料等を設置しています。
ご⾃由にお持ち帰りください。



保育の就職フェア≪求⼈あるある≫

就職フェアを有効活用するポイント

1．本命以外の保育園の話を聞くこと
「大きい園はちょっと・・・」と懸念していても、その分先生の⼈数も⼗二分に配置を
していたり、意外に働きやすいことがよくあります。
また、本命以外の園の話を実際に聞いてみたら⾃分に合った職場が⾒つかるかもしれません。

2．なるべくたくさんのブースを回ること
新しい発⾒や出会いも数多くあります。
⼀緒に働くかもしれない先生と直接お話しできるチャンスも！？
最低でも3〜4法⼈回ることをお勧めします。

3．待遇⾯なども遠慮なく確認すること
就職フェアは⾯接の場ではありません。印象が悪くなるのでは・・・という心配は無⽤です。
しかし、⾏き過ぎた質問や失礼な聞き⽅にならないようマナーもお守りください。
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注意事項

貴重品等の取り扱いについて
・上着や携帯電話・スマートフォン等のお忘れ物にご注意ください。(⾝の回りの物、貴
重品の管理はご⾃⾝でお願いいたします。)
※万が⼀盗難や紛失があった場合でも弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。

会場での注意点について
・会場内でのお⾷事はできません。会場外での飲⾷店等をご利⽤ください。
・会場内は禁煙です。喫煙される際は所定の場所にてお願いいたします。

その他
・マナーを守り、皆様がスムーズに⾏動できるようご協⼒ください。
・会場で法⼈から配布される資料は主催者側でその内容を保証するものではありません。

セントスタッフ一同、皆様の就職活動の成功を応援しています！！
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参加法人①
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法人名 法人名

保育園名 保育園名

勤務地 柏原市 駅名
近河内国分駅

⾼井田駅
勤務地 ⼋尾市 駅名

JR⼋尾駅

近鉄⼋尾駅

雇用形態 正社員 募集職種 保育⼠ 雇用形態 正社員・パート 募集職種 保育教諭

給与 給与

一言

アピール！

一言

アピール！

法人名 法人名

保育園名 保育園名

勤務地
大阪市天王寺区

明⽯市 他
駅名

各線⽟造駅

JR⻄明⽯駅 他
勤務地 吹田市 駅名

御堂筋線江坂駅

各線吹田駅

雇用形態 正社員・パート 募集職種
保育⼠

保育教諭
雇用形態 正社員・パート 募集職種

保育⼠

保育教諭

給与 給与

一言

アピール！

一言

アピール！

法人名 法人名

保育園名 保育園名

勤務地 東大阪市 駅名
近鉄大阪線

⻑瀬駅
勤務地 寝屋川市 駅名

JR星田駅

京阪寝屋川市駅

雇用形態 正社員・パート 募集職種 保育教諭 雇用形態 正社員・パート 募集職種
保育教諭

保育⼠

給与 給与

一言

アピール！

一言

アピール！

社会福祉法⼈ ⼋尾隣保館

きりんこども園・きりん第二こども園・エブリ

月給：191,500円〜

(学歴・年齢・経験を考慮します)

法⼈内の交流が盛んな明るい雰囲気の職場です。

各種祝⾦や育休・特別休暇、クラブ活動等福利厚生

も充実！

月給：172,300円〜

正社員：月給211,870円〜

パート：時給1,200円〜

⼦どもひとりひとりの育ちを大切に保育していま

す。

法⼈内の⾼齢者施設と世代間交流も⾏っています。

社会福法⼈ 北阪福祉会

北阪保育園

月給：182,400円

⼀緒にこども達の成⻑にかかわりませんか？

是非お⽴ち寄りください！

定時で帰れるように効率良く仕事を⾏っています。

職員同⼠の仲が良く、ピアノが苦手な⽅でも大丈夫

です。

明るく元気で笑顔が素敵な⽅、チームワークを大切

にできる⽅...

そんな⽅々をお待ちしています！

社会福祉法⼈ 勝原福祉会

大阪宰相山保育園・明⽯こども園 他6園

（4年）185,838円〜

（短大・専⾨）182,181円〜

来春 大阪市と明⽯市に新設園が開園予定です。

どの園も職員同⼠の仲が良く、離職率は低いです。

幼保連携型認定こども園 かんらんこども園

社会福祉法⼈ 南友会

社会福祉法⼈ 大阪誠昭会

ねやがわ成美の森こども園・ねやがわ寝屋の森こど

も園・ねやがわくこの木保育園

総合職：210,000円〜235,000円

⼀般職：180,000円〜210,000円

パート：1,000円〜1,600円

社会福祉法⼈ ひしの美会

幼保連携型認定こども園

ひしの美保育園・ひしの美東保育園
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参加法人②
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法人名 法人名

保育園名 保育園名

勤務地 大阪市住之江区 駅名
四つ橋線

北加賀屋駅
勤務地

守口市

四條畷市

泉南市

駅名
守口市駅

土居駅 他

雇用形態 正社員・パート 募集職種 保育教諭 雇用形態 正社員・パート 募集職種 保育教諭

給与 給与

一言

アピール！

一言

アピール！

法人名 法人名

保育園名 保育園名

勤務地 豊中市 駅名
阪急宝塚線

岡町駅
勤務地

摂津市

大阪市生野区
駅名

南摂津駅

千⾥丘駅

⼩路駅

雇用形態 正社員・パート 募集職種 保育⼠ 雇用形態
正社員・非常勤・

パート
募集職種 保育教諭・保育⼠

給与 給与

一言

アピール！

一言

アピール！

法人名 法人名

保育園名 保育園名

勤務地 大阪市淀川区 駅名
阪急神⼾線

神崎川駅
勤務地

東京(渋谷区)・

神奈川(横浜市)
駅名

新横浜駅、

代々木上原駅 等

雇用形態 正社員 募集職種 保育⼠ 雇用形態 正社員 募集職種 保育⼠

給与 給与

一言

アピール！

一言

アピール！

正社員：月給199,030円〜244,030円

パート：時給1,200円

なんば駅から10分の四つ橋線北加賀屋駅下⾞徒歩1

分という好⽴地。

園舎は2年前に新築したばかりで綺麗。有休もとり

やすい職場環境です。

土居ひまわりこども園・⾼瀬ひまわりこども園

田原台ひまわりこども園 他2園

幼保連携型認定こども園

愛和学園

元気いっぱい!笑顔いっぱい！笑い声いっぱい！

『⼀⼈ひとりを大切に』をモットーに⼀緒に働きま

せんか？

社宅（月額2万円）あり！引越し代補助（5万円）

支給！

ICT導⼊＆各園駅チカで、働きやすい環境です☆

株式会社 理究

ふたばこども園・ふたば乳児園・ふたば未来園

保育⼠：月給180,400円〜

社会福祉法⼈ 愛和

大阪府に5施設ある法⼈です。苦手なこともみんな

で補うそんな職場です。 当日、お会いできること

を楽しみにしています。

社会福祉法⼈ 恵由福祉会

月給195,000円〜

在職職員からは働きやすくなってきていると言われ

ています。

こども達と保育⼠の未来を⼀緒に創っていきましょ

う。

社会福祉法⼈ 成光苑

認定こども園 ⼀津屋愛育園・千⾥丘愛育園

・東生野愛育園

正社員：月給218,000円〜

園⾒学は、給⾷の試⾷も無料です。

姉妹園でも保育⼠さん募集中！

社会福祉法⼈ ふたば会

社会福祉法⼈ 愛成会

保育⼠：月給212,000円〜

パレット保育園(東京都・横浜市内17園)

おかまち保育園

正社員：月給190,000円〜

パート：時給1,100円〜
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参加法人③
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法人名 法人名

保育園名 保育園名

勤務地
大阪市中央区

大阪市天王寺区
駅名

谷町四丁⽬駅

⽟造駅
勤務地 大阪市住吉区 駅名

御堂筋線

あびこ駅

雇用形態
正社員

パート
募集職種

保育⼠・看護師

・調理師
雇用形態

正社員

パート
募集職種 保育⼠

給与 給与

一言

アピール！

一言

アピール！

法人名 法人名

保育園名 保育園名

勤務地 大阪市住之江区 駅名
住江駅

住之江公園駅
勤務地

関⻄エリア

17施設
駅名

施設により

異なる

雇用形態
正社員・アルバイ

ト・パート
募集職種 保育⼠ 雇用形態

正社員

パート
募集職種

保育⼠

指導員

給与 給与

一言

アピール！

一言

アピール！

法人名 法人名

保育園名 保育園名

勤務地
大阪府

兵庫県(神⼾市)
駅名

全17園

（Ｈ31月年4月〜東三

国・甲南山手園 開

園）

勤務地
大阪市城東区

大阪市大正区
駅名

蒲生4丁⽬駅

大正駅

雇用形態 正社員・パート 募集職種 園⻑・主任・保育⼠ 雇用形態 正社員・パート 募集職種 保育⼠

給与 給与

一言

アピール！

一言

アピール！

社会福祉法⼈ 三養福祉会

ゆめの樹保育園

(仮)三軒家ゆめの樹保育園

正社員：月給195,000円〜

パート：時給940円〜

新卒からベテランの職員まで幅広く在籍。保育の悩

みや疑問を相談できる環境を整えているので、経験

のない⼈も安心して働けます。

社会福祉法⼈ 住之江福祉会

第2住之江保育園

正社員：月給190,000円〜

アルバイト：時給1,200円〜

パート：時給1,000円〜

とてもアットホームな保育園です。持ち帰りの仕事

がなく、多数の保育⼠が⼦育てと両⽴して活躍して

います。

ライクアカデミー株式会社

にじいろ保育園

認可園22,5000円〜

事業所内178,000円〜

学童児童館178,000円〜

施設箇所につきましてもブースにてご案内させて頂

きますので、お気軽にお越しくださいませ。

四恩るり保育園・四恩乳児保育園・四恩るり2乳児

保育園・四恩みろく2夜間保育園

正社員：月給182,050円〜

パート：時給1,000円〜

四⾳学園は今年で103年⽬を迎えます。 31年4月乳

児保育園がリニューアルオープン。同敷地内に特

養・乳児院・児童館等が合築。住⺠たちが集う「地

域福祉の砦」へ是非ともお越しください。

社会福祉法⼈ 隆生福祉会

ゆめ中央保育園

ゆめ⽟造保育園(2019年4月OPEN)

谷町四丁⽬の既存園、⽟造にOPEN予定の新規園、

どちらも通いやすい⽴地です！ 研修も充実していま

す！

保育⼠【正】22万〜27万円【パ】1,000円〜

看護師：24万〜29万円

調理師【正】20万〜22万円【パ】1,000円〜

社会福祉法⼈ 四恩学園

株式会社 成学社

かいせい保育園

かいせいプチ保育園

園⻑：300,000円〜

主任：250,000円〜

保育⼠：206,400円〜

オープニングスタッフ募集！温かい雰囲気の中、年

間休日125日、残業も少なく、職員にも優しい保育

園です。


