
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保育者一人ひとりの保育観を尊重し、良好な人間関係のもと、長く働ける職場です 

◎求人内容 

【採用人数】各園 2 名+若干名 

【雇用形態】常勤 

【待    遇】 

○ 給    与《大学卒》224,012 円/月 

      基本給 181,320 円・教職手当 12,692 円 

      処遇改善手当 30,000 円～40,000 円 

         《短大・専門学校卒》206,550 円/月 

      基本給 165,000 円・教職手当 11,550 円 

      処遇改善手当 30,000 円～40,000 円 

※その他行政から給付される処遇改善加算あり 

○ 賞   与 年 2 回（年間 4 か月 ※令和元年度実績） 

○ 住宅手当 10,000 円(独身の世帯主/月額)15,000 円(既婚の世帯主/月額)  

○ 通勤費全額支給 ※全園自家用車通勤可 

○ 昇    給 年 1 回（年間 49,500 円 ※令和元年度実績） 

〇 退 職 金 勤務年数に応じて退職金財団から給付 

○ 勤務時間 幼稚園・幼稚園部門 8:00～16:30 

      (1 年単位の変形労働時間制)、土曜勤務有 

           保育園・保育園部門 8 時間ｼﾌﾄ勤務制、 

土曜勤務有 

 【福利厚生】 

＊休暇等 ○ 産前産後休暇・育児休業制度 

（過去３年取得実績：のべ 15 名が取得中又は取得後復帰しています）  

＜以下学園独自の制度です＞ 

         ○ 年次有給休暇(採用日から 10 日間) 

        時間単位で取得可 

     ○ 夏季特別休暇(一律 8 日間)、慶弔休暇等 

     ○ 育児短時間勤務制度 

       (令和元年度 3 名､令和 2 年度 2 名が利用中) 

     ○ 育児時間制度（1 日 1 時間の育児時間を 

3 歳まで有給で取得できます） 

     ○ 看護・介護休暇制度(有給扱い) 

          ○ 年間休日 122 日 

＊社保等 ○ 私立学校共済制度(健康保険･厚年年金)  

○ 雇用保険･労災保険 ○ 退職金財団加入 

＊その他 ○ 研修費補助制度(1 人年間 5 万円まで) 

     ○ インフルエンザ予防接種補助 

     ○ 新任教職員研修 

     ○ 学園内全体集合研修(年 2 回) 

☆幼稚園教諭免許更新費用を負担します！☆ 

   
◎採用試験について   人物本位の選考をします 

【採用試験】応募書類到着後、10 日以内に実施 

【選考方法】作文（テーマに沿って考えを自由にお聞かせください） 

      実技(絵本読み聞かせ 又は ﾋﾟｱﾉ弾き語りから選択可） 

【試験場所】法人本部(埼玉県吉川市、JR 武蔵野線吉川駅下車) 

 【携 行 品】筆記具、印鑑（交通費支給） 

【採否決定】1 週間以内に通知します 

☆応募園を履歴書に明記してください（幼保連携型認定こども園

の場合は、幼稚園または保育園まで明記） 

 
◎応募方法について   園見学をご希望の方は下記「お問い合わせ」までご連絡ください 

【応募期間】採用予定人数に達するまで 

【提出書類】①自筆履歴書 ②卒業見込証明書 ③成績証明書 ④幼稚園教諭免許/保育士資格 取得見込証明書 

【書類提出先】〒342-0041 埼玉県吉川市保一丁目２１番地７ 学校法人ワタナベ学園 総務室 

       ※郵送、持参どちらでも可 

   
◎お問い合わせ  学校法人ワタナベ学園 法人本部総務室人事担当（渡部） 

         TEL 048-981-0611   E-mail saiyou@watanabe.ac.jp 

         URL http://www.watanabe.ac.jp/ 

 

保育方針 ☺ 遊びを通して学びます ☺ 子どもの目線で共感します 

私どもの保育は、「愛」を大切にするキリスト教精神に基づいた保育を行っております。 

生きる力や豊かな心は遊びの中で培われるものです。のびのび活き活きと仲良く遊びながら、人

との関わり方や友達を思いやる心を育みます。異年齢の子どもたちと関わる機会も多くもち、交

流も大切にしています。 

また、子どもたちの眼の高さで接することで信頼関係を築き、子どもたちの心に安心感を生み

出します。家庭とも連携し、子どもたちの健やかな成長を見守ります。 

長きにわたり、地域に根ざした園として近隣から多くの信頼を得ています。 
 
幼保連携型認定こども園越谷さくらの森 埼玉県越谷市  幼稚園型認定こども園柏ひがし幼稚園 千葉県柏市 

幼保連携型認定こども園みさとさくらの森 埼玉県三郷市  保育所型認定こども園吉川さくらの森 埼玉県吉川市 

幼保連携型認定こども園戸頭さくらの森 茨城県取手市  越谷保育専門学校附属吉川幼稚園 埼玉県吉川市 

霞ヶ関幼稚園 来年 4 月幼保連携型認定こども園移行予定 埼玉県川越市 

幼保連携型認定こども園には幼稚園部門と保育園部門があります 

 

学校法人ワタナベ学園 令和３年度求人票 



園名/園長 所在地
〒342-0041 園児数 ｸﾗｽ数 教職員数

埼玉県吉川市保780-13
（ＪＲ武蔵野線 吉川駅下車　徒歩13分）

℡048-981-0612
名 ｸﾗｽ 名

〒350-1109 園児数 ｸﾗｽ数 教職員数

埼玉県川越市霞ヶ関北6-3-1
(東武東上線 霞ヶ関駅下車　徒歩15分)

℡049-231-1777
名 ｸﾗｽ 名

〒277-0823 園児数 ｸﾗｽ数 教職員数

千葉県柏市布施新町1-5-10
(JR常磐線 我孫子駅下車　バス15分)

℡04-7132-3415
名 ｸﾗｽ 名

園名/園長 所在地
〒343-0011
埼玉県越谷市増林5987-1 入所定員 ｸﾗｽ数 教職員数

（ＪＲ武蔵野線 南越谷駅下車　バス20分　または

　東武スカイツリーライン 越谷駅下車 バス15分）

℡048-960-1301（代）
保育園部門長 城の上保育園〈保育園部門〉 園児数 ｸﾗｽ数 教職員数

小黒澤清美 ℡048-960-1301
幼稚園部門長 附属幼稚園〈幼稚園部門〉

齋藤ゆかり ℡048-966-0301
〒341-0003
埼玉県三郷市彦成4-321 入所定員 ｸﾗｽ数 教職員数

（ＪＲ武蔵野線 新三郷駅下車　徒歩8分）

℡048-950-0505（代）

みさと団地保育園〈保育園部門〉 園児数 ｸﾗｽ数 教職員数

℡048-950-0505
みさと団地幼稚園〈幼稚園部門〉

℡048-958-3887
〒302-0034
茨城県取手市戸頭4-5-7 入所定員 ｸﾗｽ数 教職員数

(関東鉄道常総線 戸頭駅下車　徒歩5分)

℡0297-78-3803（代）

戸頭さくら保育園〈保育園部門〉 園児数 ｸﾗｽ数 教職員数

℡0297-78-3803
戸頭幼稚園〈幼稚園部門〉

℡0297-78-3801

園名 所在地
〒342-0041 入所定員 ｸﾗｽ数 教職員数

埼玉県吉川市保1-21-7
（ＪＲ武蔵野線 吉川駅下車　徒歩5分）

℡048-984-5505

法人名 所在地
〒342-0041
埼玉県吉川市保1-21-7
（JR武蔵野線 吉川駅下車　徒歩5分）
℡048-981-0611

園長　齊藤ゆかり

12ｸﾗｽ

保育園

27名

164名

園の概要

園長　小松利子

園長　髙橋和子

保育園

21名幼保連携型認定こども園

戸頭さくらの森
幼稚園

8名

9名

3ｸﾗｽ30名

13名6ｸﾗｽ

幼稚園

82名

3ｸﾗｽ

4ｸﾗｽ

幼稚園

園の概要

園長　小川直美

幼保連携型認定こども園

越谷さくらの森

14名30名

321名

17名

19名

保育園

幼保連携型認定こども園

みさとさくらの森

霞　ヶ　関　幼　稚　園
152

201

園長　清原雅子

6

6

幼稚園型認定こども園

柏 ひ が し 幼 稚 園
158

法人概要

20

園の概要

3ｸﾗｽ

8

20

16

園長　小柴和世

越谷保育専門学校附属

吉　川　幼 　稚 　園

保育所型認定こども園

吉川さくらの森

学校法人ワタナベ学園

理事長　山﨑芙美夫

本部

学務室
経理・
管財室

総務室

施設長　神田美栄子
135名 6ｸﾗｽ
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