
 

 

〒370-0868 
高崎市鼻高町 48-5 

TEL : 027-322-5252 
 

 
 
FaceBook で園の情報更新中！ 

 

● 人材育成 

４月からスムーズに仕事ができるように事前
研修を実施。採用後もリズム・生命・その他
専門知識の各種研修会に参加しています。
園内研修も実施しています。 

 

● 休暇 

土日休み・年末年始休暇・夏休みの他、
有給休暇の取得を応援します。仕事とプラ
イベートの両立が可能です。 

※土曜日は交代でのお休みです。 

 

● 求める人材 

・やる気と情熱がある人 

・子どもに何を提供できるか考えられる人 

・現状に満足せず、理想の保育を追い求め
られる人 

 

鼻高こども園の魅力 
 

 碓氷川と鼻高山に囲まれた自然豊かな環
境。少林山だるま寺や鼻高展望花の丘など
の地域の力。全てが揃った素晴らしい環境
のもと、のびのび保育をしています。 

 また、鼻高町のみならず、機会があればど
んどん園から飛び出して園外活動もしていま
す。先生や子ども達の「やってみたい！」を応
援します。 

鼻高こども園について 

鼻高こども園は見学・実習・ボランティア体験を受け入れています 
お気軽にお問い合わせください 



 

 

● 設置主体 
社会福祉法人 愛善会 
 

● 園名 
幼保連携型認定こども園 
鼻高こども園（はなだかこどもえん） 
 

● 園長 
國峯 賢一 

 
● 教育保育理念 
「気づき 考え 作る」 
 
● 教育保育方針 
「つなぐ つながる」 
・未来へ つなぐ 
・地域へ つなぐ 
・人と  つながる 
・家庭と つながる 
・高みに つながる 

● 連絡先 
住所 : 高崎市鼻高町 48番地 5 
電話 : 027-322-5252 
※行事や出張等で対応できない場合があります 

 
● 職員構成 

園長  １名 
保育教諭  １8名（正 12名 パ６名） 
給食      ４名 
その他       ５名      計２８名 
 

● 利用定員 
９５名（１号１５名 ２号・３号８０名） 
 

● 受入年齢 
生後８週から未就学まで 
 

● 開所時間 
7:30 ～ 19:00 まで 

 
その他、ご不明な点がありましたらお声がけください 
 

令和元年 7月現在の鼻高こども園の概要についてです。 

鼻高こども園の概要 

〈鼻高こども園の園章について〉 
下の二本線は近くを流れる碓氷川をイメージ。 
上の山は上毛三山と共に「子ども」「親」「こども園」 
をイメージしています。 



施設の概要

・設置主体

社会福祉法⼈ 愛善会

・施設名

幼保連携型認定こども園
⿐⾼こども園

・開所時間

⽉〜⾦ 7:30�〜�19:00

������土 ��7:30�〜�15:00

・受⼊年齢

⽣後8週間�〜�⼩学校就学未満

〒370-0868

⾼崎市⿐⾼町48-5

TEL 027-322-5252

⿐⾼こども園

鼻高こども園 鼻高団地

群馬八幡

少林山だるま寺

↓   展望花の丘至 

←    安中至 高崎→至

バス停

18

JR信越線

幼保連携型認定こども園⼦育て⽀援事業 おさんぽ

⽇時：毎週 ⽉曜⽇〜⾦曜⽇
  ���10：00〜15：00

場所：お遊戯室・園庭・事務室
※イベント時は公⺠館等を利用する場合があります。

内容：育児・⼊園・⾷事相談など
   来園での相談のほか電話でもOKです
※お電話の場合「○○の相談です」とお知らせください。

利用料⾦：基本無料
※イベント時には実費分をいただく場合があります。

http://www.hanadaka-kids.jp/

検索鼻高こども園



教育・保育のプログラム

教育・保育時間について

平常保育   8:30 ～ 16:00 
        (土曜日は 8:30 ～ 12:00)

早朝保育   7:30 ～  8:30

延長保育  16:00 ～ 19:00
        (土曜日は12:00 ～ 15:00)

<<3～5歳児>> <<0～2歳児>>

  8:30
~9:00

9:30

10:10

10:25

11:30

12:30

15:00

~16:00
15:45

  8:30
~9:00

9:30

10:00

10:30

11:15

12:15

14:30

15:00

登園,自由遊び

体操

お始まり

自主的活動,教育,遊び

食事準備

食事

午睡準備

午睡

おやつ

降園

登園,自由遊び

体操

お始まり,おやつ

自由保育

食事準備

食事

午睡準備

午睡

目覚め

おやつ

降園

4・5歳児は年度の後半、
子どもの興味を中心とした

自主的活動。

子どもの興味を

中心とした教育,遊び

※誕生会及び、身体測定、避難訓練、交通安全指導を毎月実施しています
※鼻高こども園のWebページ・FaceBookで日々の保育を紹介しています 

年間行事

入園進級式・健康診断

遠足・歯科検診

保育参観・プール開き

ゆすらうめとり・ぼたんきょうとり

七夕かざり・七夕流し・納涼盆踊り大会

プラネタリウム(年長組)・お泊まり保育(年長組)

プール記録会・プール閉い

運動会・町民運動会鼓笛隊出場

10月 柿もぎ・いもほり・焼いも大会・保育参観

健康診断・りんごがり(年長組)

幼年消防クラブのつどい（年長組）・七五三宮参り

歯科保健指導・菊花展見学

12月 もちつき大会・発表会・クリスマス会

カルタ大会・防火映画会・鼻高山登り(年長組)

豆まき・修了記念写真撮影・観劇・プラネタリウム(年長組)
他園との交流会・他園とのサッカー交流試合(年長組)

保育父親参観・一日入園・お別れ遠足・卒園式・修了式

~16:00
15:45

教育・保育目標

『明るく 正しく すこやかに

心身ともに たくましく 遊べる子ども』

　乳幼児の保育は、豊かな調和のとれた

 

 

保育に力を注ぎます。

育ってくれることを願って、日常の教育・

自分の知的能力を正しく発揮できる人間に

思います。知識と情緒のバランスがとれ、

情緒を培い、その安定を図ることにあると

組編成

当園では『学齢保育』を実施しています

ひかりぐみ(年長組) 5歳児

 

ひよこぐみ(乳児組) 0〜1歳児

ももぐみ　(乳児組) 2歳児

ほしぐみ　(年少組) 3歳児

つきぐみ　(年中組) 4歳児

行事

11月

4月

8月

9月

2月

3月

5月

6月

7月

1月

 

教育・保育時間について2

※保育短時間認定及び1号認定のご家庭のみ、細い矢印部分の時間に関して早朝保育料・
延長保育料金(30分50円・早朝月額上限1,000円、延長月額上限2,000円)が別途必要
となります。

※１号認定こどもは各年度当初の年齢のクラスに編入します

※１号認定こどもは各年齢の12:30までを基本のプログラムとします。

7:30 8:30 12:30 16:30 18:30 19:0016:00

鼻高こども園

クラスでの保育時間

1号認定　教育時間

2号・3号認定　短時間認定

2号・3号認定 標準時間認定

1号認定　 一時預り

※1号認定の一時預り(月額2,000円)をご利用の場合、昼食・おやつ代（月額3,000円）
も同時に申し込みいただきます。

※ほしぐみ以上の2号認定は主食費（月額1,000円）をいただいています。3号認定や、
ももぐみの2号認定はいただいておりません。



フリガナ フリガナ

法人名 理事長名

類　型

フリガナ フリガナ

園名 園長名

定員

職員数 スクールバス　　有 ・ 無

開園時間 月～金 　7：30 ～ 19：30

採用予定

職種 大学 月額 156,000 円

求人（予定）数 短大 月額 154,000 円

専門学校 月額 155,000 円

通勤 手当 4,100 ～ 6,500 円

次年度継続 可　　・　不可 処遇 手当 15,000 円

必要資格 特殊業務 手当 7,800 円

手当 円

早　番 　7：30　～　16：30 手当 円

普通番 　8：30　～　17：30 手当 円

遅　番 10：30  ～  19：00 月額180,900～185,300 円

　　：　　　～　　　：

土曜早番 7：30　～　12：30

土曜遅番 8：30　～　15：00

　　：　　　～　　　： 定期昇給

休日等 福利厚生

応募期間

提出先
提出方法

日時 場所
採用結果

備
考

※新設園の公募に手を挙げています。合格した場合は6月以降で鼻高こども園のWebサイト「学生・一般
向け情報」ページにて求人情報を公開いたします。
※ボランティア等も大歓迎です！鼻高こども園の雰囲気をぜひ体験してみてください！

内容
・書類選考　　・面接 二次試験の実施 有　・　無
・筆記（作文）

試験内容
・実技（ピアノ、弾き歌い、ラジオ体操）

１．郵送　　　　２．持参

採
用
条
件

採
用
試
験
等

所在地

雇用形態

  勤務時間
※必要に応
じて加筆・
修正　この
文字は削除
してからご
使用くださ
い。

採用試験

園見学

説明会

応募方法

随時 鼻高こども園
試験後 7 日以内（学校・自宅）に（電話・郵送）でお知らせします。

・健康　・厚生　・雇用　・労災
・退職共済　・他(　　　　　　　)

提出書類
・履歴書（写真添付）　　・卒業見込証明書　　・成績証明書

・健康診断書　　　・その他（　     　　        　）
鼻高こども園　　℡（ 027 ） 322 － 5252

可　・不可
※見学可の場合の時期（　　年　　月　　日～　　年　　月　　日）・随時　　　　　
※園見学の事前連絡　　　必要　・　不要　　

　　　　年　　　月　　日迄に受付　　　・　　　随時

有　・　無
日時　　　年　　月　　日　　　時　　分～　　　時　　分
場所　　 　　　　　　　事前連絡　　必要　・　不要

7：30 ～ 15：00

ローテーション勤務（　有り　　・　無し　）

自宅外勤務 可　・　不可

　　　　（初年度 3.45 カ月分）

正職員（常勤）　・　常勤的非常勤

パート　　　・　　　アルバイト

保育士・幼稚園教諭・その他（　  　　    　）
賃
金
等

3　名

有 ・ 無（去年度実績1,000 ～ 5,000 円）

保育士・幼稚園教諭等　求人票
2019年4月1日現在

シャカイフクシホウジン　アイゼンカイ クニミネ　ゼンジロウ

求
人
先
概
要

社会福祉法人　愛善会 國峯　善次郎

ハナダカコドモエン クニミネ　ケンイチ

鼻高こども園 國峯　賢一

〒370-0868　群馬県高崎市鼻高町48番地5

95　名　（現員　82　名）

　26 名（内保育者　男性 1 名・女性 17 名／その他職員　男性 2 名・女性 6 名）

土

群馬県保育協議会、全国認定こども園協会群馬県支部、
（一社）群馬県私立幼稚園・認定こども園協会　三団体共通

幼保連携型認定こども園

日曜・祝日・土曜　　回・その他（　　　　　）

諸手当等

賞与
年 3 回　約　4.55 カ月分

℡　027-322-5252 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL　http://www.hanadaka-kids.jp/

2020 年 4 月 1 日より 　　　　　　　　平成 31 年度（実績・見込）

合計支給額

基本給

保育教諭

・資格（取得見込証明書）　　・教育職員免許状（取得見込証明書）

園として設立年月日 昭和 56 年 4 月 1 日



 
令和３年４月に高崎東部地区 

で新園を立ち上げ決定！ 
一緒に働いてくれる仲間を 

大募集！ 
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