
フィロスの
保育園見学ツアー
保育士を目指す学生の方へ向けた保育の現場見学ツアー。
法人の車でフィロスの保育園をまわります。ぜひお気軽にご参加ください。

普段着でお越しください。
普段の保育の様子をご覧いただくことに

なります。いざとなったら子どもたちと

遊べるような服装だとうれしいです。

もちろん履歴書は不要です。

質問タイムあります。
現場にいる保育士に質問する時間を設ける予

定です。先輩保育士の本音を聞き出せるかも。

※保育の様子によっては難しい場合もございます。

ランチ付きです。
ツアー最後には、フィロスの給食を試食い

ただくランチタイムをご用意します。素材

を活かしたおいしい給食を試食しながら、

人事担当者とゆっくりお話しいただけます。

www.philos2011.comwww.philos2011.com

好評につき今年もやります！

社会福祉法人フィロス

昨年の様子です。
興味津々の子どもたち。
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１日の流れのご説明

園見学その１　
　　「ソラーナつゆはし」

移動

園見学その２
　　「ゆめの樹保育園」

ランチタイム

地下鉄東山線「本陣駅」にて解散

2018.07.03 | tue |

2018.07.31 | tue |

course 01

山王
ＪＣＴ

山王橋

名鉄
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川
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横堀町

ソラーナつゆはし
中川区露橋 1-24-18 ペルテ露橋 1階
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集合・受付

１日の流れのご説明

園見学その１　
　　「シャイニー・キッズ保育園」

移動

園見学その２
　　「もりの風こども園」

移動

園見学その３
　　「小幡もりの風保育園」

ランチタイム

名鉄瀬戸線「小幡駅」にて解散

2018.07.10 | tue |

2018.08.07 | tue |

course 02

地下鉄東山線
本郷駅

２番出口

コメダ珈琲

本郷公園

シャイニー・キッズ保育園
名東区本郷 1-91
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集合・受付

１日の流れのご説明

園見学その１　
　　「星のまち保育園」

移動

園見学その２
　　「にじの花保育園」

移動

園見学その３
　　「植田にじの花保育園」

ランチタイム

地下鉄鶴舞線「植田駅」にて解散

2018.07.17 | tue |

2018.08.14 | tue |

course 03

地下鉄東山線
星ヶ丘駅
６番出口

星のまち保育園

名古屋三越
星ヶ丘店

星のまち保育園
千種区星が丘元町３－６
ＮＴＴ西日本東山ビル

｜お申込み・お問合せ｜

社会福祉法人フィロス 法人本部

名古屋市港区名港１－６－３ー３０１
採用担当：大藪 智恵美

月～金 8:30-17:30052-655-6161
otoiawase@philos2011.com

「社会福祉法人フィロス」で検索
LINE QR コード

オオヤブ チエミ



見 学 施 設 の ご 紹 介見 学 施 設 の ご 紹 介保育園見学ツアー保育園見学ツアー

開園｜ 2012 年 4 月

園児定員｜ 120 名（0 才～ 5 才）

職員数｜ 26 名（パート含む）

〒463-0004
名古屋市守山区吉根太鼓ヶ根 3231-29

※見学ツアー course 02 見学園
 2018.07.10、2018.08.07

幼保連携型認定こ
ども園

開園｜ 2013 年 4 月

園児定員｜ 60 名（0 才～ 5 才）

職員数｜ 15 名（パート含む）

〒468-0003
名古屋市天白区鴻の巣 2-119

※見学ツアー course 03 見学園
 2018.07.17、2018.08.14

開園｜ 2013 年 4 月

園児定員｜ 60 名（0 才～ 5 才）

職員数｜ 15 名（パート含む）

〒453-0061
名古屋市中村区日比津町 3-1-26

※見学ツアー course 01 見学園
 2018.07.03、2018.07.31

開園｜ 2014 年 4 月

園児定員｜ 40 名（0 才～ 3 才）

職員数｜ 16 名（パート含む）

〒464-0802
名古屋市千種区星が丘元町３－６
ＮＴＴ西日本東山ビル

※見学ツアー course 03 見学園
 2018.07.17、2018.08.14

開園｜ 2015 年 4 月

園児定員｜ 90 名（0 才～ 5 才）

職員数｜ 19 名（パート含む）

〒463-0053
名古屋市守山区小幡千代田 13-18

※見学ツアー course 02 見学園
 2018.07.10、2018.08.07

開園｜ 2015 年 4 月

園児定員｜ 90 名（0 才～ 5 才）

職員数｜ 25 名（パート含む）

〒468-0009
名古屋市天白区元植田 2-1602

※見学ツアー course 03 見学園
 2018.07.17、2018.08.14

保育所型認定こど
も園

開園｜ 2015 年 4 月

園児定員｜ 60 名（0 才～ 5 才）

職員数｜ 18 名（パート含む）

〒465-0024
名古屋市名東区本郷 1-91

※見学ツアー course 02 見学園
 2018.07.10、2018.08.07

開園｜ 2014 年 10 月

園児定員｜ 15 名（0 才～ 2 才）

職員数｜ 10 名（パート含む）
〒454-0022
名古屋市中川区露橋 1-24-18
ペルテ露橋１Ｆ

※見学ツアー course 01 見学園
 2018.07.03、2018.07.31

社会福祉法人フィロス

フィロスの保育園は他にもあります。詳しくは、ｗｅｂサイトをご覧ください。 www.philos2011.com

PHIL S「やりたい！」ができる保育

ｗｅｂサイトＱＲコード→


