
給与合計  204,000 円～  184,000 円～ 
　基本給  174,000 円～  154,000 円～ 

　資格手当 30,000 円  

　主担手当 10,000 円～ 20,000 円

 
扶養手当 5,000 円～ 15,000 円  

住居手当 10,000 円　※本人名義の賃貸の場合  

賞与 年 2 回　実績 4 か月～ 4.4 か月　※人事考課により査定  

昇給 年 1 回　実績 8,000 円～ 12,000 円　※人事考課により査定  

通勤方法 自動車通勤可（園内駐車場がない場合は、駐車場費補助月額 4,000 円）  

通勤手当 規定内支給　月額上限 50,000 円  

福利厚生 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、退職金制度  

勤務時間 平日・土曜　実働 8 時間（休憩 1 時間）  

 ①7：00-16：00　②8：00-17：00　③9：00-18：00　④10：00-19：00  

休日 年間休日 115 日  

休暇 年次有給休暇、特別休暇、子の看護休暇（取得推奨中）  

その他 産前産後休業、育児休業（2018 年取得　法人全体で 13 名）  

挑戦しよう。
楽しもう。
保育っておもしろい。

私たちと一緒に挑戦する保育士大募集！

子どもたちとたくさん笑ってください。子どもたちとたくさん挑戦してください。

その一瞬一瞬が子どもたちの未来に、そして保育士自身の未来につながっていく。

保育でニッポンの未来をつくるんだ！私たちは真剣にそう考えています。

ちょっとむずかしい挑戦ほど燃えてしまう、あなたのご応募をお待ちしています。

保育士資格をお持ちの方、または２０１９年３月に資格取得見込みの方。｜応募資格｜

社会福祉法人フィロスは、子どもの気持ちと主体性を何より大切にした保育を行っています。中部エリアに１４園、関東エリアに９園の認可保育園を運営しています。

２０１９年度採用求人票

中部エリア 保育士 _標準園

2018.06.15

PHIL S 「やりたい！」ができる保育

お申込み・お問合せはお気軽にどうぞ。採用担当：大藪 智恵美

園見学ツアー・インターン・ＯＢ訪問
採用イベント盛りだくさん！
詳細は、ｗｅｂサイト新着情報をご確認ください。

｜採用試験｜ 2018 年 9 月 1 日（土）

2018 年 9 月 15 日（土）

2018 年 10 月 27 日（土）

2018 年 11 月 23 日（祝金） 

｝
｝

｜条件｜

※各園若干名を募集します。

｜勤務地｜ 認可標準園

社会福祉法人フィロス
法人本部　〒455-0037 名古屋市港区名港１－６－３ー３０１

オオヤブ　　 チエミ

もりの風こども園
（名古屋市守山区）

幼保連携型認定こども園

にじの花保育園
（名古屋市天白区）

ゆめの樹保育園
（名古屋市中村区）

星のまち保育園
（名古屋市千種区）

小幡もりの風保育園
（名古屋市守山区）

植田にじの花保育園
（名古屋市天白区）

保育所型認定こども園

シャイニー・キッズ保育園
（名古屋市天白区）

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

短大卒四大卒

星のまち保育園にて

もりの風こども園にて
〒463-0004名古屋市守山区吉根太鼓ヶ根3231-29

〒464-0802名古屋市千種区Ｈ氏が丘元町3-6
　　　　　ＮＴＴ西日本東山ビル１Ｆ

【時間】 10：00-12-30
【選考試験】 １）グループディスカッション
 ２）面接
 ３）実技　※保育に関することならなんでもＯＫ
 ４）アンケート



給与合計  196,000 円～  176,000 円～ 
　基本給  166,000 円～  146,000 円～ 

　資格手当 30,000 円  

　主担手当 10,000 円～ 20,000 円

 
扶養手当 5,000 円～ 15,000 円  

住居手当 10,000 円　※本人名義の賃貸の場合  

賞与 年 2 回　実績 2 か月～ 2.4 か月　※人事考課により査定  

昇給 年 1 回　実績 8,000 円～ 12,000 円　※人事考課により査定  

通勤方法 自動車通勤可（園内駐車場がない場合は、駐車場費補助月額 4,000 円）  

通勤手当 規定内支給　月額上限 50,000 円  

福利厚生 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、退職金制度  

勤務時間 平日・土曜　実働 8 時間（休憩 1 時間）  

 ①7：30-16：30　②8：00-17：00　③9：00-18：00　④9：30-18：30  

休日 年間休日 115 日  

休暇 年次有給休暇、特別休暇、子の看護休暇（取得推奨中）  

その他 産前産後休業、育児休業（2018 年取得　法人全体で 13 名）  

挑戦しよう。
楽しもう。
保育っておもしろい。

私たちと一緒に挑戦する保育士大募集！

子どもたちとたくさん笑ってください。子どもたちとたくさん挑戦

してください。その一瞬一瞬が子どもたちの未来に、そして保育士

自身の未来につながっていく。保育でニッポンの未来をつくるんだ！

私たちは真剣にそう考えています。ちょっとむずかしい挑戦ほど燃

えてしまう、あなたのご応募をお待ちしています。

保育士資格をお持ちの方、または２０１９年３月に資格取得見込みの方。｜応募資格｜

社会福祉法人フィロスは、子どもの気持ちと主体性を何より大切にした保育を行っています。中部エリアに１４園、関東エリアに９園の認可保育園を運営しています。

２０１９年度採用求人票

中部エリア 保育士 _小規模園

2018.06.15

PHIL S 「やりたい！」ができる保育

お申込み・お問合せはお気軽にどうぞ。採用担当：大藪 智恵美

園見学ツアー・インターン・ＯＢ訪問
採用イベント盛りだくさん！
詳細は、ｗｅｂサイト新着情報をご確認ください。

｜採用試験｜ 2018 年 9 月 1 日（土）

2018 年 9 月 15 日（土）

2018 年 10 月 27 日（土）

2018 年 11 月 23 日（祝金） 

｝
｝

｜条件｜

※各園若干名を募集します。

｜勤務地｜ 名古屋市認可

社会福祉法人フィロス
法人本部　〒455-0037 名古屋市港区名港１－６－３ー３０１

オオヤブ　　 チエミ

ソラーナひびの
（名古屋市熱田区）

小規模保育事業

ソラーナいりなか
（名古屋市昭和区）

小規模保育事業

ソラーナほんごう
（名古屋市名東区）

小規模保育事業

ソラーナつゆはし
（名古屋市中川区）

小規模保育事業

ソラーナほんじん
（名古屋市中村区）

小規模保育事業

ソラーナじょうさい
（名古屋市西区）

小規模保育事業

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

短大卒四大卒

星のまち保育園にて

もりの風こども園にて
〒463-0004名古屋市守山区吉根太鼓ヶ根3231-29

〒464-0802名古屋市千種区Ｈ氏が丘元町3-6
　　　　　ＮＴＴ西日本東山ビル１Ｆ

【時間】 10：00-12-30
【選考試験】 １）グループディスカッション
 ２）面接
 ３）実技　※保育に関することならなんでもＯＫ
 ４）アンケート



日程 会場 時間

2018年5月30日 星のまち保育園 17：00-20：00

日程 会場 時間 園の種類 対象年齢・定員

6月20日（水） ゆめの樹保育園 8：30-16：00 【標準園】 0～就学前・60名
6月27日（水） もりの風こども園 8：30-16：00 【標準園】 0～就学前・120名
7月3日（火） 小幡もりの風保育園 8：30-16：00 【標準園】 0～就学前・90名
7月10日（火） 星のまち保育園 8：30-16：00 【標準園】 0～3才児・40名
7月17日（火） にじの花保育園 8：30-16：00 【標準園】 0～就学前・60名
7月31日（火） 植田にじの花保育園 8：30-16：00 【標準園】 0～就学前・90名
8月8日（水） 小規模保育事業ソラーナつゆはし 8：30-16：00 【小規模園】 0～2才児・15名
8月14日（火） シャイニー・キッズ保育園 8：30-16：00 【標準園】 0～就学前・60名

日程 会場 時間

6月19日（火） 小規模保育事業ソラーナつゆはし 8：30-12：00
6月26日（火） 星のまち保育園 8：30-12：00
7月4日（水） 小規模保育事業ソラーナつゆはし 8：30-12：00
7月11日（水） 星のまち保育園 8：30-12：00
7月18日（水） 小規模保育事業ソラーナつゆはし 8：30-12：00
7月25日（水） 星のまち保育園 8：30-12：00
8月1日（水） 小規模保育事業ソラーナつゆはし 8：30-12：00
8月8日（水） 星のまち保育園 8：30-12：00
8月15日（水） 小規模保育事業ソラーナつゆはし 8：30-12：00

日程 見学する園 時間

7月3日（火） 10：30-13：00
7月10日（火） 9：30-13：00
7月17日（火） 9：30-13：00
7月31日（火） 10：30-13：00
8月7日（火） 9：30-13：00
8月14日（火） 9：30-13：00

日程 会場 時間

7月11日（水） 星のまち保育園 16：00-17：00 各イベントの詳細情報は、

8月8日（水） 星のまち保育園 16：00-17：00 法人サイトの「新着情報」でも

ご欄いただけます。

日程 会場 時間 法人サイト

9月1日（土） もりの風こども園 10：00-12：30 ＱＲコード

9月15日（土） もりの風こども園 10：00-12：30
10月27日（土） 星のまち保育園 10：00-12：30
11月23日（祝） 星のまち保育園 10：00-12：30

ＯＢ訪問

採用試験

①ソラーナつゆはし　②ゆめの樹保育園
①シャイニー・キッズ保育園　②もりの風こども園　③小幡もりの風保育園
①星のまち保育園　②にじの花保育園　③植田にじの花保育園
①ソラーナつゆはし　②ゆめの樹保育園
①シャイニー・キッズ保育園　②もりの風こども園　③小幡もりの風保育園
①星のまち保育園　②にじの花保育園　③植田にじの花保育園

園見学ツアー

「保育士になる。」
～保育士を目指す方向けのイベント一覧～

保育について学ぶセミナー「先輩保育士と学んじゃお」

１ｄａｙインターン_職場体験型

１ｄａｙインターン_就活支援型

 2018/6/20

　　社会福祉法人フィロス　法人本部

TEL:052-655-6161
担当：大藪 智恵美（オオヤブ チエミ）
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