
R E C R U I T  I N F O R M AT I O N
世良田の杜から求職者の皆様へ



世良田の杜は、新しい園舎に生まれ変わりました。
緑の杜と大きな空は今も変わらずに、
保育士の皆さんと子どもたちの成長を見守り続けています。

子どもたちの保育はもちろん、
世良田という地域の小さな村−Little Villageとして、
地域コミュニティへの貢献も大切にしていきます。
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昭和25年 6月 20日 地域の要望により、園児14名をもって長楽寺本堂、その他付属建物を利用し開設

昭和27年 3月 3日 児童福祉施設宗教法人世良田保育園として群馬県知事より設置認可（定員88名）

昭和30年 6月 20日 園舎新築落成（木造平屋建）

昭和31年 3月 20日 定員増加申請認可（定員125名）

昭和35年 12月 14日 定員変更申請認可（定員120名）

昭和53年 5月 15日 社会福祉法人長楽福祉会設立認可申請

昭和53年 11月 15日 社会福祉法人長楽福祉会設立認可（厚生大臣より）

昭和56年 12月 5日 国庫補助により園舎全面改築工事着工

昭和57年 3月 31日 園舎工事完成（鉄筋コンクリート）

昭和57年 4月 1日 0歳児保育開始（定員120名）

昭和59年度   群馬県よりモデル保育園の指定を受ける

平成7年 4月 1日 学童保育開始

平成11年 4月 1日 定員変更申請認可（定員150名）

平成11年 5月 1日 併設施設世良田児童館開設

平成12年 3月 31日 乳児室増築（少子化対策臨時特別交付金）

平成15年 12月 25日 トイレ全室リニューアル（大規模修繕国庫補助）

平成16年 4月 1日 定員変更申請認可（定員160名）

平成23年 7月 1日 休日保育開始

平成23年 9月 20日 園舎外壁全面塗替工事

平成23年 3月 3日 創立60周年

平成24年 2月 25日 乳児室増築工事完成

平成27年 4月 1日 幼保連携型認定こども園Little Village 世良田の杜へ移行

平成29年 6月  新園舎第1期工事完了・オープン

平成29年 11月  新園舎完成（定員275名）

世良田の杜のあゆみ

昭和25年6月、世良田の杜は地域の要望により、

長楽寺本堂や付属の建物を利用して開設されました。

建て替え前の園舎は昭和57年3月に完成。

改修や増築を重ねながら34年が経ち、

たくさんの子どもたちが卒園していきました。

そして平成29年11月、新しい園舎に生まれ変わりました。

ここからまたたくさんの子どもたちの笑顔が生まれていきます。
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子どもたちを貴重な素晴らしい独立した個人として尊重します。

一人ひとりの発育に合わせた1対1の関わりを大切に、
子どもたちが生き生きと毎日を楽しく過ごせる保育を目指します。

子どもたちに、健康的で安全な環境を提供します。

子どもたちが体験や経験を通して、多くのことを学ぶのを促進します。

生活に関連した様々な活動を通して、子どもたちに基本的な生活習慣を教えます。

子どもたちが、徐々に自立心を身につけられるよう、適切な指導を行います。

スタッフは、「ペアレンツパートナー（保護者の方のパートナー）」として、
保護者の方々と密なコミュニケーションのもとに子どもたちの保育・指導を行います。

「大事な時期だからこそ、しっかり育てたい」
・共に生き、生かされているという心を育む。
・友だちや生命のあるもの、また日常使用する物を大切にし、思いやりを持つ子に育てる。
・いろいろな体験を通し、考え、工夫し、そして感動する心を育てる。

共に生き、生かされる。

「いのち」を大切に、「物」も大切に。

考える、工夫する、感動する心が育つ大事な時期。

保育理念 保育理念
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先輩スタッフ インタビュー

入職8年目

入職4年目

入職19年目

入職1年目

経験が評価される環境なので、なりたい

自分に成長できる職場だと思います。ま

た、出産後も安心して働ける環境が嬉

しいです。まもなく産休ですが、復職後

にもこれからの子育て経験を活かしたい

と思います。

職員が多いので、体調が悪い時などは

お互い様という想いがあり、休みが取得

しやすい環境です。また、分からないこと

があっても、先輩諸先生方に丁寧に教

えていただけます。これからはその経験

を後輩に繋いでいこうと思います。

現在、4歳の子どもと一緒に登園してい

ます。19年勤務していますが、1年目に

担当した園児が社会人として会いに来て

くれたこと、また当園の職員になった方も

いて、何よりの喜びです。自分も一緒に

成長しているんだなぁと実感できます。

別の幼稚園から転職しました。自然豊か

な園舎は保育室もきれいで、仕事に前

向きに取り組めています。待遇も充実で、

住宅手当を活用して一人暮らしを始め

ました。園児と一緒に成長できるいい

仕事だなと日々感じています。

最高のスマイル 腰骨を立てる

求める保育士像 求める保育士像

世良田の杜はこんな保
最高の笑顔と美しい姿勢、素直な気持ち、感謝の気持ち

育士を求めています。
を忘れずに。今日もここで働くことに誇りを持って生きる。

謙虚な姿勢でいる 感謝の思いを声にする

プロ意識を持ち

考えて行動する

やりがいを感じて

真剣に働く
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世良田の杜を知っていただくために、 

園の特色や様子など、DVDを流しなが

ら詳しく説明します。

育成担当者が手厚く説明いたします 

ので、お気軽にお越しください。いずれ

も事前に予約が必要です。

「早番7:00～16:00」 「遅番10:30～19:30」など、

8パターンの勤務時間をローテーションします。

年間113日以上の休日があります。

土曜出勤（5、6週間に１回）・休日出勤（年4日位）をすると、

次の週の平日に公休として休みがあります。休日出勤は公休の外に休日出勤手当があります。

1年目から10日の有給休暇、6年目以上になると20日の有給休暇があります。

社会保険（厚生年金・健康保険）

雇用保険・労働保健・退職共済

・制服支給

・定期健康診断

・美味しい給食、手作りおやつ

・レクリエーション
ソフトバレーボール大会•バーベキューなど

・新人研修

・テーマパーク研修

・運動会実技研修

・社会人としてのマナー心構え

・命を育む実践研修

・サマースクール

・乳児保育研修

・海外視察研修

園内制度・研修・福利厚生 採用までの流れ

園内制度・研修•福利厚生 採用までの流れ

勤務時間

休日

社会保険

福利厚生

研修制度

・応急処置、救命処置など

その他、茶道、ピアノ、

お琴なども園で習えます。

・職員旅行（国内・海外）

・エステ
エステティシャンの方が来園して園内で施術をしてくださいます。
園からの補助があります。

・整体
整体師の方が来園して園内で施術をしてくださいます。
園からの補助があります。

STEP STEP

1 2
合同就職説明会 園見学・行事見学

必要書類を本人が直接持参してください。

必要書類 

①履歴書 ②成績証明書

③卒業見込証明書 ④資格取得見込証明書

STEP

3
応募

保育実習・絵本・紙芝居読み聞かせ

など

STEP

4
選考試験

園長・主幹保育教諭・リーダー保育教

諭と皆さんの座談会です。園を選んだ

理由・好きなこと・休日の過ごし方などの

話題で、お互いに理解を深めます。

STEP

5
座談会

選考試験の当日か翌日には内定が決定、

通知書を郵送します。

STEP

6
内定

学校がお休みの日に、園にボランティア

に来ていただきます。

仕事の流れなど、人材育成担当職員 

から指導を受けます。

STEP

7
就職事前実習

4月から
保育教諭としての
お仕事がスタート！
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社会福祉法人 長楽福祉会
幼保連携型認定こども園 Lit t le Vil lage 世良田の杜
〒370-0426 群馬県太田市世良田町3119-7
TEL 0276-52-1035   FAX 0276-52-2843
MAIL info@seradanomori.ed.jp
WEB seradanomori.ed.jp

早川

至 世良田駅

県道142号線世良田

歴史公園前

長楽寺

総持寺

薬師公園

世良田東照宮
世良田
小学校

世良田郵便局

世良田児童館

県道297号線

県
道
14
号
線

県
道
69
号
線

境平塚

県道298号線


