企

業

情

報

教 育 、学 習 支 援

農業、林業

幼児教育・保育

学校法人西都学園 あいいく幼稚園

建設業

■ 所在地／西都市大字妻909-15
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1965年4月

話／0983-43-1163

■ 従業員／45名

□ ウェブサイト／https://aiiku.ed.jp/

□ メール／aiiku001@oregano.ocn.ne.jp インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

「ヒトの子を人間に育てる」という保育を実践

不動産業
飲食業

「自然を感じる力」「人とかかわる力」「違いを
受け止める力」
「自分を好きになる力」
「集中力」
「やさしさ」を、遊びを通して養い保育してい
る幼稚園です。それは難しい保育ではなく、水・
土・砂にまみれ、草や木々の自然のなかで本物
に触れ、子どもが生き生きと好きな遊びをしな

がら学んでいける環境を整えてあげること。仕
事はシフト制で朝と夕方のバスの送迎、早朝保
育、日中の保育になります。何もできなかった
乳幼児が一つひとつ挑戦し、「できた！」を増
やしながら自信をつけていく子どもたちの姿に
やりがいを持てる仕事です。

わが社の自慢
医療・福祉

教育、
学習支援
サービス業
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目の前の子どもたちを
大切にしながら保育

目の前にいる子どもたちの5年後、10年を
思いながら「生きる力をつけていこう！」
「こ
こで培った力が生きる力になってほしい」
という気持ちで、いつも接しています。当
園では、先生のことを「○○
ちゃん」と呼んでいます。そ
れは、先生という壁をなくし、
子どもたちの集団のリーダー
として先頭にたって一緒に挑
戦していこうという思いを込
めているからです。

子育てしながらでも働きやすい職場
子育てしながら働いている職
員が多いのが当園の魅力で
す。0歳児から登園できるの
で、わが子を入園させ、授乳
しながら働く姿も珍しくあり
ません。「仲間とともに育ち
合う」という園の方針のもと
で、自分の子どもも育てたい
と思っている職員ばかりです。職員同士が助け合い、子育てしなが
ら働きやすい環境を整えています。「できない」と言いながらも子ど
もたち同士で助け合い、励まし合い、
「できた！」という喜びと自信
を手にし、自分が好きだから人も大切にする、という子どもたちの
姿に力をもらうことができる仕事です。

農業、林業

通信制高校サポート

合同会社JOYサポート
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／2017年1月

話／0985-67-6525

■ 従業員／10名

建設業

■ 所在地／宮崎市源藤町九日市280-1

□ ウェブサイト／https://kibou-gakuin.com

□ メール／kibou-gakuin@kibou-gakuin.com インターンシップ制度／有り
製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

通信制高校の学習サポートで、生徒とともに成長する
っています。採用で最も大事なのは人間性です。
生徒の心に寄り添って信頼関係が築ける、自分
の特技や知識で生徒の興味を広げられる、そこ
に情熱を注ぐことができる人材を求めていま
す。穏やかでアットホームな環境の中、生徒と
共に考え、成長できる職場です。

不動産業
飲食業

学校法人神村学園と提携し、通信制課程で学ぶ
子どもたちの学習を支え、安心して過ごせる居
場所を作りたいという思いで開設しました。在
籍する生徒の中には不登校や引きこもりなどの
経験がある生徒もいます。週2日程度通ってく
る生徒たちに向けて、少人数クラスで授業を行

わが社の自慢

やり甲斐につながる

人としての絆を実感できる職場

サービス業

人間味ある魅力的な職員と個
性あふれる生徒たちのなか
で、充実した毎日を過ごすこ
とができます。生徒の話に心
から耳を傾け、親身に指導す
るため、一人ひとりと信頼関
係を築くことができ、絆を感
じられるはず。枠からはみ出
さないように指導するのではなく、個性を認めて誰でも受け入れる。
そんな懐の深さが、ここの強みです。私たちとのかかわりを通して、
やりたいことを見つけた生徒たちは、エネルギーの塊となって国内
だけでなく世界へと羽ばたいていきます。そんな子どもたちの人生
にかかわれる喜びある仕事です。

教育、
学習支援

経理の仕事をしていた経験や簿記の知識、
子育ての経験は、子どもたちとの関わりの
中でとても生かされていると感じています。
私自身も子どもたちと共に成長していきた
いと思い、通信制大学で心理
学を学んでいます。子どもた
ちが日々笑顔で前向きに成長
していく姿を見れることが私
の原動力です。もっともっと
子どもたちとの笑顔の時間を
増やしていきたいです。

医療・福祉

自分の経験を生かせることが、
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農業、林業

幼児教育

認定こども園浄念寺学園

建設業

■ 所在地／日南市今町2-8-39
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1967年4月

話／0987-25-0564

■ 従業員／12名
□ ウェブサイト／http://jyonenji-obi.com/

□ メール／jonenjiclub.since1966@gmail.com インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

心の教育を通して、子どもたちとともに成長する喜び

不動産業
飲食業

日南市では唯一の、浄土真宗本願寺派保育連盟
に加盟している認定こども園。仏さまの教えを
通して園児と保護者、先生がともに気づき、喜
び、育む「まことの保育」を行っています。そ
れは、思いやりや感謝の心を育てる教育です。
また、地元の消防隊と一緒に訓練する「幼年消

防クラブ」やマーチング隊など、地域と関わり
ながら多彩な活動を実施。経験値の高い子ども
たちを育て、小学校へ送り出しています。若い
先生からベテラン先生まで、子どもが大好きな
先生たちは、熱心な指導の先に、一人ひとりの
子どもの未来を想像しています。

わが社の自慢
医療・福祉

教育、
学習支援
サービス業
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子どもにとって先生は大人代表。
模範となれるように

子どもたちの反応や発言は面白くて、いつ
も新しい発見や発想をもらっています。子
どもたちの笑顔を見るだけで元気が出ます。
だから私もいつも笑顔を心がけています。
また、子どもたちの模範とな
れるように、言葉づかいや振
る舞いなどはいつも意識をし
ています。子どもが好きな人
はボランティアなどに参加し、
子どもと触れ合う機会を持つ
といいと思います。

観客が涙する可愛くて圧巻のマーチング隊
1986年に結成したマーチン
グ隊は、年少～年長の園児で
結成する地域の名物バンドで
す。飫肥城下まつりをはじめ
とした行事に多数参加してお
り、時には日南市外からも出
演依頼を受けることがありま
す。曲は、映画音楽などの名
曲を園長自らアレンジします。驚くのは、すべて大人の楽器を使い、
本番は子どもたちだけで全部を行うことです。本物の音に触れ、大
勢のお客さんの前で演奏することは、子どもたちが成長できる大き
な経験。子どもたちが頑張っている姿は、たくさんの人に感動を与
えています。

農業、林業

幼児教育・保育

学校法人天竜学園
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1906年12月

話／0986-22-0502

■ 従業員／118名

建設業

■ 所在地／都城市牟田町2-14

□ ウェブサイト／https://tenryu.ac.jp

□ メール／tenryu@tenryu.ac.jp インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

楽しくて、働きやすい。保育に専念できる職場環境
れたり、子どもたちと様々な経験ができる毎日
は新鮮です」と先生たち。当学園は、いつも笑
顔で子どもに接する先生たちにとって、働く環
境に余裕があることが大切だと考えます。新し
いシステムを取り入れながら、保育に専念でき
る働きやすい職場環境づくりを進めます。

不動産業
飲食業

明治期の創立から112年。県内で最も古い幼稚
園、天竜幼稚園をはじめ、都城市内で4つの幼
稚園を運営。これまで、1万人以上の子どもの
成長を見守ってきました。浄土真宗攝護寺を母
体とし、思いやりのある自立した子どもを育て
ています。「子どものつぶやきにハッとさせら

わが社の自慢

信頼関係を築いていきます

4園で経験値アップ。独自研修でリフレッシュ

サービス業

4つの幼稚園はエリアも特色
もそれぞれ。4園合同で行う
行事もあり、異動もあります。
そのため、多様な保育を学ぶ
ことができるのが良いところ
です。これは先生として経験
を積む上で大きな強みとなり
ます。また、毎月1回、全職
員で研修を行っています。研修では普段の仕事では学べないことを
習得することができ、例えばお寺で聴く法話は人生の糧になります。
また、リフレッシュ研修も学園ならでは。様々なテーマで行ってお
り、例えばパンづくり教室など。楽しく、気持ちをリフレッシュし
て再び仕事に取り組むことができます。

教育、
学習支援

子どもの頃からの夢を実現し、幼稚園教諭
になりました。一緒に感動したり、喜んだり。
子どもたちの成長に関われることが、この
仕事の一番大きな魅力です。子どもたち一
人ひとりをよく見てその日の
気持ちを理解し、同じ気持ちに
なって遊び、信頼関係を作っ
ていきます。こうしてクラス
がまとまっていくと本当にう
れしく、やりがいを感じます。

医療・福祉

一人ひとりの子どもと

217

農業、林業

スイミング・フィットネス

株式会社フィットピア

建設業

■ 所在地／都城市宮丸町3021
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1989年7月

話／0986-26-0777

■ 従業員／38名

□ ウェブサイト／https://fitpia.co.jp

□ メール／info@fitpia.co.jp インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

人が好き、運動が好き。笑顔と元気を分かち合う

不動産業
飲食業

水泳やフィットネスなどの運動を通して、地域
の方々の健康づくりをサポートする仕事です。
社員は皆、体を動かすこと、人と接することが
大好きな人ばかり。社員が仕事を楽しみ、元気
であることがお客様に笑顔をもたらします。健
康をサポートする上では、お客様の変化に気付

くことが重要。そのために大切にしているのが
コミュニケーションです。声かけや積極的な会
話で、親しみの持てる接客を心がけています。
健康に関わる仕事だから、強い責任感と高いプ
ロ意識を持つ社員たち。その分、お客様と喜び
を分かち合える感動は大きなものです。

わが社の自慢
医療・福祉

教育、
学習支援
サービス業
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仕事を楽しみ向上心を
忘れず、日々成長

お客様と体を動かす楽しさを共有できる、
魅力的な仕事です。健康になった、気持ち
が明るくなったと言われると、お役に立て
た喜びでいっぱいになります。また、子ど
もから人生の先輩まで広い世代
と接するので視野も広がりま
す。仕事を楽しむための努力を
惜しまず、自分の力をお客様の
ために発揮しましょう。健康運
動指導士などの資格も入社後に
取得可能です。

30年間通う多数のお客様に感謝！
毎年、お客様を招待して謝恩
パーティー「元気まつり」を
開催しており、大変盛り上が
り ま す。 昨 年 は、 創 業 以 来
30年間通ってくださってい
るお客様に感謝の意を込め
て、14名 を 表 彰 す る こ と が
できました。こうしたお客様
の中には「ここに来て人生が変わった」と話してくださる方もいら
っしゃいます。キャンプ、ハイキング、登山などのイベントも社員
が企画して開催。レッスン以外でもお客様とのコミュニケーション
を大切にしています。

農業、林業

自動車教習

株式会社宮崎ドライビングスクール
採用に関する
お問い合わせ

□電

■ 設立／1978年6月

話／0985-52-2976

■ 従業員／30名

建設業

■ 所在地／宮崎市大字本郷北方2220

□ ウェブサイト／http://www.miyadora.jp/

□ メール／contact-us@miyadora.jp インターンシップ制度／有り

製造業
電気・ガス・
熱供給
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業

「宮ドラ」は時代の先を行く地域の交通教育機関
技能・学科どちらにおいても、働きながら専門
知識や技術を身に付けることができます。新規
運転免許取得者に健全な運転技術と知識を教え
ることのほか、地域へ交通教育をする専門機関
でもあります。高齢者の事故をはじめとする社
会問題にも積極的に取り組んでいます。

不動産業
飲食業

「どうせ通うなら楽しくなくっちゃ」「宮崎ドラ
イビングスクールで免許を取ってよかった」。
そう思ってもらえる自動車学校づくりをスタッ
フ一同で取り組んでいる、明るく楽しい職場で
す。仕事は教習指導員、事務職、送迎がありま
す。教習指導員は入社後に研修制度があるので、

わが社の自慢

楽しい職場

古き良きものは残し、動画教材で新しさも

サービス業

ビーチサイドにあるようなカ
リフォルニアスタイルの受付
やティーコーナーも宮崎ドラ
イビングスクールの魅力で
す。せっかく通うならワクワ
クするような楽しい所を、と
いう思いをかたちにしまし
た。働く私たちも、通う生徒
さんも楽しみながら過ごせるのが宮ドラです。当校では学科の学習
も宮崎市内では唯一の動画で楽しみながら学べる教材を入れていま
す。ハード面においてもソフト面においても、昔からの良いものは
残しつつ時代を読み、ニーズに合った時代の先を行く交通教育機関
であり続けるのが当校のモットーです。

教育、
学習支援

アットホームで雰囲気のいい職場です。運
転免許は人の命を左右するとても重要な資
格です。初めて免許を取得する方、再講習
の方など、皆さんに本当の安全運転とは何
か、ハンドルを握ることの責任
の重大さを教えることを心がけ
ています。教えることを通して
自分自身も成長できます。教え
た生徒さんが合格したときに
は、一緒に喜べるやりがいのあ
る仕事です。

医療・福祉

自分も成長していける
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◎みやざきの観光情報サイト

旬 ナビ
URL

http://www.kanko-miyazaki.jp/

宮崎県内の観光スポットやエリア
ごとの観光モデルコース、グル
メ、スポーツキャンプなどの「旬」
の情報を発信中！スマホからも利
用しやすいデザインで、検索機能
も充実しています。
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