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リトルガーデングループ採用案内

子どもたちの成長のためにできること。

童夢ガーデン

リトルガーデングループ



リトルガーデンインターナショナルスクール

リトルガーデンは通常の保育と英語教育を
提供するバイリンガル保育園。日本人の保育
士と外国人の保育スタッフが協力し、集団生
活や季節のイベントなどを通じて、子どもが
成長しながら自然に英語を身に着けられる
環境を提供します。
※英語に自信がない場合には、社内英会話レッスンが受
けられるフォロー制度があります。

毎日がとても新鮮で子どもたちの成
長に関われるお仕事です。私は
New Zealandに2年間留学をして
いました。そこで学んだ英語や経験
を子どもたちに教えたり伝えたりして
います。「今日のレッスンはうまくいっ
たけど、もっとこうすれば子どもたち
が楽しみながら学べるんじゃない
か」と自分を振り返ったり、他の先生
からアイディアをもらったりすること
で自分も成長できています。一緒に
楽しく働きましょう！
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バイリンガル育成保育園
リトルガーデンインターナショナルスクール

児童発達支援事業

童夢では発達がゆっくりな子どものサ
ポート、苦手なことの早期発見、早期支
援を目指しています。「その子らしく健
やかに」を基本理念とし、可能性が無限
に広がる支援を提供します。

どうむ

認可保育園

乳幼児期という大切な時期、童夢ガーデ
ンでは『その子らしく健やかに』をモッ
トーに、一人ひとりに寄り添い信頼関係
を築き、子どもたちの自己肯定感を養
い、個性や感受性、思いやりの心という
「生きる力の基礎」を育みます。
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子どもたちが将来、世界のどこを活躍
の場に選ぼうとも、充実した人生を送
ることができるための基礎を築き上
げていくことを目標とした保育園、学
童保育等の運営をおこないます。
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子どもたちの成長を
チームで支える
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経営方針
１.子どもたちが健やかに、その子らしくのびのびと育つ環境を作る
２.保護者・地域と連携し、子どもの成長を共同で見守るよう努める
３.一人一人に愛情をもって接し、子どもが安心して過ごせる保育をおこなう

私たちが運営している保育園
リトルガーデングループ

英語が自然に身につくバイリンガル育成保育園の「リトルガーデン」、地域に密着した
アットホームな「童夢ガーデン」、発達がゆっくりな子どもの身辺自立を育む「童夢」の
3タイプの施設が連携し、子どもにとって最適な環境を選択することができる幼児教育
の確立を可能にしています。

・幕張校　・市川校　・WBG校　・千葉ポートタウン校　・新習志野校
・おゆみ野校　・ららぽーと三井ビル校　・小岩校（東京都）　
・幕張本郷校　・柏の葉キャンパス校　・グアム校

リトルガーデンの研修プログラムリトルガーデンの研修プログラム
入社前に本社での研修（1日）と現場で
新入社員による合同研修（1日）入社前研修

スクールマネージャーまたは
クラス担任によるOJT研修入社時研修

試用期間から本採用へ切り替わるため、
スクールマネージャーとヘッドティーチャー
による面談

入社2ヶ月研修

※相談事があれば、随時スクールマネージャーと面談。

千葉県を中心にスクール展開！

遊んで、学ぶ。
子どもたちと一緒に成長できる職場です。

季節のイベントもたくさん
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音楽療法は、音楽を介して子どもたちの行動変容や学びを促
します。フロリダ州立大学の博士課程で音楽療法を学んだ経
験を活かしたいと思い、児童発達支援事業所 童夢に就職し
ました。童夢では、毎日子どもの元気な姿と声に元気をもらっ
ています。遊びを通して、人とのやり取りや言葉
の習得につなげます。また、言葉だけではな
く、絵カードやジェスチャーを取り入れて、
視覚に働きかける支援を行っています。
子どもの様子をみながら、毎日いろいろな
ことにチャレンジしています。

児童発達支援管理責任者・管理者・音楽療法（博士）　井上 聡子先生
出身校：フロリダ州立大学 大学院博士課程修了 勤務年数 4年目

井上先生のキャリアフロー
2010年 フロリダ州立大学博士課程修了

特別養護老人ホーム・音楽療法士
ＮＰＯ法人 音楽療法士・児童指導員
都内インターナショナルスクール・
児童発達支援管理責任者

童夢 児童指導員
童夢 児童発達支援管理責任者・管理者

2011年
2013年
2016年

2017年
2018年

元気な子どもたちと

一緒に大好きな音楽を

楽しんでいます!

認可保育園では小規模から中規模の園を運
営しており、子どもたち一人一人に寄り添い
ながら成長をより間近に感じる保育ができ
ます。小規模保育事業所では子どもたちが安
心できるよう家庭的な保育環境で、異年齢の
関わりや先生とのふれあいを大切にした保
育をおこないます。

童夢ガーデンではお預かりする子
どもたちが心地よく過ごせるよう、
職員同士が日々協力しながら保育
をしています。先生たちに心地よく
働いてもらうことが、子どもたちが
楽しく過ごすことにも繋がると思い
ます。いつでも笑顔の絶えない職
場です。毎日が新しい発見の連続
でとても楽しいですよ。分からない
ことは丁寧に教えます。笑顔あふ
れる職場で一緒に働きませんか？

笑顔で元気にあいさつ。子ども
の視診をしながら自宅での様子
を保護者と話します。
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童夢ガーデンおゆみ野
園長 ちはる先生

・市川　・WBG保育園　・千葉ポートタウン
・おゆみ野　・幕張本郷保育園　・本八幡

童夢ガーデンの研修プログラム童夢ガーデンの研修プログラム
入社前に本社での研修（1日）と現場で
新入社員による合同研修（1日）入社前研修

主任または同クラス担任による
OJT研修入社時研修

試用期間から本採用へ切り替わるため、
園長と主任による面談。入社2ヶ月研修

※相談事があれば、随時園長と面談。

千葉を中心にスクール展開！
4月 ピクニック
5月 端午の節句
6月 親子遠足
7月 夏祭り
8月 警察署員来訪
9月 白玉団子作り

10月 ハロウィン
11月 消防署見学・提携保育園の運動会見学
12月 クリスマス会
  1月 初詣・餅つき
  2月 バレンタインデー
  3月 ホワイトデー・卒園式

童夢の年間行事のご紹介

童夢ガーデンで働く先生の一日

童夢ガーデン（認可保育園・小規模保育事業所）
ど　う　む

指定障害児通所支援事業所

童夢は1歳半ごろから小学校入学前までの発
達障がいまたはその疑いのある子どもを対
象に、児童発達福祉法に基づく児童発達支援
を行う事業所です。童夢では、発達がゆっく
りなお子さまのサポート、苦手なことの早期
発見、早期支援を目指しています。「その子ら
しく健やかに」を基本理念とし、一人ひとり
の個性を大切にしながら可能性が無限に広
がる支援を提供しています。

童夢で働く
先生の一日
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子どもたちと
一緒に楽しく
食べます

子どもたちの様子を
振り返り、次の支援に

つなげます。

童夢ガーデン市川
しおり先生

登園

上手に弾くよりも、楽しく弾い
て子どもと歌うのが１番！

ピアノ

保護者がホッとするような挨拶
を心がけ、園での様子を伝えま
す。

降園

「車が来ないかな？」「子どもが
飛び出さないかな？」と細心の
注意をはらいます。

散歩

若手の得意分野。年上の保育士
の先生役になることも！？

パソコン業務

子どもの成長を

間近で見れることが

やりがいです！



持ち帰りの仕事やサービ
ス残業がなく、仕事を効
率よくおこなうことでムダ
な残業を減らすよう努め
ています。

正社員から短時間のパー
ト勤務まで、ライフスタイル
の変化に合わせたキャリア
を選ぶことができます。

スタッフの出身地は国内
外を問わずさまざまです
が、風通しが良く働きやす
い環境が整っています。

残業は月0~5時間程度

そのほかの福利厚生制度も充実していますそのほかの福利厚生制度も充実しています
■各種保険制度
■社食割引制度
■メンター制度
■2年目以降海外研修制度（GUAM校）

■社内英会話レッスン
■国内会員制高級リゾートホテル
■保養所（湯沢）

プライベートも

充実しています！

勤務形態の
変更が可能

働き方を自分で

選べるので

助かっています。

定着率84.7％

長く続けるスタッフの

多さが特徴です。

保育に関わる人材だから
こそ、スタッフが自分の子
どもと接する時間を大切
に考えています。

育休100％取得

育休取得率は

男女関係なく100％！

スタッフに長期休暇が必要な
場合は、他の園やスタッフが
連携し助け合いながら運営
をおこないます。

産前・産後、長期休暇も
柔軟に対応

安心して休みを取れる

制度が整っていますよ。

初心者の方でも働きなが
ら英語を身に着けられる
フォロー制度があります。

社内英会話
レッスン

英語のスキルアップも

できました♪

グアムでの
海外研修も
あります！

先輩スタッフに聞きました！
リトルガーデングループが働きやすい理由

先輩スタッフに聞きました！
リトルガーデングループが働きやすい理由 よくある

質問
よくある

質問
Q&AQ&A

Q.配属先はどうやって決まるの？
ご本人の意向や園との相性、ご自宅からの距離などを考慮し調整いたします。

Q.地方からの応募は可能？
地方からの応募は可能です。毎年、千葉県外の保育士の方が入社されています。

Q.男性だけど、大丈夫？
弊社では男性保育士も多数活躍しています。性別にかかわらず活躍できる環境です。

Q.会社説明会や園の見学はできるの？
随時行っております。ご希望の日程や見学したい園等があれば調整いたします。

Q.異動はあるの？
お子さまや保護者の対応面も含め、頻繁な異動はありませんが、常勤（正社員）の場合は
異動があります。異動の際はお住まいやご意向を考慮したうえで調整いたします。

Q.養成校出身ではないけど大丈夫?
養成校出身以外の方も大歓迎です。ご自身で資格を取得し、当社が保育士デビューという職員もいます。
保育士としてのこれからの成長を期待しています。

Q.将来は子どもが欲しいと考えているけれど、仕事と家庭のワークライフバランスはとれる？
育児休暇から復帰したスタッフは担当者との面談を経て、
時短勤務制度を利用するなど家庭に無理のない勤務形態で復帰できます。

Q.英語が苦手…大丈夫？
英語はできなくても特に問題ありません。各園、スタッフ同士が協力し合いながら
保育を行っています。自身の得意な部分を生かして活躍できる職場です。

エントリー手順

説明会+筆記試験1

一次面接2

最終面接3

エントリーシートに関しては説明会の際に配布いたします。

＜説明会の際に提出が必要なもの＞

●履歴書　●卒業見込証明書　●健康診断書
●資格取得見込証明書（保育学科に通っている学生のみ）

webサイトから説明会の

申し込みができます！

lifework-web.com

あやの先生
リトルガーデン幕張校

経験年数 2年目

くるみ先生
リトルガーデン幕張校

経験年数 2年目

ダリル先生
リトルガーデンららぽーと三井ビル校

経験年数 6年目

のぶこ先生
リトルガーデン新習志野校

経験年数 4年目

りょくも先生
童夢ガーデンWBG保育園

経験年数 2年目

あさみ先生
童夢ガーデン市川
経験年数 4年目
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