
















フリガナ フリガナ

法人名及び
園名

園長名

代表者 採用担当 設立

〒　657-0053 TEL　078-861-4330

FAX  078-802-6104

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ　http://www.hozana.ed.jp

　ＪＲ神戸　 六甲道

阪神本 大石

阪急神戸 六甲
ｸﾗｽ

園児数

教員　 　　　17名 栄養士 1名 事務職員 2名 パート職員 20名 計　40名

園児送迎 通園バス 有（3台） 通園バス添乗 無 徒歩通園付添 無
預かり保育

担当 無

○キリスト教の愛を基とした幼児教育

○色々な遊びや経験を通してやる気のある、自立できる子どもを育てる

○食育を基本に知・情・体の三位一体の教育

採用人数 雇用体系

給　与 　基本給（大卒） 182,000 円 勤務時間 平日

（現行・見込）   処遇改善手当 10,000 円 　　7時　　50分～　　16時　　50分

　研修手当 8,000 円 土曜日他

　　9時　　00分～　　16時　　00分

　計（税込） 200,000 円

賞　与 初年度２回各１ヶ月分　２年目以降３回平均５ヶ月分

通勤費

昇給 退職金制度 有

自宅外通勤

保　険 　私学共済　・　雇用保険　・　労災保険　

労働時間

提出方法

提出先 　〒657-0053　神戸市灘区六甲町5丁目7番8号 試験場 　　ホザナ幼稚園

選考方法 携行品

採否決定日 採否通知

見学予約・選考予約は、園長阿部宛にご連絡ください。　

年間休日120日以上（2021年度129日）

筆記用具

選考日より7日以内 本人宛

備
　
考 電話番号：０７８－８６１－４３３０　　メールアドレス：abe@hozana.ed.jp

選
考

提出書類
　履歴書（写真添付）　・　健康診断書　・　卒業見込証明書　・　学業成績証明書　

　幼稚園教諭免許状取得見込証明書　・　保育士資格取得見込証明書

　大学郵送　・　本人郵送　・　本人持参いずれも可

選考日時 　　随時　受付中　(事前予約要)　 事前見学 可　（事前予約要）

　面接、  筆記（常識・論作文）　

　　5歳児／70名　　　 4歳児／70名　　 　 3歳児／58名　　　2歳児／31名　  計229名

保育（教育）
方針

採
　
用
　
条
　
件

　教員　　　若干名　 正規職員

希望条件
○明るく前向きで、責任感のある方
〇感謝の気持ちを大切にしている方

全額（上限30，000円迄）

最寄りの交
通機関・道順

年1回

可（住宅手当20,000円/当園規定による）

年間2000時間変形労働時間制

休日

土日祝　　※行事によって土曜出勤あり

夏期休暇・年末年始休暇・創立記念日

初年度4月より特別休暇5日付与

　　5歳児／２クラス　　4歳児／2クラス　　3歳児／3クラス　　2歳児／2クラス　　計　　9クラス

2023年度卒　ホザナ幼稚園求人票

求
　
人
　
先

ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ　ﾐﾔｶﾞﾜｶﾞｸｴﾝ　ﾎｻﾞﾅﾖｳﾁｴﾝ ﾐﾔｶﾞﾜ　ｲﾁﾛｳ

幼保連携型認定こども園　　　　　　　　　学
校法人宮川学園ホザナ幼稚園

園長　宮川　一郎

理事長　宮川　一郎 園長　宮川　一郎 昭和29年　5月

所在地
（書類送付先）

　　神戸市灘区六甲町5丁目7番8号

最寄駅 線 駅下車 徒歩10分



フリガナ フリガナ

法人名及び
園名

園長名

代表者 採用担当 設立

〒　657-0053 TEL　078-861-4330

FAX  078-802-6104

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ　http://www.hozana.ed.jp

　ＪＲ神戸　 六甲道

阪神本 大石

阪急神戸 六甲
ｸﾗｽ

園児数

教員　 　　　17名 栄養士 1名 事務職員 2名 パート職員 20名 計　40名

園児送迎 通園バス 有（3台） 通園バス添乗 無 徒歩通園付添 無
預かり保育

担当 無

○キリスト教の愛を基とした幼児教育

○色々な遊びや経験を通してやる気のある、自立できる子どもを育てる

○食育を基本に知・情・体の三位一体の教育

採用人数 雇用体系

給　与 　基本給（短大卒） 179,000 円 勤務時間 平日

（現行・見込）   処遇改善手当 10,000 円 　　7時　　50分～　　16時　　50分

　研修手当 8,000 円 土曜日他

　　9時　　00分～　　16時　　00分

　計（税込） 197,000 円

賞　与 初年度２回各１ヶ月分　２年目以降３回平均５ヶ月分

通勤費

昇給 退職金制度 有

自宅外通勤

保　険 　私学共済　・　雇用保険　・　労災保険　

労働時間

提出方法

提出先 　〒657-0053　神戸市灘区六甲町5丁目7番8号 試験場 　　ホザナ幼稚園

選考方法 携行品

採否決定日 採否通知

見学予約・選考予約は、園長阿部宛にご連絡ください。　

年間休日120日以上（2021年度129日）

筆記用具

選考日より7日以内 本人宛

備
　
考 電話番号：０７８－８６１－４３３０　　メールアドレス：abe@hozana.ed.jp

選
考

提出書類
　履歴書（写真添付）　・　健康診断書　・　卒業見込証明書　・　学業成績証明書　

　幼稚園教諭免許状取得見込証明書　・　保育士資格取得見込証明書

　大学郵送　・　本人郵送　・　本人持参いずれも可

選考日時 　　随時　受付中　(事前予約要)　 事前見学 可　（事前予約要）

　面接、  筆記（常識・論作文）　

　　5歳児／70名　　　 4歳児／70名　　 　 3歳児／58名　　　2歳児／31名　  計229名

保育（教育）
方針

採
　
用
　
条
　
件

　教員　　　若干名　 正規職員

希望条件
○明るく前向きで、責任感のある方
〇感謝の気持ちを大切にしている方

全額（上限30，000円迄）

最寄りの交
通機関・道順

年1回

可（住宅手当20,000円/当園規定による）

年間2000時間変形労働時間制

休日

土日祝　　※行事によって土曜出勤あり

夏期休暇・年末年始休暇・創立記念日

初年度4月より特別休暇5日付与

　　5歳児／２クラス　　4歳児／2クラス　　3歳児／3クラス　　2歳児／2クラス　　計　　9クラス

2023年度卒　ホザナ幼稚園求人票

求
　
人
　
先

ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ　ﾐﾔｶﾞﾜｶﾞｸｴﾝ　ﾎｻﾞﾅﾖｳﾁｴﾝ ﾐﾔｶﾞﾜ　ｲﾁﾛｳ

幼保連携型認定こども園　　　　　　　　　学
校法人宮川学園ホザナ幼稚園

園長　宮川　一郎

理事長　宮川　一郎 園長　宮川　一郎 昭和29年　5月

所在地
（書類送付先）

　　神戸市灘区六甲町5丁目7番8号

最寄駅 線 駅下車 徒歩10分



フリガナ フリガナ

法人名及び
園名

園長名

代表者 採用担当 設立

〒　657-0053 TEL　078-861-4330

FAX  078-802-6104

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ　http://www.hozana.ed.jp

　ＪＲ神戸　 六甲道

阪神本 大石

阪急神戸 六甲
ｸﾗｽ

園児数

教員　 　　　17名 栄養士 1名 事務職員 2名 パート職員 20名 計　40名

園児送迎 通園バス 有（3台） 通園バス添乗 無 徒歩通園付添 無
預かり保育

担当 無

○キリスト教の愛を基とした幼児教育

○色々な遊びや経験を通してやる気のある、自立できる子どもを育てる

○食育を基本に知・情・体の三位一体の教育

採用人数 雇用体系

給　与 　基本給（専門卒） 179,000 円 勤務時間 平日

（現行・見込）   処遇改善手当 10,000 円 　　7時　　50分～　　16時　　50分

　研修手当 8,000 円 土曜日他

　　9時　　00分～　　16時　　00分

　計（税込） 197,000 円

賞　与 初年度２回各１ヶ月分　２年目以降３回平均５ヶ月分

通勤費

昇給 退職金制度 有

自宅外通勤

保　険 　私学共済　・　雇用保険　・　労災保険　

労働時間

提出方法

提出先 　〒657-0053　神戸市灘区六甲町5丁目7番8号 試験場 　　ホザナ幼稚園

選考方法 携行品

採否決定日 採否通知

見学予約・選考予約は、園長阿部宛にご連絡ください。　

年間休日120日以上（2021年度129日）

筆記用具

選考日より7日以内 本人宛

備
　
考 電話番号：０７８－８６１－４３３０　　メールアドレス：abe@hozana.ed.jp

選
考

提出書類
　履歴書（写真添付）　・　健康診断書　・　卒業見込証明書　・　学業成績証明書　

　幼稚園教諭免許状取得見込証明書　・　保育士資格取得見込証明書

　大学郵送　・　本人郵送　・　本人持参いずれも可

選考日時 　　随時　受付中　(事前予約要)　 事前見学 可　（事前予約要）

　面接、  筆記（常識・論作文）　

　　5歳児／70名　　　 4歳児／70名　　 　 3歳児／58名　　　2歳児／31名　  計229名

保育（教育）
方針

採
　
用
　
条
　
件

　教員　　　若干名　 正規職員

希望条件
○明るく前向きで、責任感のある方
〇感謝の気持ちを大切にしている方

全額（上限30，000円迄）

最寄りの交
通機関・道順

年1回

可（住宅手当20,000円/当園規定による）

年間2000時間変形労働時間制

休日

土日祝　　※行事によって土曜出勤あり

夏期休暇・年末年始休暇・創立記念日

初年度4月より特別休暇5日付与

　　5歳児／２クラス　　4歳児／2クラス　　3歳児／3クラス　　2歳児／2クラス　　計　　9クラス

2023年度卒　ホザナ幼稚園求人票

求
　
人
　
先

ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ　ﾐﾔｶﾞﾜｶﾞｸｴﾝ　ﾎｻﾞﾅﾖｳﾁｴﾝ ﾐﾔｶﾞﾜ　ｲﾁﾛｳ

幼保連携型認定こども園　　　　　　　　　学
校法人宮川学園ホザナ幼稚園

園長　宮川　一郎

理事長　宮川　一郎 園長　宮川　一郎 昭和29年　5月

所在地
（書類送付先）

　　神戸市灘区六甲町5丁目7番8号

最寄駅 線 駅下車 徒歩10分


