
児童発達支援児童発達支援

03-6452-8030☎
株式会社ビスケット　　東京都港区浜松町1-22-8　KDSビル3F　担当：柞磨（たるま）

お問い合わせ

児童発達支援児童発達支援

お気軽に
お電話
下さい♪（受付時間／月曜日～金曜日　9:00～17:00） 夢門塾ホームページ▼

❶感染症予防対策のため、マスク着用をお願いします。
❷予め検温し、体調がすぐれない場合は参加をお控えください。
❶感染症予防対策のため、マスク着用をお願いします。
❷予め検温し、体調がすぐれない場合は参加をお控えください。
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要予約
飛び込み参加も大歓迎
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予定予定

会場会場
神奈川県横浜市戸塚区原宿 2-2-1
原宿石井第一ビル 106 号
神奈川県横浜市戸塚区原宿 2-2-1
原宿石井第一ビル 106 号
【最寄りバス停：神奈中バス 「大運寺」または「原宿」下車徒歩 5分】【最寄りバス停：神奈中バス 「大運寺」または「原宿」下車徒歩 5分】

夢門塾 戸塚原宿夢門塾 戸塚原宿

会場の密を避けるため、できるだけ前日までのご予約をお願いしておりますが、
予約が難しい場合、当日の予約無し飛びこみ参加も歓迎致します。
会場の密を避けるため、できるだけ前日までのご予約をお願いしておりますが、
予約が難しい場合、当日の予約無し飛びこみ参加も歓迎致します。

お仕事説明会開催お仕事説明会開催 途中参加可参加無料

 夢門塾  戸塚原宿  夢門塾  戸塚原宿 
未経験の方歓迎！未経験の方歓迎！新卒の方歓迎！新卒の方歓迎！児童発達支援児童発達支援

2021 年

新しい環境で

始めませんか！

みんな一緒に  

同時スタート！ 放課後等デイサービス
スタッフも同時募集！！
放課後等デイサービス
スタッフも同時募集！！

※保育士・幼稚園教諭・教員免許・社会福祉士資格などお持ちの方。その他の資格等について、詳しくはお気軽にお問い合わせください。※保育士・幼稚園教諭・教員免許・社会福祉士資格などお持ちの方。その他の資格等について、詳しくはお気軽にお問い合わせください。
児童発達支援管理責任者・保育士・事業所管理者（候補）・児童指導員児童発達支援管理責任者・保育士・事業所管理者（候補）・児童指導員

むもんじゅくむもんじゅく



03-6452-8030☎
（受付時間／月曜日～金曜日　9:00～17:00）

お気軽に
お電話
下さい♪

複雑化した社会の中、サポートが必要なお子様も増えており、
療育の重要性が知られるようになりました。
夢門塾は現在までに放課後等デイサービス 7 県 32 事業所を
運営しており、2020 年からはさらに児童発達支援をスタート
させ、未就学児から就学児まで、継続的な支援ができるように
なりました。
幅広い年齢層の仲間がたくさんいる夢門塾で、一緒にお子様・
ご家族の笑顔を増やしていきましょう‼
まずはお気軽にお問い合わせください。

児童発達支援
夢門塾 戸塚原宿

オープニングスタッフ  　　

児童発達支援
夢門塾 戸塚原宿

オープニングスタッフ  　　

夢門塾 川崎京町 〒210-0848 神奈川県川崎市川崎区京町 3-6-6
夢門塾 海老名 〒243-0403 神奈川県海老名市望地 1-1-1
夢門塾 扇町 〒250-0001 神奈川県小田原市扇町 1-13-39　清晋ビル 2 階
夢門塾 二宮 〒259-0123 神奈川県中郡二宮町二宮 884  クワハラビル 101
夢門塾 白楽 〒221-0811 神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町 3-23-1   フロンティアコンフォート白楽 201
夢門塾 戸塚原宿 〒245-0063 神奈川県横浜市戸塚区原宿 3 丁目 5-34　KomiyaBLDG.Ⅰ 102 号室
夢門塾 磯子 〒235-0023 神奈川県横浜市磯子区森 5-19-17 　屏風ヶ浦ハイツ 101
夢門塾 相模大野 〒252-0302 神奈川県相模原市南区上鶴間 6-30-9　プラザ東 1 階Ｃ号室
夢門塾 淵野辺 〒252-0235 神奈川県相模原市中央区相生 3-13-5　サンエイト相生 102
夢門塾 南流山 〒270-0163 千葉県流山市南流山 1-19-7 　グランドルーシス 107 号
夢門塾 本川越 〒350-0044 埼玉県川越市通町 9-2　アベニュー本川越 102

神奈川県横浜市戸塚区原宿 2-2-1　原宿石井第一ビル 106 号

東京都港区浜松町1-22-8　KDSビル3F 担当：柞磨（たるま）

お問い合わせ 株式会社ビスケット
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募集要項

放課後等デイサービスも職員を募集しております。
事業所見学等、どうぞお気軽にご連絡下さい。
放課後等デイサービスも職員を募集しております。
事業所見学等、どうぞお気軽にご連絡下さい。

児童発達支援児童発達支援

■児童発達支援管理責任者　1名  ＜正社員＞
■仕事内容／児童発達支援管理責任者として、個別支援計画の作成・療育指導・保護者様や
　　　　　　連携機関との連絡調整など　※オープンまでは既存の施設での勤務になります
■応募資格／保育士、小学校教諭免許（専修・１種・２種）、社会福祉主事任用資格、ヘルパー２級、
　　　　　　介護福祉士、精神保健福祉士、社会福祉士、看護師など いずれかの資格
　　　　　　放課後等デイサービス、放課後児童クラブなどの実務経験 3年以上 (無資格の場合は 8年 )
※研修修了必須／相談支援従事者初任者研修（講義部分）・児童発達支援管理責任者研修（基礎研修）
※普通自動車免許（AT限定可）あれば歓迎
■勤務時間／ 9:00 ～ 18:00
■給　　与／月給 270,000 円～
■休　　日／日祝他　シフト制（年間休日 120 日）
■待遇・福利厚生／各種保険完備、昇給（年 1回）、賞与（年 2回）、各種手当、交通費支給（上限あり）

■管理者   ＜正社員＞
■仕事内容／利用児童の保護者様、学校関係者など綿密に連携をとり、施設全体をまとめるリーダー
　　　　　　職員の気持ちを１つにし、インクルーシブ（包括的）に子どものことに取り組み、
　　　　　　保護者様・学校・相談支援事業所等との連携を密にとる役割
■給　　与／月給 240,000 円～ 300,000 円

■保育士・児童指導員  ＜正社員・パート＞
■仕事内容／子どもと一番近くで向き合いながら療育に取り組むパートナー的な存在
　　　　　　児童指導員として直接的に療育に勤め、子どものスモールステップを敏感に感じ取り、声かけをする役割
■給　　与／（正社員）月給 210,000 円～
　　　　　　（パート）時給 1,185 円～

募集中

児童発達支援夢門塾 戸塚原宿児童発達支援夢門塾 戸塚原宿
■勤務地

ぜひ！話を
聞きに来て
 下さいね♪‼

  さまざまな年齢層の
 仲間がいるから
  とても楽しい！

2003 年入社児童発達支援管理責任者

　児童発達支援管理責任者として、
子ども達やご家族に寄り添いなが
ら個別支援計画を作成するなどの
支援を行っています。課題と向き合
い、出来なかった事が出来た時
「やった！出来た！」と、みんなで成
長の喜びを共有できるのは大きな
やりがいです。職員の指導的立場を
担う役割もあるので時には悩みま
すが、より良い支援を目指してみん
なでがんばっています。

やりがいを
感じられる
仕事です！

2019 年入社児童指導員

2018 年入社
児童指導員

2019 年入社
児童指導員

　私は学生時代から子ども達の成長
に寄り添える仕事をしたいと考えて
いました。夢門塾では、子ども達が挑
戦して達成感を感じられる体験を提
案することもできます。実際に指導
して子ども達の成長を身近で感じた
時、これが自分自身の達成感にもつ
ながっていると実感しました。これ
からも子ども達に達成感を感じられ
る体験を提案しつつ、成長に寄り添
いながら働きたいと思います。
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みんな
待ってます★


