
業種別・五十音順

病院・歯科医院・薬局 金融・保険業
企業名 企業名
市川歯科医院 いわて平泉農業協同組合
おなかクリニック SMBCフレンド証券（株）
おりかさ歯科医院 広友ホールディングス（株）
すぎもと歯科クリニック セコム損害保険（株）
セザイ皮フ科・しゅういち内科 大東京信用組合
デンタルオフィス世田谷公園 日本生命保険相互会社
東所沢整形外科 （株）みずほフィナンシャルグループ
丸尾眼科 みずほビジネスサービス（株）
みかりば小幡歯科医院
わかさクリニック 住宅・不動産業

企業名
図書館・図書館関連サービス （株）アイダ設計
企業名 （株）リーヴライフトゥエンティーワン
（株）図書館流通センター
（株）リブネット IT・サービス業

企業名
製造業 あくびコミュニケーションズ（株）
企業名 （株）エヌ・アイ・シー
（株）関東ダイエットクック 健光園
（株）シバソク （株）CPコスメティクス
新日本警備保障（株） （株）コンヴァノ
総合事務サービス（株） （株）シャノアール
（株）帆風 （株）すかいらーく
（株）プリケン （株）スパイスワークス

（株）スタジオアリス
運輸・通信業・建設業 （株）鶴岡レーシング
企業名 TBCグループ（株）
（株）飯田 桐和会グループ
清水運輸（株） （株）トヨタレンタリース新埼玉
芙蓉パーソナルコミュニケーション（株） ニッポンレンタカーアーバンネット（株）
武蔵貨物自動車（株） 長谷川ホールディングス（株）

（有）ハートサービス
出版・広告業 （株）ビーンズ
企業名 ファンタジーリゾート（株）
（有）ネバーロード （株）マルハン
（株）帆風 三菱電機ビルテクノサービス（株）
（株）メディアボーイ

その他
卸売業・小売業 企業名
企業名 ウインクルム（株）
（株）オンワード樫山 （株）オートセンターイグチ
岡部商事（株）
（株）ストライプインターナショナル
（株）チュチュアンナ
（株）問屋街
（株）花園万頭
（株）モスストアカンパニー
（株）ワールドストアパートナーズ

就職先一覧(企業）



幼保施・東京、埼玉、その他別、五十音順

幼稚園/東京 幼稚園/埼玉
園名 園名
秋川文化幼稚園 あさか台幼稚園
昭島すみれ幼稚園 朝霞たちばな幼稚園
昭島台幼稚園 朝霞幼稚園
江古田幼稚園 荒川幼稚園
大泉小鳩幼稚園 浦和みひかり幼稚園
大泉幼稚園 大畑幼保園
おだ認定こども園 桶川ときわこども園
上石神井幼稚園 越生みどり幼稚園
きよせ幼稚園 片山幼稚園
清瀬しらうめ幼稚園 かなやま幼稚園
清瀬ひかり幼稚園 川越ひばり幼稚園
清瀬富士見幼稚園 川越双葉幼稚園
清瀬ゆりかご幼稚園 川鶴ひばり幼稚園
国立ふたば幼稚園 きたはら幼稚園
国立冨士見台幼稚園 けやき認定こども園
神山幼稚園 小鈴幼稚園
小平姫百合幼稚園 小手指幼稚園
こども学園 こでまり幼稚園
欣浄寺みのり幼稚園 坂戸あずま幼稚園
白鳥幼稚園 坂戸富士見幼稚園
白ふじ幼稚園 さゆり幼稚園
すもも木幼稚園 慈光幼稚園
精心幼稚園 白梅幼稚園
関町カトレヤ幼稚園 白鳥幼稚園
洗心幼稚園 新所沢富士幼稚園
立川かしの木幼稚園 新双葉幼稚園
立川幼稚園 すずらん幼稚園
田無いづみ幼稚園 せいか幼稚園
多摩学院幼稚園 大東幼稚園
多摩みどり幼稚園 たかはぎ幼稚園
調布若竹幼稚園 秩父こども園
つくし幼稚園 秩父さくら幼稚園
東京多摩幼稚園 秩父緑ガ丘幼稚園
なおび幼稚園 つるがしま白百合幼稚園
如意輪幼稚園 東光幼稚園
練馬白菊幼稚園 ときわぎこども園
練馬ひかり幼稚園 所沢文化幼稚園
八王子すみれ幼稚園 とねがわ幼稚園
東村山むさしの認定こども園 ながみや幼稚園
日野しらゆり幼稚園 ひかりの子幼稚園
藤幼稚園 富士見台幼稚園
府中白百合第二幼稚園 藤原白百合幼稚園
福生多摩幼稚園 ふるさと幼稚園
前沢幼稚園 ほんごう幼稚園
まりあ幼稚園 南双葉幼稚園
丸山幼稚園
みずほ幼稚園 幼稚園/その他
みふじ幼稚園 園名
瑞穂のぞみ幼稚園 小原田幼稚園
武蔵みどり幼稚園 長峰幼稚園
村野小鳩幼稚園 みずほ幼稚園
明成幼稚園
大和富士幼稚園
ルーテル羽村幼稚園

就職先一覧（幼稚園・保育所・施設等）



保育園/東京 保育園/東京
園名 園名
愛光保育園 至誠保育園
愛里武蔵関保育園 芝原保育園
青葉さくら保育園 白百合ベビーホーム
あおば第二保育園 杉並さゆり保育園
株式会社　暁コ－ポレ－ション 聖光三ツ藤保育園
秋川あすなろ保育園 聖ピオ保育園
昭島ナオミ保育園 誠和保育園
あきみ保育園 せせらぎ保育園
あすなろ（認定こども園） 世田谷はっと保育園
株式会社アルコバレ－ノ 太陽の子保育園
石畑保育園 高木保育園
板橋区立にりんそう保育園 たかのみち保育園
いちご保育園 たきやま保育園
五日市保育園 立川たんぽぽ保育園
上ノ原保育園 立川ひかり保育園
うめのき保育園 有限会社多摩エンゼル
駅前コスモ保育園 玉川保育園
青梅みどり第一保育園 多摩文化保育園
青梅ゆりかご保育園 千ケ瀬保育園
大泉にじのいろ保育園 千春第二保育園
大泉保育園 つぼみ保育園
荻窪りとるぱんぷきんず 株式会社テノ.コーポレーション
おそき保育園 社会福祉法人　東京児童協会
かすみ台第一保育園 ときわぎ国領保育園
かすみ保育園 どんぐり山保育園
株式会社学研ココファンナーサリー 中清戸保育園
上長渕保育園 中野りとるぱんぷきんず
からまつ保育園 なかよしの森保育園
きたしば保育園 成木保育園
北千住もみじの森保育園 なんこう保育園
北保育園 西東京市立そよかぜ保育園
清瀬上宮保育園 西東京市立ほうやちょう保育園
清瀬市立駅前乳児保育園 株式会社ニチイ学館
草花保育園 日生保育園ひびき
くりのみ保育園 株式会社日本保育サービス
株式会社グローバルキッズ のしお保育園
敬愛保育園 葉隠勇進株式会社
高安寺保育園 長谷川ホールディングス株式会社
高円寺南保育園 株式会社パソナフォスタ－
黄河会サムエル保育園 畑中保育園
弘済保育所（おひさま保育園） 八国山保育園
康保会保育園 羽村たつの子保育園
光明第一保育園 ひがしふしみ保育園
株式会社ゴーエスト 東村山子育て支援ネットワークすずめ
小平駅前保育園 株式会社ピノーコーポレーション
小平なみき保育園 ひめゆり保育園
株式会社　こどもの森 フエロー保育園
こぶし保育園 福島保育園
株式会社サクセスアカデミー 富士見第二保育園
さくらぎ保育園 ふじみ保育園
さくらしんまち保育園 府中愛児園
さつき保育園 福生杉ノ子保育園

福生保育園



保育園/東京 保育園/埼玉
園名 園名
株式会社ブロッサム かみたのこども園
株式会社ベネッセスタイルケア 上福岡おひさま保育園
ベビーステーション石神井公園 川越七歩保育園
株式会社ポピンズコーポレーション 川越やまだ保育園
マーガレット保育園 貴精保育園
増戸保育園 北浦和駅前保育園
松中保育園 北野保育園
松葉保育園 栗原保育園
まつぼっくり保育園 黒須保育所
まるやま保育園 桑の実西所沢保育園
みさと保育所 桑の実保育園
南大泉にじのいろ保育園 けやき保育園
美山保育園 向陽保育園
むさしの保育園 子どものその苗間保育園
明国保育園 こどもの森保育園
明徳保育園 子どもの夢保育園
もみの木保育園　太子堂 こばと保育園
谷里保育園 小山台保育園
谷戸すくすく保育園 さかえ保育園
谷戸のびのび保育園 新堀保育園
やまと保育園 すこやか保育園
大和南保育園 第二はちの巣保育園
ゆたか保育園 高尾保育園
夢花保育園 滝の根保育園
浴光保育園 秩父市立　原谷保育所
よつぎ第二保育園 茶々保育園
レイモンド田無保育園 所沢おひさま保育園
れんげ萩山保育園 戸田駅前保育所
れんげ保育園 豊岡保育園
わらべみなみ保育園 どろんこ保育園

なかよしこども園
保育園/埼玉 新座駅前みさと保育園
園名 ハルム保育園
あきくさ保育園 東所沢たんぽぽこども園
アケボノ保育園 光第二保育園
あけぼの保育園 光保育園
朝霞しらこばと保育園 ふぇありーている保育園
あさかたんぽぽ保育園 ふぇありぃ保育園
朝霞本町エンゼル保育室 ふじみ野どろんこ保育園
あそびのてんさい新河岸保育園 富士見すくすく保育園
アップルナ－スリ－ ふじみ保育園
杏ほいくえん ぽかぽか保育園
泉町保育園 星の子乳児保育園
いずみばし保育園 堀兼みつばさ保育園
いるま保育園（入間市） マーガレット保育園
いるま保育園（狭山市） まきば保育園
株式会社ウィズ 増美保育園
おおぎ第二保育園 みつばさ愛育園
おおぎ保育園 緑の詩保育園
かすが保育園 みどり保育園
風の子保育園 南よの虹保育園
家庭保育室ぷりえ 妙音沢もみじ保育園



保育園/埼玉 児童館/東京
園名 施設名
むさしっこ保育園 花小金井南児童館
やまゆり保育園
優々の森保育園 学童/埼玉
ゆずり葉保育園 施設名
ゆりかご保育園 NPO法人草加元気っ子クラブ
嵐山若草保育園 新座市学童クラブ
わかたけ元町保育園 日高市学童クラブ
わかば保育園

公立/東京
保育園/その他 企業名
園名 北区役所
株式会社キッズコーポレーション 新宿区役所
小中野保育園 中野区役所
宝保育園 立川市役所
株式会社エスチャイル 日野市役所
徳育ナ－サリ－山下公園
若葉台保育園 公立/埼玉

企業名
社会福祉施設/東京 朝霞市役所
施設名 入間市役所
麻布乳児院 川島町役場
今井城学園 さいたま市役所
啓光学園 狭山市役所
桜町児童ショートステイ 杉戸町役場
社会福祉法人コロロ学舎 秩父市役所
聖オディリアホーム乳児院 所沢市役所
聖ヨゼフホーム 飯能市役所
株式会社チャ－ム・ケア・コ－ポレ－ション
調布学園 公立/その他
東京恵明学園乳児部 企業名
東京小児療育病院みどり愛育園 宇都宮市役所
東京都社会福祉事業団 新発田市役所
特別養護老人ホ－ム健光園 筑紫野市役所
のぞみの家
花の里
福生学園
ベトレヘム学園
社会福祉法人　武蔵野会
幼児室ポッポ
れんげ学園

社会福祉施設/埼玉県
施設名
社会福祉法人　あいの実
放課後等デイサービス　木子里
互助の里
埼玉県社会福祉事業団
スイッチ新所沢
玉淀園
社会福祉法人　茶の花福祉会
障害者支援施設　どうかん
ところざわ学園
にじの家
光の家療育センター
特別養護老人ホーム　みずほ園
めぐみ園


