
業種・地域別

五十音順

幼稚園／東京 幼稚園／埼玉

園名 園名

愛和幼稚園 愛隣幼稚園

昭島すみれ幼稚園 あおば幼稚園

麻の実幼稚園 朝霞幼稚園

江古田幼稚園 入西幼稚園

おさひめ幼稚園 大和田しらかば幼稚園

落合幼稚園 かすみ幼稚園

きよせ幼稚園 川越なかよし幼稚園

久米川幼稚園 川越ひばり幼稚園

久留米神明幼稚園 木の実幼稚園

啓明学園幼稚園 けやき幼稚園

小平若竹幼稚園 さいか幼稚園

こみね幼稚園 坂戸ひまわり幼稚園

四恩幼稚園 さくらアート幼稚園

東京女子学院幼稚園 所沢ひまわり幼稚園

洗心幼稚園 所沢富士幼稚園

多摩みどり幼稚園 所沢文化幼稚園

東京多摩幼稚園 ながせ幼稚園

徳丸幼稚園 ながみや幼稚園

豊島なでしこ幼稚園 ひつじ幼稚園

練馬ひかり幼稚園 ひまわり幼稚園

東村山むさしの第二認定こども園 富士見台幼稚園

八王子白百合幼稚園 松山南幼稚園

日の出幼稚園 マルハ幼稚園

福正寺松濤幼稚園 みぬま幼稚園

朋愛幼稚園 みふじ幼稚園

みふじ幼稚園 みほの幼稚園

みやま幼稚園 元加治幼稚園

谷津幼稚園

若杉幼稚園

幼稚園／その他

園名

富久山幼稚園

就職先一覧（幼稚園・保育所・認定こども園・施設 2019～2020年度）



保育所／東京 保育所／東京

園名 園名

愛光大和田保育園 社会福祉法人　東京児童協会

青梅みどり第二保育園 とちの木保育園

青葉さくら保育園 社会福祉法人 どろんこ会

あおば第二保育園 どんぐり保育園

あかね保育園 中清戸保育園

秋川あすなろ保育園 西東京市立ほうやちょう保育園

昭島ナオミ保育園 株式会社　日本保育サービス

あきみ保育園 練馬和光保育園

株式会社明日葉 のぞみ保育園

株式会社　明日香 八国山保育園

あゆみ保育園 花さき保育園

育成会めぐみ保育園 羽村しらうめ保育園

上ノ原保育園 羽村まつの木保育園

打越保育園 晴見保育園

かすみ保育園 ＨＩＴＯＷＡキッズライフ株式会社

株式会社学研ココファン・ナーサリー 株式会社ピノーコーポレーション

きよせ保育園 株式会社ヒューマンサポート

清瀬駅前乳児保育園 株式会社プライムツーワン東京本部

社会福祉法人国立保育会 社会福祉法人フィロス

久留米みのり保育園 富士見第一保育園

株式会社グローバルキッズ 福生杉ノ子保育園

社会福祉法人 敬愛学園 株式会社ベネッセスタイルケア

社会福祉法人けいわ会 有限会社ベビーステーション

社会福祉法人　健生会 まつぼっくり保育園

こころ新橋保育園 ミアヘルサ保育園

社会福祉法人こころ福祉会 美園おひさま保育園

株式会社コスモズ 妙福寺保育園

株式会社　こどもの森 社会福祉法人　村山苑

子どもの森保育園 めぐみ第一保育園

子どもの森あさかわ保育園 株式会社モード・プランニング・ジャパン

こひつじ園 森の子保育園

栄保育園 谷戸のびのび保育園

さくらぎ保育園 柳橋保育園

株式会社さくらさくみらい 由井さゆり保育園

学校法人　三幸学園 社会福祉法人ユーカリ福祉会

社会福祉法人慈光会 よつぎ保育園グループ

紫水保育園 ライクアカデミー株式会社 

社会福祉法人 至誠学舎　立川 社会福祉法人蓮花苑

新町保育園 れんげ南街保育園

下里しおん保育園 れんげ萩山保育園

新田あすか保育園 蓮美幼児学園世田谷ナーサリー

社会福祉法人 森友会 わらしこ保育園

すみれ保育園 わらべみなみ保育園

聖光三ツ藤保育園

世田谷仁慈保幼園

株式会社 セリオ

空飛ぶ三輪車

太陽の子保育園

たかのみち保育園

社会福祉法人多摩育児会

玉川上水保育園

公益財団法人　鉄道弘済会

株式会社テノ．コーポレーション

てんじん保育園

天王森保育園



保育所／埼玉 保育所／埼玉

園名 園名

株式会社 愛児舎アンファンシェリ 増美保育園

あおぞらウィンクルム保育園 みき保育園

あきくさ保育園 みどり保育園

あさひ保育園 むさしの森保育園

旭保育園 やまゆり保育園

社会福祉法人あゆみの会 ゆりかご保育園

アンドレア保育園 埼玉医科大学

泉町保育園 芳野保育園

社会福祉法人　泉の森 れんげこども園

いずみばし保育園 若草保育園

社会福祉法人うぐす拓侑会 社会福祉法人　わか竹会

社会福祉法人 栄光会 わかたけ元町保育園

おおぞら保育園

陽明保育園 保育所／その他

高萩保育園 園名

風の里保育園 大橋保育園

上福岡おひさま保育園 社会福祉法人 大曲保育会

貴精保育園 公益財団法人 鹿角市子ども未来事業団

北野保育園 社会福祉法人 春献美会

きたの第2保育園 社会福祉法人 新樹の会

桑の実西所沢保育園 芹沼保育園

慶櫻南台保育園 ナーサリーつづき

けやきわかば保育園 株式会社みらいつばさ

保育園　元気キッズ志木園

向陽保育園

こぐま保育園

小鳩グループ

いるま保育園

社会福祉法人 埼玉現成会

狭山市立祇園保育所

狭山台みつばさ保育園

三丁目すまいる保育園

下新倉プライムスター保育園

じょんのび保育園

白梅保育園

すぎのこ保育園

小川保育園

社会福祉法人　滝の根会

秩父若葉保育園

所沢元氣保育園

どろんこ保育園

ナーサリースクールsukusuku

菜の花保育園

社会福祉法人栄光会　Nicot所沢

西大宮青藍保育園

にじのいろ保育園

はるかぜ保育園

光保育園

ひなたぼっこ保育園

社会福祉法人 ひふみ会

堀兼みつばさ保育園



認定こども園／東京 認定こども園／埼玉

園名 園名

共励こども園 いるまこども園

キンデルガルテン松中幼稚園 おおぎこども園

石神井南幼稚園 おおとり幼稚園

しらぎく幼稚園 大畑こども園

東村山むさしの第一認定こども園 かみたのこども園

富士みのりこども園 けやき認定こども園

大和富士幼稚園 認定こども園さゆり幼稚園

白鳥幼稚園

星和幼稚園

秩父こども園

秩父さくら幼稚園

なかよしこども園

東所沢たんぽぽこども園

ひかりの子認定こども園

富士見れんげこども園

緑ガ丘認定こども園

未来たけのこ認定こども園

認定こども園／その他

園名

認定こども園さくらが丘

認定こども園橋本幼稚園 



公立／東京 社会福祉施設／東京

自治体名 施設名

板橋区 秋津療育園

品川区 株式会社コペル

渋谷区 社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会

新宿区 ナザレットの家

練馬区 のぞみの家

文京区 障害者支援施設　花の里

障害者支援施設　福生学園

公立／埼玉 友愛学園児童部

自治体名 社会福祉法人　東京都社会福祉事業団

入間市 株式会社LITALICO

桶川市

さいたま市 社会福祉施設／埼玉

坂戸市 施設名

狭山市 川越親愛センター

白岡市 児童養護施設　ケヤキホーム

埼玉中央学園

公立／その他 社会福祉法人 清心会

自治体名 社会福祉法人 茶の花福祉会

喜多方市

松戸市 学童／埼玉

横浜市 施設名

NPO法人カローレ

社会福祉法人 光輪会 すみれ児童館



病院・歯科医院・薬局 金融・保険業

企業名 企業名

あずま歯科医院 住友生命保険相互会社

株式会社サンユ－ 第一商品  株式会社

歯科タケダクリニック 日本郵便株式会社（日本郵政グル－プ）

有限会社シティ薬局

新秋津・秋津駅前まつばら歯科 不動産・物品賃貸業

社会医療法人財団石心会 企業名

ぜんしん整形外科　立川ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘｸﾘﾆｯｸ 株式会社アエラス

たかしま歯科クリニック 株式会社 トヨタレンタリース埼玉

所沢慈光病院 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ株式会社

戸田中央医療グル―プ

株式会社ニチイ学館 ＩＴ・サービス業

医療法人泰一会 飯能整形外科病院 企業名

ふじまきクリニック 株式会社アズパ－トナ－ズ

医療法人元気会 わかさクリニック ＫＣＪ GROUP株式会社

若葉内科クリニック シダックス株式会社

株式会社城島高原オペレーションズ

製造業 新宿ケントス株式会社

企業名 株式会社　スタジオアリス

SMC株式会社筑波技術センター ＴＢＣグル－プ株式会社

株式会社シバソク 株式会社電子制御国際

総合事務サービス株式会社 東栄商事株式会社

太平洋セメント株式会社 社会福祉法人東京老人ホーム

日研ト－タルソ－シング株式会社 株式会社ドトールコーヒー

株式会社ＤＲＥＡＭ　ＯＮ　ＣＯＭＰＡＮＹ

運輸・通信業 株式会社TONPEI

企業名 根本電気

アイコミュニケーション株式会社 株式会社マイナビワークス

株式会社アクティアス 株式会社マルハン

アネックスインフォメーション株式会社 株式会社ミドルウッド

株式会社ヴィエリス

コネクシオ株式会社 その他

Suprieve株式会社 企業名

日生流通運輸倉庫株式会社 株式会社志村

武蔵貨物自動車株式会社 株式会社スタッフサービス（ミラエール推進部）

株式会社media it 株式会社図書館流通センタ－

株式会社ラストワンマイル 株式会社日本エコジニア

株式会社フ－レイ

卸売・小売業 株式会社マーキュリー

企業名 株式会社マ－キュリ－

株式会社 アストリア 株式会社ヤングファッション研究所

株式会社いせや

株式会社　エフェクトプラン

有限会社Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ

株式会社クッキングサポート

サミット 株式会社

株式会社ジーユー

株式会社シールズ関東

株式会社ジャパンイマジネーション

株式会社　チャイルド本社

株式会社ノジマ

株式会社文明堂壱番館

株式会社メガネドラック

株式会社やまと

株式会社 ロッテリア

就職先一覧（一般企業2019～2020年度）


