
業種・地域別

五十音順

幼稚園・認定こども園／東京 幼稚園・認定こども園／埼玉

園名 園名

愛和幼稚園 愛隣幼稚園

秋川文化幼稚園 浅間台幼稚園

昭島すみれ幼稚園 入西幼稚園

昭島台幼稚園 いるまこども園

麻の実幼稚園 おおぎこども園

旭幼稚園 大畑こども園

認定こども園あすなろ 篭原若竹幼稚園

江古田幼稚園 かすみ幼稚園

大泉幼稚園 風の森狭山台みどり幼稚園

おおや幼稚園 かなやま幼稚園

おさひめ幼稚園 かみとめ幼稚園

落合幼稚園 かみひろや幼稚園

共励こども園 川越なかよし幼稚園

きよせ幼稚園 川越ひばり幼稚園

啓明学園幼稚園 けやき認定こども園

小平神明幼稚園 小手指幼稚園

小平なみき幼稚園 こでまり幼稚園

小平みどり幼稚園 さくらアート幼稚園

精心幼稚園 さと幼稚園

田無いづみ幼稚園 白鳥幼稚園

東京多摩幼稚園 大東幼稚園

豊島なでしこ幼稚園 第二なかよしこども園

練馬ひかり幼稚園 秩父こども園

東村山むさしの認定こども園 所沢ひまわり幼稚園

日の出幼稚園 所沢文化幼稚園

日野ひかり幼稚園 ながせ幼稚園

藤幼稚園 ながみや幼稚園

府中わかば幼稚園 ひかりの子認定こども園

丸山幼稚園 ひつじ幼稚園

みそら幼稚園 ひまわり幼稚園

みふじ幼稚園 ひまわり南幼稚園

ねむのき幼稚園 富士見れんげこども園

大和富士幼稚園 藤原白百合幼稚園

横川幼稚園 ほんごう幼稚園

マルハ幼稚園

幼稚園・認定こども園／その他 緑ガ丘認定こども園

園名 みぬま幼稚園

帝京長岡幼稚園 みほの幼稚園

学校法人 長友学園 未来ふじみ認定こども園

富久山幼稚園 めぐみ幼稚園

宮の杜神明こども園 谷津幼稚園

大和田しらかば幼稚園

大和すみれ幼稚園

れんげこども園

就職先一覧（幼稚園・保育所・施設 2018～2019年度）



保育所／東京 保育所／東京

園名 園名

愛光大和田保育園 株式会社SERIOホ－ルディングス

あおば保育園 空飛ぶ三輪車

青葉さくら保育園 太陽の子保育園

あおば第二保育園 たかのみち保育園

秋川あすなろ保育園 立川ひかり保育園

昭島ナオミ保育園 社会福祉法人たつの子の会

株式会社　明日香 社会福祉法人　立野みどり福祉会

株式会社明日葉 社会福祉法人　種の会

あそか保育園 社会福祉法人多摩育児会

あゆみ保育園 社会福祉法人　多摩養育園

育成会めぐみ保育園 公益財団法人　鉄道弘済会

いちご保育園 株式会社テノ．コ－ポレ－ション

上ノ原保育園 天王森保育園

打越保育園 てんじん保育園

青梅みどり第一保育園 社会福祉法人　東京児童協会

大塚保育園 社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会

かすみ保育園 とちの木保育園

株式会社　学研ココファン・ナ－サリ－ 中清戸保育園

かやの実保育園 株式会社　日本保育サービス

社会福祉法人菊美会 のしお一丁目保育園

きよせ保育園 花小金井にこにこ保育園

清瀬上宮保育園 花さき保育園

清瀬市立駅前乳児保育園 羽村しらうめ保育園

社会福祉法人国立保育会 晴見保育園

久留米みのり保育園 国分寺市立ひかり保育園

株式会社グローバルキッズ ＨＩＴＯＷＡキッズライフ株式会社

株式会社global　child　care ひのはら保育園

社会福祉法人　敬愛学園 社会福祉法人フィロス

社会福祉法人けいわ会 フエロー保育園

社会福祉法人　健生会 富士見第一保育園

高安寺保育園 府中愛児園

光徳保育園 福生杉ノ子保育園

社会福祉法人　こころ福祉会 株式会社プライムツ－ワン東京本部

株式会社コスモズ 株式会社ベネッセスタイルケア

小平なみき保育園 有限会社ベビーステーション

株式会社　こどもの森 西東京市立ほうやちょう保育園

こぶし保育園 松中保育園

栄保育園 まつぼっくり保育園

さくらぎ保育園 見影橋保育園

学校法人　三幸学園 西東京市立みどり保育園

社会福祉法人　三祉会 妙福寺保育園

社会福祉法人慈光会 みらい保育園

社会福祉法人　至誠学舎　立川 社会福祉法人　村山苑

社会福祉法人　森友会 めぐみ第一保育園

社会福祉法人　聖光会 株式会社モード・プランニング・ジャパン

社会福祉法人　世田谷共育舎 森の子保育園

世田谷仁慈保幼園 社会福祉法人ユーカリ福祉会

社会福祉法人　勇志会

横川保育園

よしの保育園

ライクアカデミ-株式会社

社会福祉法人蓮花苑

わらべ東久留米保育園

わらべ日野市役所東保育園

わらべみなみ保育園



保育所／埼玉 保育所／埼玉

園名 園名

あきくさ保育園 社会福祉法人　わか竹会

あけぼの保育園 わかば保育園

あたご保育園

社会福祉法人あゆみの会 保育所／その他

泉町保育園 園名

社会福祉法人　泉の森 社会福祉法人大曲保育会

いずみばし保育園 大曲南保育園

いるま保育園 公益財団法人鹿角市子ども未来事業団

おおぞら保育園 社会福祉法人　春献美会

小川保育園 社会福祉法人　新樹の会

音羽の森保育園 すみよし保育園

風の森みどり保育園 ナーサリーつづき

風の子保育園

風の里保育園 社会福祉施設／東京

貴精保育園 施設名

桑の実西所沢保育園 秋津療育園

けやきわかば保育園 オ－クニ商事株式会社

向陽保育園 株式会社コペル

越ヶ谷保育園 コロロ学舎　瑞学園

埼玉医科大学 社会福祉法人　東京都社会福祉事業団

社会福祉法人さやまが丘保育の会 社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会

狭山神経内科病院内保育室 のぞみの家

狭山台みつばさ保育園 障害者支援施設　花の里

すぎのこ保育園 二葉むさしが丘学園

高萩保育園 障害者支援施設　福生学園

社会福祉法人　滝の根会

たけのこ保育園 社会福祉施設／埼玉

秩父若葉保育園 施設名

ちびっ子の森家庭保育室 あかつき園

所沢おひさま保育園 社会福祉法人　皆成会

所沢元氣保育園 川越親愛センター

戸田すこやか保育園 児童養護施設　ケヤキホーム

豊岡保育園 埼玉中央学園

社会福祉法人　豊の会 障害者支援施設　しびらき

菜の花保育園 社会福祉法人清心会

針ヶ谷保育園 社会福祉法人　茶の花福祉会

光保育園 障害者支援施設　どうかん

社会福祉法人　藤寿会

株式会社　ベビーランド 学童／東京

増美保育園 施設名

みどり保育園 社会福祉法人　雲柱社

みのり保育園

社会福祉法人　みはら会 学童／埼玉

武蔵藤沢めぐみ保育園 施設名

メ－プル保育園 NPO法人カローレ

やまゆり保育園 NPO法人　ふじみ野市学童保育の会

陽明保育園

芳野保育園 学童／その他

株式会社ＬＩＤＯ 施設名

社会福祉法人檸檬会 真岡児童館



公立／東京

自治体名

板橋区

品川区

渋谷区

新宿区

練馬区

文京区

公立／埼玉

自治体名

入間市

桶川市

さいたま市

坂戸市

狭山市

白岡市

公立／その他

自治体名

喜多方市

松戸市

横浜市


