
受入事業所一覧[大阪市地域]

事業所番号 〒 担当者 体験期間① 体験期間② 体験期間③

連絡先 人数① 人数② 人数③

HP

Ｋ023 533-0014 岩下　真由美 7/21～7/25

06-6325-2405 3人

Ｋ081 534-0016 海老子（エビコ） 7/21～7/31 8/1～8/10 8/17～8/31

06-6929-1580 3人 3人 3人

Ｋ180 534-0016 吉本　希 7/21～7/26 7/26～7/30

06-6924-4788 1人 1人

Ｋ093 534-0021 錦城（キンジョウ） 7/25～7/29 8/1～8/5

06-6921-5323 2人 2人

Ｋ178 534-0021 岩本　真弓 7/21～8/10 8/16～8/31

06-6921-7221 2人 2人

Ｋ179 534-0021 守屋　美智子 7/21～8/10 8/16～8/31

06-6922-4120 2人 2人

Ｋ091 534-0027 李　美和 7/25～7/29 8/1～8/5 8/8～8/12

06-6922-2670 2人 2人 2人

Ｋ012 536-0001 西　良人 7/25～7/29 8/1～8/5 8/8～8/12

06-6930-7050 3人 3人 3人

Ｋ147 553-0001 原田　佳子 7/21～8/10 8/16～8/31

06-6455-6005 4人 4人

Ｋ146 553-0003 吉岡　一博 7/21～8/10 8/16～8/31

06-6453-6048 2人 2人

阪急京都線 「上新庄」駅
南口より徒歩約5分　大
阪市バス「上新庄駅」より
徒歩約5分
地下鉄今里筋線「瑞光四
丁目」駅より徒歩約17分

（福）路交館 大阪市東淀川区豊新3-25-
5 日本でもまだ数少ない24時間型の認可保育所です。

日中の元気な子どもたちと一緒に遊びませんか？保育所豊新聖愛園
http://www.rokoukan.or.jp/houshin/

交通アクセス事業者名
所在地

メッセージ
事業所名

地下鉄谷町線 「都
島」より徒歩約10分
JR桜ノ宮より徒歩約
15分

（福）都島友の会
大阪市都島区友渕町1-6-3

よちよち歩き、カタコトの言葉、そんな乳児の保育園で
す。かわいい乳児さんのお世話してみませんか。都島友渕乳児保育センター

http://miyakojima.or.jp/tomonyu/

地下鉄谷町線 「都
島」駅より徒歩約15
分 大阪市営バス 「高
倉三丁目」下車徒歩
約7分

（福）都島友の会 大阪市都島区友渕町1-3-
141 元気いっぱいの子どもたちとたくさん遊べる方、お待ち

しています。認定こども園　友渕児童センター

地下鉄谷町線 「都
島」駅より徒歩約7分

（福）都島友の会 大阪市都島区都島本通3-
4-3

子どもたちの笑顔に触れて暑い夏をのり切ろうー！
認定こども園　都島児童センター

地下鉄谷町線 「都
島」駅より徒歩約3分

（福）都島友の会 大阪市都島区都島本通3-
16-10 1.2歳児の子どもたちと一緒に遊んだり、生活のお世

話をしてくれる明るく元気な方、お待ちしています。都島第二乳児保育センター

地下鉄谷町線 「都
島」駅より徒歩約3分

（福）都島友の会 大阪市都島区都島本通3-
16-8 0.1歳児の子どもたちと一緒に遊んだり、生活のお世

話をしてくれる明るく元気な方、お待ちしています。都島乳児保育センター

JR大阪環状線 「桜ノ
宮」駅より徒歩約5
分、地下鉄谷町線
「都島」駅より徒歩約
7分

（福）都島友の会 大阪市都島区中野町5-10-
80 かわいい子どもたちとふれあう中で、たくさんの笑顔・

楽しい発見・感動に出会えるステキな現場です。都島桜宮保育園
http://miyakojima.or.jp/sakura/

地下鉄鶴見緑地線
「今福鶴見」駅より徒
歩約8分

（福）玉美福祉会
大阪市城東区古市1-16-12

保育の職業体験に興味のある方、ぜひ、ご参加くださ
い。古市たいよう保育園

http://www.tamami.or.jp/index.shtm

阪急本線 「淀川」駅
より徒歩約7分 地下
鉄千日前線 「野田阪
神」駅より徒歩約8分

（福）麦の穂 大阪市福島区海老江8-13-
21 10年間ボランティアで来て下さっている方もいます。子

どもさんと遊んでみようと思われるかた、お待ちしてい
ます。海西ひばり保育園

http://www.kaisei-hibari.jp/

阪急本線 「福島」駅より
徒歩約3分 ＪＲ東西線
「新福島」駅より徒歩約4
分 京阪中之島線 「中之
島」駅より徒歩約5分

（福）麦の穂
大阪市福島区福島1-1-51 10年間ボランティアで来て下さっている方もいます。子

どもさんと遊んでみようと思われるかた、お待ちしてい
ます。中之島ひばり保育園

http://www.nakanoshima-hibari.jp/



受入事業所一覧[大阪市地域－堺市地域]

事業所番号 〒 担当者 体験期間① 体験期間② 体験期間③

連絡先 人数① 人数② 人数③

HP

Ｋ145 553-0004 角上　美恵子 7/21～8/10 8/16～8/31

06-6444-1225 4人 4人

Ｋ198 587-0002 幕内　聖二 7/1～8/31

072-361-4154 2人

Ｋ003 590-0106 小谷　豊 7/25～7/29 8/1～8/5 8/15～8/19

072-291-5488 2人 2人 2人

Ｋ190 590-0111 木下 7/1～8/31

072-292-3818 5人

Ｋ153 590-0115 田畑　みのり 8/22～8/26

072-292-3831 2～5人

Ｋ124 590-0117 菅田　美穂 7/25～7/29 8/3～8/9

072-292-3819 1人 1人

Ｋ040 590-0133 山岨　俊彦 7/21～8/10 8/17～8/31

072-298-4980 3人 3人

Ｋ134 590-0134 花森　理砂 7/21～7/26 7/27～8/2 8/22～8/26

072-297-5108 4人 4人 4人

Ｋ177 590-0136 久芳（クバ） 7/21～7/26

072-298-7337 6人

Ｋ182 590-0136 舟川　詩織 7/19～7/23

072-299-6657 6人

ＪＲ大阪環状線 「野田」
駅より徒歩約7分
地下鉄千日前線 「玉川」
駅より徒歩約7分
京阪中ノ島線 「中之島」
駅より徒歩約5分

（福）麦の穂
大阪市福島区玉川1-6-2 10年間ボランティアで来て下さっている方もいます。子

どもさんと遊んでみようと思われるかた、お待ちしてい
ます。ひばり保育園

http://www.muginoho-hibari.jp/

交通アクセス事業者名
所在地

メッセージ
事業所名

南海りんかんサンラ
イン線 「初芝」駅より
南海バス 「船戸下」
下車 徒歩約1分

（福）どんぐり会
堺市美原区黒山415-1

のびのびとした保育園です。幼保連携型認定こども園
くろやま保育園 http://www.kuroyama.or.jp/

泉北高速鉄道 「泉ヶ
丘」駅より南海バス
「豊田南」下車　徒歩
約5分

（福）小谷城福祉協会
堺市南区豊田1261 子どもが好きで、将来保育教諭を目指している高校生

集まれ！共に子どもの成長する姿を感じてみません
か？

認定こども園
泉北若竹保育園 http://www.wakatake.ed.jp

泉北高速鉄道 「泉ヶ
丘」駅より徒歩約15
分

（福）白水福祉会
堺市南区三原台3-1-15

子ども達と共に楽しい時間を過ごしましょう。教育・保
育現場で力の発揮をしましょう。三原台こども園

http://www.hakusui.jp/

泉北高速鉄道線 「泉
ケ丘」駅より徒歩約15
分

（福）よしみ会
堺市南区茶山台3-23-1 大阪府初の老人ホームとの複合保育施設です。年齢

別保育室なし。森を目指した園庭。未来型保育を体験
して下さい。泉北園

http://www.senbokuen.ed.jp

泉北高速鉄道線 「泉
が丘」駅より徒歩約
20分

（福）淳心会
堺市南区高倉台3-4-1 将来の進路を決めるには、現場を体験してみることは

とても大切です。保育の世界に関心のある方は是非
参加を。

幼保連携型認定こども園
平和の園 http://www.heiwanosono.ed.jp

泉北高速鉄道線
「栂・美木多」駅より
南海バス 「庭代台セ
ンター」下車 徒歩約2
分

（福）ひなぎく会
堺市南区庭代台2-9-38

よく食べ、よく遊ぶ元気いっぱいのこども園です。パ
ワーあふれる子ども達と一緒に過してみませんか？幼保連携型認定こども園

ひなぎくこども園

泉北高速鉄道線
「栂・美木多」駅より
御池台廻りバス 「御
池台センター」下車す
ぐ

（福）まほろば
堺市南区御池台1-26-1 当園の体験学習や実習受け入れのねらいは、当園で働きたい

と思える様な対応をする事を基本としています。どうぞかわいい
子どもたちの元気な姿を実感して、将来へのなにかのきっかけ
になればと思います。楽しみにお待ちしています。

幼保連携型認定こども園
御池台こども園 http://www.mahoroba.vc/miikedaihoikuen/

泉北高速鉄道線 「光
明池」駅より、南海バ
ス 「城山台1丁」より
徒歩約2分

（福）美多弥福祉会
堺市南区美木多上3075

芝生の園庭でとてもかわいい乳児保育園です。楽しい
体験をしてみませんか。ベビーセンターいっちん保育園

泉北高速鉄道線 「光
明池」駅より バス「城
山台1丁」下車 徒歩
約5分

（福）美多弥福祉会
堺市南区美木多上53-1

就学前の子どもたちをお預かりしています。通常保
育、行事等のお手伝いをして頂きます。美木多いっちん保育園

https://www.facebook.com/mikita.icchin



受入事業所一覧[堺市地域]

事務所番号 〒 担当者 体験期間① 体験期間② 体験期間③

連絡先 人数① 人数② 人数③

HP

Ｋ020 590-0822 横山　和美 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-244-7820 3人 3人 3人

Ｋ144 590-0829 秋山　洋子 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-241-3448 2～3人 2～3人 2～3人

Ｋ154 590-0982 山岨　聖 8/1～8/12 8/13～8/31

072-282-7000 3人 3人

Ｋ168 591-8001 加藤　富佐 7/25～7/29 8/1～8/5

072-253-3525 3～5人 3～5人

Ｋ055 591-8021 増永　安江 7/21～8/12 8/22～8/31

072-255-7920 4人 4人

Ｋ117 591-8022 後藤　裕子 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-252-7750 3人 3人 3人

Ｋ123 591-8022 井本　祐紀子 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-269-4406 5人 5人 5人

Ｋ125 591-8025 山下　美津子 7/25～7/29

072-256-1333 4人

Ｋ133 591-8032 前田　泉穂 7/21～8/8

072-230-4417 2人

Ｋ185 591-8044 松葉　万智子 8/1～8/5

072-257-0573 3人

南海高野線 「堺東」
駅より 南海バス「塩
穴通り」下車 徒歩約
7分

（福）堺中央共生会
堺市堺区協和町3-275

若い人達が子ども達と関わってくれるのは、子ども・職
員ともとても嬉しいです。待っています。しおあなの森保育園

交通アクセス事業者名
所在地

メッセージ
事業所名

阪堺阪堺線 「東湊」
駅より徒歩約5分

（福）まほろば
堺市堺区東湊町5-273 将来こども園で働きたいと思っている方、または子ど

もが好きで触れ合ってみたいと考えている高校生の皆
さん、一度体験してみませんか？

幼保連携型認定こども園
湊こども園

南海空港線 「堺」駅、
「七道」駅より徒歩約
15分

（福）やまびこ会
堺市堺区海山町5-195-3

かわいい子ども達と共に過ごし、保育者という仕事の
素晴らしさを是非体験して下さい。三宝こども園

地下鉄御堂筋線 「北
花田」駅より徒歩約
10分

（福）堺常磐会
堺市北区常磐町3-18-5

未来に伸びる子ども達の育成と、よき地域社会をつく
るために、一緒にがんばりましょう。ときわこども園

地下鉄御堂筋線 「新
金岡」駅より徒歩約
10分、南海バス 「北
区役所前」下車 徒歩
約8分

（福）コスモス
堺市北区新金岡町4-6-1 保育の仕事を通して自分自身も成長できる仕事です。

楽しくやりがいのある保育現場を是非体験して下さ
い。いづみ保育園

http://www.sakaicosmos.net/kodomo/izumi/

南海りんかんサンラ
イン線 「白鷺」駅より
徒歩約5分

（福）金岡会
堺市北区金岡町1634-1 明るくアットホームな職場です。子ども達の元気な笑

顔に囲まれて、保育士の仕事の楽しさや、やりがいを
体験して下さい。

幼保連携型認定こども園
がんば白鷺保育園

南海りんかんサイライ
ン線 「白鷺」駅より徒
歩約10分 地下鉄御堂
筋線 「中百舌鳥」駅よ
り徒歩約15分

（福）堺暁福祉会
堺市北区金岡町2093 体験を通して幼児期の自分を振り返る、又、先生（高

校）からみた今の自分は？・・・という様に視点を変え
て考える機会にして欲しいと思います。

幼保連携型認定こども園
かなおか保育園 http://www.akatsuki.or.jp/

地下鉄御堂筋線 「新
金岡」駅より徒歩約
10分

（福）あゆみ会
堺市北区長曾根町1228

保育士のお仕事はとてもやりがいのある楽しいお仕
事です。ぜひ一度体験してみて下さいね。アンパス保育園

地下鉄御堂筋線 「な
かもず」駅より徒歩約
5分

（福）夢の樹 堺市北区百舌鳥梅町1-16-
1 子どもを育てる仕事は未来をつなげるすばらしい仕事

です。ろばのこ保育園
http://www.robanoko.jp/

JR阪和線 「堺市」駅
より徒歩約5分

（福）朋友会
堺市北区中長尾町2-5-22

乳幼児の子ども達の発達と生活を学んで下さい。
ビクトリー保育園　認定こども園

http://victory2001.com/



受入事業所一覧[堺市地域-北摂地域]

事業所番号 〒 担当者 体験期間① 体験期間② 体験期間③

連絡先 人数① 人数② 人数③

HP

Ｋ018 593-8312 筒井　智子 7/21～8/31

072-271-0753 5人

Ｋ088 593-8325 水内　幹彦 7/21～8/31

072-272-0010 6人

Ｋ074 593-8328 辻 文 7/21～8/31

072-266-3070 2人

Ｋ007 599-8123 廣谷　和子 7/25～7/29 8/1～8/5 8/16～8/20

072-235-1521 2～3人 2～3人 2～3人

Ｋ157 599-8126 尾尻　民 7/25～7/29 8/1～8/5

072-239-5515 2人 2人

Ｋ036 599-8235 高橋　学 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-278-8055 2人 2人 2人

Ｋ119 599-8247 松岡　聡子 8/1～8/13 8/15～8/31

072-234-8111 1人 2人

Ｋ109 599-8251 森泉　京子 7/25～7/29 8/22～8/26

072-279-1266 1人 1人

Ｋ096 599-8272 関口　美都 7/21～8/31

072-278-0260 5人

Ｋ058 567-0036 坂手　佳子 7/21～7/27

072-627-5200 3人

ＪＲ阪和線 「鳳」駅よ
り徒歩約20分 南海
バス 「石橋」下車 徒
歩約10分

（福）サン・アス会
堺市西区草部336-4

子どもたちと一緒に待っています。
サン子ども園福泉園

交通アクセス事業者名
所在地

メッセージ
事業所名

JR阪和線 「鳳」より
徒歩約15分

（福）ちぐさの森
堺市西区鳳南町3-199-20

とてもやりがいのある仕事です。子ども達と楽しいひと
ときを一緒にすごしましょう。おおとり保育園

JR阪和線 「津久野」
駅より徒歩約10分

（福）ちぐさの森
堺市西区鳳北町10-100-1 0歳児から5歳児までの子どもたちと一緒に生活をしま

す。保育士の仕事を経験し将来の夢につなげて下さ
い。みんなの保育園

南海高野線 「北野
田」駅より東へ徒歩
約10分

（福）徳風会
堺市東区北野田886-1

定員220名。元気なこどもたちがいっぱいです。楽しい
ですよ！北野田こども園

南海りんかんサンライ
ン線 「北野田」駅より
徒歩約20分 南海バス
「西小学校前」 下車徒
歩約２分

（福）堺ひかり会
堺市東区大美野134-18

未来を担う子ども達の育成です。やりがいのある仕事
なので、ぜひ体験してみて下さい。登美丘西こども園

http://www.ans.co.jp/n/tomiokanishi/

泉北高速鉄道線 「深
井」駅より徒歩約14
分

（福）稲穂会
堺市中区深井東町2655

0歳児～5歳児までの教育・保育を行なっています。子
育て経験してみませんか？幼保連携型認定こども園

さかい・つくしこども園 http://www.sakai-tukushi-kodomoen.jp

泉北高速鉄道 「深
井」駅より徒歩約7分

（福）愛育社
堺市中区東山77-51 0歳児から5歳児の教育・保育全般についての補助活動及

び支援を行って頂きます。積極的に子ども達と関わり、
様々な体験を通して園の実際の様子を理解して頂けたら
と思います。

久世こども園
http://www.aiikusya.or.jp/k-top.html

泉北高速鉄道線 「深
井」駅より徒歩約25
分

（福）南湖会
堺市中区平井482

笑顔いっぱいで子どもが大すきな学生さんを待ってい
ます。まつのみこども園

泉北高速鉄道線 「深
井」駅より徒歩約10
分

（福）ゆずり葉会
堺市中区深井中町1384-2

子どもと触れあうことにより子育ての楽しさを体験して
下さい。深井保育園

JR東海道本線 「茨
木」駅より徒歩約15
分

（福）穂積福祉会
茨木市上穂積2-3-45

子どもとかかわれる、すてきな仕事です。
ほづみ保育園



受入事業所一覧[北摂地域]

事業所番号 〒 担当者 体験期間① 体験期間② 体験期間③

連絡先 人数① 人数② 人数③

HP

Ｋ148 567-0037 小西　美由紀 7/25～7/30 8/1～8/6

072-627-2021 1人 1人

Ｋ158 567-0806 岸本 7/25～7/29 8/2～8/6 8/22～8/26

072-626-1606 1人 1人 1人

Ｋ068 567-0824 木村　優人 7/21～7/27 7/28～8/3 8/4～8/10

072-635-4500 3人 3人 3人

Ｋ039 567-0825 江見 7/21～7/27 7/28～8/3 8/4～8/10

072-635-8477 6人 6人 6人

Ｋ017 567-0827 大森　久仁子 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-665-6500 2人 2人 2人

Ｋ047 567-0861 波多野　直子 7/21～7/26 8/1～8/5 8/22～8/26

072-632-5821 1人 1人 1人

Ｋ171 567-0868 西山　智子 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-638-9191 2人 2人 2人

Ｋ138 567-0895 坂本　容子 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-632-6669 5人 5人 5人

Ｋ139 567-0895 三角　知子 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-646-8333 5人 5人 5人

ＪＲ東海道本線 「茨
木」駅より徒歩約10
分

（福）穂積福祉会
茨木市上穂東町1-13 かわいい子どもたちと一緒に遊びませんか？生活の

様子も見てもらいながら、将来の職業につなげるチャ
ンスにして下さい。なかよしわんぱく保育園

交通アクセス事業者名
所在地

メッセージ
事業所名

阪急京都線 「総持
寺」駅より徒歩約10
分

（福）秀幸福祉会
茨木市庄1-3-10

保育士という仕事に関心を持って頂きたいです。（イ
メージではなく具体的に）ちとせ學院庄保育園

阪急京都線 「茨木
市」駅より徒歩約7分

（福）天王福祉会
茨木市中津町14-28

元気一杯の子どもたちが皆さんをお待ちしています。
てんのう中津保育園

阪急京都線 「茨木
市」駅より徒歩約10
分

（福）志陽会
茨木市園田町15-3

子どもが好きで、元気いっぱいの学生さんの参加をお
待ちしております。ひだまり保育園

阪急京都線 「茨木
市」駅より徒歩約8分

（福）裕榮福祉会
茨木市稲葉町16-14 一人ひとりを大切にし、自分が愛されている実感をも

ち、豊かなあそびを通して自発的主体的に活動する意
欲を持ち家族のように感じられる保育をしています。花たちばな保育園

http://www.hana2013.ed.jp/

阪急京都線 「南茨
木」駅より徒歩約5分

（福）裕榮福祉会
茨木市東奈良2-8-21

お弁当持参の場合は、2名でも可能です。認定こども園
玉櫛たちばな保育園 http://www.ans.co.jp/n/tamakushitachibana

阪急京都線 「南茨
木」駅から徒歩約5分

（福）秀幸福祉会
茨木市沢良宜西1-10-31 定員80名程の小さな保育園です。縦割り保育で異年

齢の子ども達が混じり合って過ごすアットホームな雰
囲気の園です。

認定こども園
ちとせ學院Due南茨木

阪急京都線 「南茨
木」駅より徒歩約10
分

（福）つつみ会
茨木市玉櫛1-3-1

楽しい体験をし、保育に興味を持ってもらい、やりがい
の有る大切な保育の仕事に就いてもらいたい。たんぽぽ学園

http://www.tanpopohoikuen.ed.jp

阪急京都線 「南茨
木」駅より徒歩約10
分

（福）つつみ会
茨木市玉櫛2-11-24

楽しい体験をし、保育に興味を持ってもらい、やりがい
の有る大切な保育の仕事に就いてもらいたい。たんぽぽｔｒｉａｎｇｌｅ学園

http://www.tanpopohoikuen.ed.jp



受入事業所一覧[北摂地域]

事業所番号 〒 担当者 体験期間① 体験期間② 体験期間③

連絡先 人数① 人数② 人数③

HP

Ｋ034 569-0027 藪口　実香 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-676-1064 2人 2人 2人

Ｋ112 569-0083 清家　伊織 7/21～8/31

072-662-6700 6人

Ｋ086 569-0822 坂本　玉器 7/25～7/29 8/22～8/26

072-673-7015 2人 2人

Ｋ059 569-0846 川畑 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-678-6925 4人 4人 4人

Ｋ099 569-0851 有長　太一 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-693-8531 2人 2人 2人

Ｋ057 569-1025 川畑　弘二 7/21～8/31

072-689-8720 4人

Ｋ035 569-1032 濱崎　格 7/25～7/29 8/1～8/12 8/16～8/31

072-687-7237 5人 5人 5人

Ｋ070 569-1131 上田　昭子 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-681-8246 3人 3人 3人

Ｋ071 564-0024 吉川　幸志 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

06-6383-2640 2人 2人 2人

Ｋ063 564-0051 工藤、山口 7/21～7/31

06-6384-4038 2人

阪急京都線 「高槻
市」駅より 市営バス
「六中西」下車 徒歩
約1分

（福）久護福祉会
高槻市天川新町10-28 少子化の為、お兄さんお姉さんとふれあい遊ぶ機会も

少なく、又赤ちゃんにもふれながら成長の過程を楽し
んでもらいたい。大冠保育園

交通アクセス事業者名
所在地

メッセージ
事業所名

阪急京都線 「高槻
市」駅 JR東海道本線
「高槻」駅より バス
「六中前」下車 徒歩
約1分

（福）満寿園
高槻市永楽町10-2

大阪府北部、高槻市にある定員90名の保育園です。
元気いっぱいの子どもたちに会いに来てください。天川保育園

http://www.eonet.ne.jp/~amakawa

JR東海道本線 「高槻」駅、
「摂津富田」駅、阪急京都
線 「高槻市」駅、「富田」駅
より徒歩約30分、阪急京都
線 「高槻市」駅よりバス
「津之江」下車 徒歩約10分

（福）育成福祉会
高槻市津之江町1-37-9

是非とも保育士という職業に興味を持って頂き、卒業
後の就職先に選んで下さい。認定こども園　津之江さくら保育園

http://sakurahoikuen.net

阪急京都線 「茨木
市」駅より 阪急バス
「柱本団地」下車 徒
歩約1分

（福）たつみ会
高槻市柱本新町10-1

こどもたちと夏の遊びを楽しみましょう。
柱本保育園こども未来学舎

http://www.hashiramotohoikuen.jp/

阪急京都線 「総持
寺」駅より徒歩約7分

（福）大阪厚生福祉会
高槻市南総持寺町7-4

保育士に興味のある高校生、体験を通して将来の夢
へつなげて下さい。南総持寺保育園

JR京都線 「高槻」駅
より 高槻市バス 「芝
谷町」下車 徒歩約1
分

（福）たつみ会
高槻市芝谷町19-7

こどもたちと楽しくあそびながら有意義な体験をしてく
ださい。認定こども園

聖ヶ丘保育園こども未来学舎 http://www.hijirigaokahoikuen.jp/

JR京都線 「高槻」駅
高槻市バス「浦堂」下
車徒歩約5分

（福）照治福祉会
高槻市宮之川原4-3-1

できるできないで評価をせず、ひとりの人として存在を
認めるかかわりをしています。浦堂認定こども園

http://uradouhoikuen.com/

JR東海道本線 「高
槻」駅より 高槻市バ
ス 「郡家本郷」下車
徒歩約3分

（福）清美福祉会
高槻市郡家本町26-4 保育園を知ってもらう良い機会かと思います。子ども

たちの笑顔に囲まれて楽しくすごしましょう。ぜひお待
ちしています。郡家保育園

JR東海道本線 「吹
田」駅より徒歩約10
分、阪急京都線 「相
川」駅より徒歩約15
分

（福）こばと会
吹田市高城町20-6 職業体験大歓迎です！保育士さんに保育園での仕事

内容を色々と聞ける機会ですので、ぜひお越しくださ
い。こばと保育園

http://www.kobatokai.jp/kobatohoiku/index.html

地下鉄御堂筋線 「江
坂」駅より徒歩約8分

（福）稲荷学園
吹田市豊津町38-1

子どもが好きな人、将来保育士に興味がある人、熱烈
歓迎です。まずは気軽にお問い合わせ下さい。稲荷学園

http://www.inari-gakuen.com/



受入事業所一覧[北摂地域]

事業所番号 〒 担当者 体験期間① 体験期間② 体験期間③

連絡先 人数① 人数② 人数③

HP

Ｋ090 564-0073 熊井　茂治 7/21～8/10 8/17～8/30

06-6388-1821 3人 3人

Ｋ016 564-0083 武内　慎吾 7/25～7/29 8/1～8/5

06-6388-0619 2人 2人

Ｋ030 565-0815 大村　まり子 7/21～8/5 8/23～8/31

06-6876-4154 5人 5人

Ｋ196 565-0816 林　由紀子 8/1～8/5 8/22～8/26

06-6878-5551 3人 3人

Ｋ152 565-0824 白崎　香代子 7/25～7/30 8/1～8/6

06-4864-2315 4人 4人

Ｋ043 565-0825 菊池　好枝 7/25～7/29 8/1～8/5 8/2～8/26

06-6876-1550 4人 4人 4人

Ｋ005 565-0852 中谷　敬子 7/21～7/31

06-6170-3301 6人

Ｋ100 565-0855 長田　佐栄子 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

06-6871-2212 5人 5人 4人

Ｋ050 565-0861 久恒　博美 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

06-6835-8400 4人 4人 4人

Ｋ108 565-0863 土肥　寿子 7/25～7/29 8/1～8/5 8/8～8/12

06-6871-0726 2人 2人 2人

阪急千里線 「豊津」
駅より徒歩約10分

（福）千里山山手学園
吹田市山手町2-17-22

保育の職業体験に興味のある方、ぜひ、ご参加くださ
い。幼保連携型認定こども園

千里山やまて学園 http://www.s-yamate.jp/

交通アクセス事業者名
所在地

メッセージ
事業所名

ＪＲ東海道本線 「吹
田」駅より徒歩約10
分

（福）旭ヶ丘学園
吹田市朝日が丘町1-5

保育の職業体験に興味のある方、ぜひ、ご参加くださ
い。旭ヶ丘学園

JR東海道本線 「千里
丘」駅、大阪モノレー
ル線 「宇野辺」駅より
徒歩約15分

（福）光聖会
吹田市千里丘北1-3 0才～5才までの可愛い子どもたちと過ごせる貴重な

体験が出来ます。元気な皆さんをお待ちしておりま
す。蓮美幼児学園千里丘ナーサリー

http://renbi.com

JR東海道本線 「千里
丘」駅より徒歩約15
分

（福）成光苑
吹田市長野東13-5

子ども達の笑顔の中で、一緒に保育士体験しません
か？第二愛育園

http://dai2-aiikuen.org/

ＪＲ東海道本線 「岸
辺」駅・阪急千里線
「南千里」駅より バス
「猪ノ子谷」下車 徒歩
約5分

（福）こばと会
吹田市山田西1-32-12

こどもの成長が見え、やりがいのある仕事です。実際
にこどもとふれあい、今後の進路に役立ててください。さくらんぼ保育園

http://www.kobatokai.jp/about.html

阪急千里線 大阪モノ
レール線 「山田」駅よ
り徒歩約10分

（福）吹田みどり福祉会
吹田市山田北5-15

0歳児～5歳児のクラスに入って、一緒に遊んだり給食
を食べたり、園児の園生活を体験して見ましょう。もみの木千里保育園

阪急千里線「千里山」
駅より徒歩約6分　北
大阪急行「緑地公園」
駅より徒歩約12分

（福）耀き福祉会
吹田市千里山竹園1-24-12 子どもの心を大切に知・徳・体バランス良く、生きる力を育て子

供たちの幸せな自立を目指しながら毎日保育をしています。子
どもが大好きな方、子どもたちと一緒に過ごしてみたい方保育
士体験を千里山キッズでしてみませんか？

保育園千里山キッズ
www.senriyamakids.com

阪急千里線 「南千
里」駅より徒歩約8分

（福）藍野福祉会
吹田市佐竹台2-3-1 夏期間の保育設定内容に参加する。昼食は、子ども

達と一緒に食べ、帰りの集まりまで保育園の1日を体
験する。千里ニュータウン保育園

阪急千里線 「南千
里」駅より 阪急バス
「高野台5丁目」下車
すぐ

（福）玉川学園
吹田市高野台4-2-10

夏季保育期間中です。子どもたちと思う存分遊んで下
さい。玉川学園保育園

北大阪急行南北線
「桃山台」駅より徒歩
約10分 阪急千里線
「南千里」駅より徒歩
約7分

（福）千里聖愛保育センター
吹田市竹見台1-2-1

子ども達は、お兄ちゃんお姉ちゃんが大好き！子ども
とふれあい、保育の楽しさを実感してください。千里聖愛保育センター

http://www.senriseiai.com



受入事業所一覧[北摂地域]

事業所番号 〒 担当者 体験期間① 体験期間② 体験期間③

連絡先 人数① 人数② 人数③

HP

Ｋ187 566-0021 西山 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

06-6317-2466 2～3人 2～3人 2～3人

Ｋ075 566-0023 西島　美奈子 7/19～7/23 8/22～8/26

06-6382-2600 3人 3人

Ｋ169 563-0046 新田 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-754-0084 2人 2人 2人

Ｋ008 560-0002 早川　純子 7/21～7/31 8/21～8/31

06-6854-6015 3人 3人

Ｋ031 560-0045 浦野　千惠子 7/21～8/31

06-6844-1218 6人

Ｋ082 560-0055 竹中　さゆり 7/21～7/31 8/1～8/10 8/16～8/26

06-6848-8611 3人 3人 3人

Ｋ186 560-0085 高山　眞由美 7/25～7/29 8/16～8/20 8/23～8/27

06-6155-1101 3人 3人 3人

Ｋ049 561-0804 安達　晴子 7/25～7/29 8/22～8/26

06-6864-5028 1人 1人

Ｋ019 561-0833 有友 7/21～7/31 8/1～8/5 8/22～8/27

06-6334-9264 3人 2人 2人

Ｋ150 561-0853 出原　大 7/25～7/29 8/1～8/5 8/15～19

06-6862-7611 2人 2人 2人

阪急京都線 「摂津
市」駅より徒歩約5分

（福）桃林会
摂津市南千里丘4-35

子ども達にあそびを通して、たくさんのことを伝えてい
ます。ぜひご参加ください。お待ちしております。みなみせんりおか遊育園

交通アクセス事業者名
所在地

メッセージ
事業所名

阪急京都線 「正雀」
駅より徒歩約10分

（福）成光苑
摂津市正雀4-12-23 元気なこども達と一緒に楽しく過してみませんか？

日々、子ども達と生活する中で、保育をする楽しさや
子どもの成長を感じられる喜びを身近で体験してほし
いと思います。

認定こども園　正雀愛育園

阪急宝塚線 「池田」
駅より徒歩約12分

（学）岡辻学園
池田市姫室町10-1 保育園の子ども達が保育士や友達と関わりながら、ど

のようにすごしているかを知ってもらえたらと思いま
す。姫室保育園

北大阪急行 「千里中央」
駅より徒歩約20分、阪急
バス 「島熊山」下車 徒歩
約3分、モノレール 「少
路」駅より徒歩約10分

（宗）日本聖公会
東豊中聖ミカエル教会 豊中市緑丘2-19-17

将来的に保育士や幼稚園教諭を目指している人を希
望します。聖ミカエル保育園

阪急宝塚線 「蛍池」
駅より徒歩約8分

（福）心音会
豊中市刀根山5-1-21 子ども達に関わるお仕事の楽しさを知って欲しいと思

います。一生懸命学ぶ気持ちで来て下さい。待ってい
ます。刀根山こころ保育園

http://www.kokoro-hoikuen.com

大阪モノレール線
「柴原」駅より徒歩約
5分

（福）あけぼの会
豊中市柴原町2-14-1 0～2歳児対象の保育園です。子ども達と一緒に散歩

に行ったり、食事をしたりして楽しく過してみません
か？あけぼのひだまり保育園

http://akebonokai.net/

阪急千里線 「南千
里」駅より徒歩約20
分 北大阪急行南北
線 「桃山台」駅より徒
歩約15分

（福）あけぼの事業福祉会
豊中市上新田4-18-3 保育士に興味があり、将来保育の道も視野にある方、

一度保育園に来て子ども達の生活の様子を見てみま
せんか？あけぼのドロップス

http://akebono.ed.jp/drops/

阪急宝塚線 「曽根」
駅より徒歩約7分

（宗）日本バプテスト同盟
曽根キリスト協会 豊中市曽根南町1-6-7

保育士の仕事を体験してみてください。
ひかり保育園

http://toyonakahikarihoikuen.jp/index.html

阪急宝塚線 「庄内」
駅より徒歩約15分
阪急バス園田行「島
江」より徒歩約5分

（学）庄内神社学園
豊中市庄内幸町5-22-1

子どもと関わる楽しさ、子ども自身の発想のおもしろさ
を体験してください！幼保連携型認定こども園

庄内こどもの杜幼稚園 http://www.shonai.or.jp/

阪急宝塚線 「服部天
神」駅より徒歩約10
分

（福）夢工房
豊中市服部南町5-6-9

保育園は、子どもたちの夢を育む仕事をしています。
ぜひ皆さんも夢を持って体験にいらしてください。夢の鳥保育園

http://www.yumekoubou.or.jp/hoiku/yumetori/page1/main.html



受入事業所一覧[北摂地域－河北地域]

事業所番号 〒 担当者 体験期間① 体験期間② 体験期間③

連絡先 人数① 人数② 人数③

HP

Ｋ092 561-0864 酒井 7/21～7/26 8/6～8/12

06-6856-1679 2人 2人

Ｋ184 561-0874 杉岡　起久子 7/21～7/25 8/4～8/8 8/25～8/29

06-6867-0711 3人 3人 3人

Ｋ056 561-0884 得　喜成 7/25～7/29 8/1～8/9 8/16～8/24

06-6843-5431 2～3人 2～3人 2～3人

Ｋ038 562-0001 中村　ゆみ 7/25～7/29 8/8～8/12 8/15～8/19

072-723-5252 2人 2人 2人

Ｋ025 576-0043 近藤　陽子 7/25～8/5 8/17～8/26

072-891-6203 3人 3人

Ｋ173 576-0052 端野　秀人 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-893-1900 2人 2人 2人

Ｋ163 575-0013 西岡　恵 8/1～8/5 8/15～8/19 8/22～8/26

0743-78-0133 3人 3人 3人

Ｋ142 575-0021 野口　稔恵 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-879-2003 3人 3人 3人

Ｋ027 570-0002 松本　喜代子 7/21～7/27 8/1～8/5 8/22～8/26

06-6902-3173 3人 3人 3人

Ｋ024 570-0005 山新田　敦子 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

06-6909-0061 4～5人 4～5人 4～5人

阪急宝塚線 「岡町」駅よ
り徒歩約15分、阪急宝塚
線 「豊中」駅 「曽根」駅
北大阪急行南北線 「桃
山台」駅より バス 「熊野
田小学校前」下車すぐ

（福）あおば福祉会
豊中市夕日丘1-13-15 一度こどもたちと生活やあそびを共にすることで、こどもた

ちの感性や友だち同士の関わり合いの中で、育っていくこ
とを発見したり、喜びにつながる体験ができることを願って
います。

おひさま保育園

交通アクセス事業者名
所在地

メッセージ
事業所名

阪急宝塚線 「曽根」
駅より徒歩約8分

（福）あけぼの事業福祉会
豊中市長興寺南2-8-16 将来、保育の仕事に就きたい、又は保育の仕事を知

りたいと考えている方、是非子ども達の生活を見て下
さい。お待ちしています。あけぼのぶんぶん

http://www.akebono.ed.jp/bunbun

阪急宝塚線 「岡野」
駅より徒歩約5分

（福）愛成会
豊中市岡町北3-5-18

保育園での職業体験を通じて、将来の進路の選択肢
の一つとして考えていただければ幸いです。おかまち保育園

阪急箕面線 「箕面」
駅より徒歩約10分

（福）あおば福祉会
箕面市箕面5-12-30

保育の職場体験を通して、保育の楽しさを感じ、保育
の仕事への関心を持ってもらえればと思います。箕面保育園

京阪交野線 「郡津」
駅より徒歩約3分

（福）明徳園
交野市松塚11-10

「ピアノが上手・子どもが好き」だけで保育士にはなれ
ません。ここでの体験を通して進路を決めて下さい。交野保育園

http://katano.mypl.net/shop/00000317074/

京阪交野線 「交野
市」駅より徒歩約13
分

（福）昭陽福祉会
交野市私部1-51-1 一人一人の子どもの成長を見守り、伸び伸びと過ご

せるように保育しています。そんな保育を体験してみ
て下さい。私部保育園

近鉄奈良線 「生駒」
駅より 奈良交通バス
「田原台センター前」
下車 徒歩約3分

（福）恵由福祉会
四條畷市田原台7-1-7

保育・教育の仕事の楽しさや、やりがいを是非体験し
に来て下さい。田原台ひまわりこども園

http://tawaradai.keiyufukushikai.com

ＪＲ学研都市線 「四
條畷」駅より 近鉄・京
阪バス 「東小学校
北」下車すぐ前

（福）清松会
四條畷市南野6-9-70 保育士をめざして積極的に職業体験に臨み、こども達

とふれ合うことで目標設定を確固たるものにして下さ
い。畷アサヒヶ丘保育園

地下鉄谷町線 「大
日」駅より徒歩約5
分、京阪バス 「佐汰
天神前」下車 徒歩約
1分

（福）来迎寺学園
守口市佐太中町6-53-12

子どものことが大好きな皆さんと共に保育ができるこ
とを楽しみにしています！来迎寺学園

http://raikojigakuen.jp

京阪本線 「守口」駅
より徒歩約15分　地
下鉄谷町線「守口」駅
より徒歩約10分

（福）白鳩会
守口市八雲中町1-22-3

5日間の体験を休まずやり遂げて頂き、子ども、子育
てに関心を持っていただければと思います。白鳩チルドレンセンター八雲中



受入事業所一覧[河北地域]

事業所番号 〒 担当者 体験期間① 体験期間② 体験期間③

連絡先 人数① 人数② 人数③

HP

Ｋ021 570-0011 市橋　智昭 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

06-6901-2400 3人 3人 3人

Ｋ076 570-0012 邨橋　義博 7/25～7/29 8/1～8/5 8/8～8/13

06-6901-2763 3人 3人 3人

Ｋ161 570-0062 保富 7/21～8/6 8/22～8/31

06-6996-0301 3人 3人

Ｋ162 570-0072 道旗　理恵 7/25～7/29 8/1～8/5

06-6991-2441 2人 2人

Ｋ087 572-0022 竹馬　のぶえ 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-833-0020 2人 2人 2人

Ｋ128 572-0027 西邨　明美 7/25～7/29 8/22～8/26

072-829-0800 2人 2人

Ｋ033 572-0051 水崎　教夫 7/21～8/5 8/22～8/31

072-827-5544 5人 5人

Ｋ195 572-0058 長田 8/1～8/5

072-838-0415 2人

Ｋ200 572-0061 水崎　隆司 7/21～8/31

072-829-0948 3～5人

Ｋ103 572-0076 松岡　幸進 7/25～7/29 8/1～8/5

072-838-1515 1～2人 1～2人

地下鉄谷町線 「大
日」駅より徒歩約15
分

（福）一乗寺学園
守口市金田町1-48-18

元気な子どもたちと楽しい時間を過ごしてみません
か？認定こども園　一乗寺学園

交通アクセス事業者名
所在地

メッセージ
事業所名

京阪本線 「大和田」
駅より徒歩約20分 京
阪バス 「大久保中央
公園」下車徒歩約3分

（福）たちばな福祉会
守口市大久保町4-1-20

こども達と関わる喜びを体験してください。
たちばな東こども園

http://www.tachibanahigashi.ed.jp

京阪本線 「土居」駅
より徒歩約7分

（福）恵由福祉会
守口市馬場町1-7-18 子ども達のかわいい笑顔に囲まれて「保育教諭」とい

う職業を体験してみませんか？連絡おまちしていま
す。高瀬ひまわりこども園

http://takase.keiyufukushikai.com

京阪本線 「守口市」駅
より徒歩約5分 「土居」
駅より徒歩約4分 地下
鉄谷町線 「太子橋今
市」駅より徒歩約7分

（福）恵由福祉会
守口市早苗町6-19 心の力・体の力・学ぶ力を教育目標にし、「立腰」を始

めとする躾の教育と身体と心を育てることの大切さを
伝えています。土居ひまわりこども園

京阪本線 「香里園」
駅より徒歩約15分

（福）寝屋川めぐみ園
寝屋川市緑町13-20 0才～就学前まで100名定員の保育園です。子ども達

とたくさん遊び触れ合う中で、子ども達の心をつかん
でください。寝屋川めぐみ保育園

京阪本線 「香里園」
駅より徒歩約15分

（福）たちばな会
寝屋川市石津東町20-20 保育士は将来を担う大切なこどもたちを育てる重要な

お仕事です。体験に来て頂いて是非保育士のお仕事
について下さい。石津保育園

http://www.neyagawashi-ishizuhoikuen.jp

京阪本線 「萱島」駅
より徒歩約15分、京
阪本線 「寝屋川市」
駅より徒歩約20分

（福）なかよし福祉会
寝屋川市高柳5-28-1

未来を担う子ども達を養護教育する仕事は大変意義
ある、またやり甲斐のある職業のひとつです。すずらん保育園

www.suzuranhoikuen.net/

京阪本線 「萱島」駅
より徒歩約20分 京阪
バス 「旭町公園」下
車すぐ

（福）聖育福祉会
寝屋川市黒原橘町14-23 保育園での職業体験は、自分の過去の振りかえりに

なり未来に向かってのエネルギーになると思います。
お待ちしています。エルミン保育園

http://www.hermine.or.jp/

京阪本線 「寝屋川」
駅より徒歩約10分

（福）なかよし福祉会
寝屋川市長栄寺町6-18

保育の職業体験に興味のある方、ぜひ、ご参加くださ
い。寝屋川なかよし保育園

http://www.nakayoshi-hoikuen.com

京阪本線 「寝屋川
市」駅より 京阪バス
「仁和寺」下車 徒歩
約1分

（福）東仁福祉会 寝屋川市仁和寺本町3-12-
20

保育士を目指す第1歩です。
こまどり保育園

http://www.ans.co.jp/n/komadori/



受入事業所一覧[河北地域]

事業所番号 〒 担当者 体験期間① 体験期間② 体験期間③

連絡先 人数① 人数② 人数③

HP

Ｋ116 572-0077 水原　千賀子 7/25～7/29 8/1～8/5

072-827-5555 2～3人 2～3人

Ｋ127 572-0810 都間　多香子 8/1～8/5

072-822-3935 5人

Ｋ181 572-0831 中山　ちあき 7/21～8/10

072-821-2150 2人

Ｋ022 572-0836 宮﨑　陽子 7/27～8/1 8/3～8/8 8/24～8/29

072-821-0126 2人 2人 2人

Ｋ176 574-0011 山下　綾子 7/21～7/27 7/28～8/3 8/22～8/26

072-878-4121 5人 5人 5人

Ｋ105 574-0017 乾 7/21～7/31

072-879-2777 3人

Ｋ174 574-0045 若仁　麻美 7/25～7/29 8/8～8/13 8/15～8/19

072-874-2371 2～3人 1～2人 2～3人

Ｋ197 573-0011 中村　幸平 7/25～7/29 8/1～8/5

072-840-2780 10人 10人

Ｋ032 573-0042 田中 7/20～8/26

072-849-3388 3人

Ｋ046 573-0047 白神（シラガ） 7/21～7/21

072-845-2130 1人

京阪本線 「寝屋川
市」駅より バス 「葛
原」下車 徒歩約5分

（福）寝屋川聖和福祉会
寝屋川市点野4-1-32 子どもたちと一緒にうたやふれあい遊びをしたり、元

気な子どもたちと一緒に色々な体験を楽しんで下さ
い。ゆりかご保育園

http://www.ans.co.jp/n/yurikagohoikuen/top.html

交通アクセス事業者名
所在地

メッセージ
事業所名

京阪本線 「寝屋川
市」駅より徒歩約20
分

（福）東仁福祉会
寝屋川市堀溝北町25-1

明るく元気なこども達と一緒に楽しくすごして下さい。
しらゆり保育園

京阪本線 「寝屋川
市」駅より徒歩約7分

（福）豊野保育園
寝屋川市豊野町2-36

実際に体験して、子どもとすごす楽しさ、やりがいを感
じて下さい。豊野保育園

京阪本線 「寝屋川
市」駅より徒歩約5分

（福）聖森会
寝屋川市木田町2-8

保育士の仕事を体験して、より多くの方が保育士を目
指して欲しいです。たちばな保育園

JR学研都市線 「野
崎」駅より徒歩約8分

（福）引法会
大東市北条1-21-36 赤ちゃん（0歳児）から小学校入学する前までのこどもが約100

名の幼保連携型認定こども園です。夏季なので、プール遊びや
園庭での自由遊びが多くなります。実習生や保護者の人、そし
て他のクラスの先生との対話も活発で明るい雰囲気の園です。

認定こども園
大東わかば保育園 http://www.eonet.ne.jp/~wakaba-hoikuen/

JR学研都市線 「四條
畷」駅より徒歩約12
分

（福）楠会
大東市津の辺町4-11

元気いっぱいの子どもたちと、楽しく保育をしていま
す。ぜひ体験に来てみてください。お待ちしています。大東みのり保育園

JR学研都市線 「住
道」駅より徒歩約20
分

（福）聖心会
大東市太子田2-14-15

かわいい子どもたちの笑顔に囲まれて、明るい職員と
一緒に保育の楽しさをぜひ体験して下さい。聖心保育園

京阪本線 「枚方市」
駅より 京阪バス 「関
西外国語大学前」下
車徒歩約10分

（福）日本コイノニア福祉会
枚方市中宮山戸町15-1

今年2月に完成した新しい保育園です。
中宮まぶね保育園

http://www.koinonia.or.jp/

京阪交野線 「村野」
駅より徒歩約5分

（福）銀河
枚方市村野西町4-11

子どもたちと楽しく遊んでみませんか？
ギンガ保育園

京阪本線 「枚方市」
駅より 京阪バス 「山
之上」下車 徒歩約3
分

（福）めぐみ会
枚方市山之上4-4-14 毎朝、新しい”いのち”との出会いです。さまざまな人とのかかわりや

支援の中で、保護者や子どもと『私』が育てられます。『人とかかわ
ればかかわるほど私が育つ』そんな素敵なお仕事、それが保育士で
す。さあ、私たちとご一緒に育ち合いましょう！

常称寺保育園
http://www.joshoji.jp/



受入事業所一覧[河北地域]

事業所番号 〒 担当者 体験期間① 体験期間② 体験期間③

連絡先 人数① 人数② 人数③

HP

Ｋ156 573-0064 谷　知樹 7/21～8/3 8/4～8/10 8/25～8/31

072-832-2601 2人 2人 2人

Ｋ015 573-0066 間宮　和歌子 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-846-5566 3人 3人 3人

Ｋ041 573-0084 金田　光江 7/25～7/30 8/1～8/5 8/25～8/31

072-854-5321 8人 8人 8人

Ｋ140 573-0085 佐々木 8/1～8/5

072-833-7777 3人

Ｋ042 573-0093 寺下　元子 7/25～7/30 8/1～8/5 8/25～8/31

072-834-2331 8人 8人 8人

Ｋ051 573-0094 佐伯　明子 8/22～8/26

072-832-1156 2人

Ｋ045 573-0112 中吉　恵美子 7/21～8/31

072-858-0058 2人

Ｋ014 573-0156 亀井　信順 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-851-0022 6人 6人 6人

Ｋ155 573-0161 安達　充代 7/21～8/31

072-857-0234 5人

Ｋ037 573-1104 尾山　智美 7/21～8/31

072-855-5457 2人

京阪本線 「光善寺」
駅より徒歩約５分

（福）めぐみ会
枚方市北中振2-3-47 私たちは「人と人との輪をつなぐネットワークづくり」に

力を注ぎ、新しい時代のニーズに合った保育園として
前進します。蹉跎保育園

交通アクセス事業者名
所在地

メッセージ
事業所名

京阪本線 「光善寺」
駅より徒歩約15分

（福）寝屋川聖和福祉会
枚方市伊加賀西町46-1

保育に興味のある方は是非参加して下さいね。
三矢ゆりかご保育園

http://www.ans.co.jp/n/mitsuyayurikago

京阪本線 「香里園」
「枚方公園」「枚方市」
駅より 京阪バス 「新
香里」下車 徒歩約1
分

（福）聖徳園
枚方市香里ヶ丘4-17-1

子ども達と一緒に遊ぶといろんな発見があって楽しい
ですよ！ぜひ沢山の方の体験をお待ちしています。香里敬愛保育所

http://www.shotokuen.or.jp

京阪本線 「香里園」
駅より 京阪バス 「香
里ケ丘」下車 徒歩約
3分

（福）りんどう福祉会
枚方市香里園東之町21-7 子どもとのふれあいを十分に楽しんでいただき、保育

の楽しさ、大切さを少しでも感じていただけたら、うれ
しいです。香里ヶ丘保育園

http://www.rindofukushikai.or.jp

京阪本線 「光善寺」
駅より徒歩約10分 京
阪バス「東中振」下車
徒歩約1分

（福）聖徳園
枚方市東中振1-12-1

子ども達と一緒に遊ぶといろんな発見があって楽しい
ですよ！ぜひ沢山の方の体験をお待ちしています。中振敬愛保育所

http://www.shotokuen.or.jp

京阪本線 「香里園」
より徒歩約10分

（福）清美福祉会
枚方市南中振2-17-37 かわいい子どもたちと一緒に遊んだり、お散歩に行っ

たり楽しみませんか？元気で明るいお兄さん、お姉さ
ん待ってます！！親愛保育園

http://www.shin-ai-hoiku.com/

JR学研都市線 「長
尾」駅より 京阪バス
「尊延寺」下車 徒歩
約3分

（福）氷室保育園
枚方市尊延寺6-11-1

この体験を機に、保育士の仕事に興味を持って頂け
たら幸いです。氷室保育園

http://www.himurohoikuen.com

ＪＲ学研都市線 「藤
坂」駅から徒歩約2分

（福）ボランテ枚方
枚方市藤阪南町2-26-1

保育の職業体験に興味のある方、ぜひ、ご参加くださ
い。明善保育園

ＪＲ学研都市線 「長尾」
駅より徒歩約１５分
京阪本線 「枚方市」駅よ
り 京阪バス 「長尾中学
校前」下車 徒歩約1分

（福）長尾会
枚方市長尾北町3-2-1 日常保育に参加して頂き、保育士の補助としてお手伝

いをお願いします。水あそびをしたり、子どもたちとたく
さん遊んでください。第２長尾保育園

京阪本線 「楠葉」駅
より徒歩約14分

（福）ラ・サール福祉会
枚方市楠葉丘1-19-1 将来保育士になりたいと思っている方や保育園ではど

んな事をしているのだろう？と興味のある方、元気で
明るい方、男女問わずお待ちしています。くずはあけぼの保育園



受入事業所一覧[河北地域]

事業所番号 〒 担当者 体験期間① 体験期間② 体験期間③

連絡先 人数① 人数② 人数③

HP

Ｋ002 573-1122 小北　泰英 7/25～7/29

072-855-5371 2人

Ｋ094 573-1126 園部 7/25～7/29

072-868-5577 3人

Ｋ098 573-1149 田中　信雄 7/25～7/29

072-857-0103 2人

Ｋ188 573-1155 曽我部　千代子 7/21～8/31

072-868-5541 2～3人

Ｋ170 573-1161 森川　美希 7/25～7/29 8/22～8/26

072-855-3916 1人 1人

Ｋ044 573-1173 江籠（エゴ） 7/25～7/30 8/1～8/12 8/15～8/31

072-868-6881 3人 3人 3人

Ｋ199 573-1192 田辺 7/25～7/29 8/1～8/5 8/15～8/19

072-848-1651 2人 2人 2人

Ｋ052 573-1194 酒井　眞澄 7/21～7/26 7/27～8/1 8/2～8/6

072-840-2083 2～3人 2～3人 2～3人

Ｋ165 573-1196 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-848-5734 2人 2人 2人

Ｋ011 571-0011 武田　政子 8/23～8/27

072-885-4310 3人

京阪本線 「楠葉」駅
より徒歩約10分

（福）船橋福祉会
枚方市西船橋1-83-1 子ども達一人ひとりの「気持ち」を大切にし、笑顔で人

間性豊かな子供を育てることを目指し、日々保育をし
ています。船橋保育園

交通アクセス事業者名
所在地

メッセージ
事業所名

京阪本線 「牧野」駅
より徒歩約15分

（福）上島会
枚方市上島東町6-5

かわいい子どもたちが待っています。一緒に保育を楽
しんでみませんか？牧野保育園

京阪本線 「牧野」駅
より徒歩約7分

（福）船橋福祉会
枚方市牧野北町10-40 子ども達一人ひとりの「気持ち」を大切にし、人間性豊

かな子どもを育てることを目指し、日々保育していま
す。北牧野保育園

京阪本線 「牧野」駅
より徒歩約20分
「枚方市」駅より京阪
バス 「招提中町」下
車 徒歩約5分

（福）日本コイノニア福祉会
枚方市招提南町1-3-18

明るく真面目で将来保育士を目指し、社会福祉のお
仕事に励んで下さい。ハレルヤ保育園

京阪本線 「枚方市」
駅より 京阪バス 「田
口」下車 徒歩約5分

（福）交北会
枚方市交北4-1247-1 乳児は育児担当制、幼児は異年齢混合保育を行って

います。夢中になって遊び込める園庭もありますよ。
皆さんが来られるのをお待ちしています。青桐保育園

http://www.aogirihoikuen.com

京阪本線 「牧野」駅
より徒歩約15分

（福）上島会
枚方市小倉町13-16

子どもたちと楽しい時間を過しましょう
小倉保育園

http://osaka.yoiko-net.jp/yoikonet/user/2129/blog/showDetail.do

京阪本線 「枚方市」
駅より徒歩約10分

（福）天の川会
枚方市西禁野2-34-1

実際に保育士として子ども達と過ごす中で、楽しさや
充実感を体験して欲しいと思います。天の川保育園

京阪本線 「御殿山」
駅より徒歩約15分

（福）たんぽぽ福祉会
枚方市中宮北町10-14

保育士の仕事を体験してみてください。たいへんです
が、子どもたちはかわいいし、やりがいがありますよ。枚方たんぽぽ保育園

http://www.watage.jp

京阪本線 「枚方市」
駅より 京阪バス 「中
宮住宅前」下車 徒歩
約3分

（福）たんぽぽ福祉会
枚方市中宮本町1-29 0歳児から2歳児までの乳児保育園です。こどもたちの生活（食

事・排泄・衣類の着脱）の介助・あそびなど、こどもたちがやろう
とする気持ちを大事にして、ひとつひとつ力をつけて成長してい
くところを学んでいただけたらと思います。

つくし保育園

京阪本線 「大和田」
駅より　京阪バス 「門
真団地」下車 徒歩約
10分

（福）門真福祉会
門真市脇田町2-8

かわいい元気な子どもたちと一緒に過ごしてみません
か？待っています。脇田保育園



受入事業所一覧[河北地域－河南地域]

事業所番号 〒 担当者 体験期間① 体験期間② 体験期間③

連絡先 人数① 人数② 人数③

HP

Ｋ130 571-0026 濱田　智 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/27

072-881-3755 2人 2人 2人

Ｋ078 571-0031 秋山 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

06-6908-4529 2人 2人 2人

Ｋ189 571-0046 津嶋　三郎 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

06-6908-2514 1人 1人 1人

Ｋ166 571-0079 佐藤・馬場 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-882-3255 1人 2人 2人

Ｋ191 583-0846 齊藤　和正 7/21～8/31

072-956-6246 10人

Ｋ060 583-0852 牧　有香 7/21～8/10 8/22～8/31

072-950-1105 3人 3人

Ｋ079 583-0852 山本 7/21～8/10 8/20～8/31

072-957-1234 1人 1人

Ｋ009 586-0001 横田　朋子 7/25～7/29 8/1～8/5 8/15～8/19

0721-53-7960 5人 5人 5人

Ｋ193 586-0011 井谷　貴子 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

0721-52-1414 2人 2人 2人

Ｋ028 586-0077 中辻　幸平 7/21～8/31

0721-62-2200 10人

京阪本線 「古川橋」
駅より徒歩約30分
地下鉄長堀鶴見緑地
線 「門真南」駅より徒
歩約15分

（福）晋栄福祉会
門真市北島町12-20

子ども達と笑顔いっぱい、元気いっぱいで遊び、保育
の仕事の楽しさを感じてほしいと思います！智鳥保育園

http://www.chidori.or.jp/hoiku_chidori/index.php/

交通アクセス事業者名
所在地

メッセージ
事業所名

京阪本線 「大和田」
駅、「古川橋」駅より
徒歩約10分

（福）小百合苑
門真市古川町7-3

保育の仕事に興味のある方、子ども達と関わってみた
い方、お待ちしています。ぜひお越し下さい。古川園

京阪本線 「西三荘」
駅より徒歩約3分

（福）愛美会
門真市本町19-5

未知の世界を知るよい機会ですよ。一度体験してみて
はどうですか。門真保育園

京阪本線「大和田」駅
より徒歩約10分

（福）友愛福祉会
門真市野里町41-39 将来の職業として考えている方だけでなく、少しでも体

験したいと思ってる方はどうぞいらして下さい。沢山の
気づきがあります。

幼保連携型認定こども園
おおわだ保育園 http://www.oowada.ed.jp

近鉄長野線 「喜志」
駅より徒歩約15分

（福）坂門ヶ原保育園
羽曳野市東阪田264

保育の仕事は楽しいです。やりがいもあります。
坂門ヶ原保育園

近鉄南大阪線 「古
市」より徒歩約7分

（福）羽曳野市社会福祉協議会
羽曳野市古市2-2-27

保育園での職業体験に興味のある方、お待ちしてい
ます。あおぞら保育園

http://www.hasyakyo.net/aozora/index.html

近鉄南大阪線 「古
市」駅より徒歩約10
分

（福）高屋福祉会
羽曳野市古市7-4-1

広い芝生の園庭で一緒に遊んでくれるお兄ちゃんお
姉ちゃんお待ちしてます！高屋保育園

http://www.takahoi.com

南海高野線 「千代
田」駅より徒歩約15
分

（福）柳風福祉会
河内長野市木戸3-9-1

どんどん来てくださいね。
柳風台保育園

近鉄長野線 「汐ノ宮」
駅より徒歩約3分

（福）たこう福祉会
河内長野市汐の宮町8-39 将来保育士になろうと思ってる高校生のみなさん。とり

あえず小さい子どもが好きと思ってる高校生のみなさ
ん。ぜひ、体験にきて下さい。汐の宮保育園

南海高野線 「三日市
町」駅より 南海バス
「南花台三丁目北」下
車 徒歩約1分

（福）みのり学園
河内長野市南花台6-16-1 ちいさな子どもたちと一緒に遊んでみませんか！？子

ども達の元気なパワーをぜひ感じ取りに来て下さい
ね！！南嶺保育園

http://www.nanrei.com/



受入事業所一覧[河南地域]

事業所番号 〒 担当者 体験期間① 体験期間② 体験期間③

連絡先 人数① 人数② 人数③

HP

Ｋ172 580-0032 岡村　康代 8/1～8/31

072-332-0341 3人

Ｋ113 577-0004 藤本　和恵 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

06-6745-1200 2人 2人 2人

Ｋ129 577-0011 橋元　倍世 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

06-6744-3857 2人 2人 2人

Ｋ104 577-0032 濱口　美紀 7/19～7/23 7/25～7/29 8/1～8/5

06-6789-0200 2人 2人 2人

Ｋ001 577-0037 木田　昌弘 7/25～7/29 8/1～8/5

06-6782-4400 1人 1人

Ｋ183 577-0045 村田　貴美子 7/25～7/29 8/1～8/5

06-6789-8855 3人 3人

Ｋ106 577-0054 大島　律子 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

06-6781-4225 2人 2人 2人

Ｋ054 577-0803 吉岡　敏洋 8/1～8/5 8/22～8/26

06-6723-6200 3人 3人

Ｋ067 577-0804 神通（ジンツウ） 7/25～7/29 8/1～8/5

06-6723-7588 2人 2人

Ｋ122 577-0807 奥山　知也 8/22～8/26

06-6721-7712 2人

近鉄南大阪線 「河内
天美」駅より徒歩約5
分

（福）立青福祉会
松原市天美東8-6-35 生まれて一番初めに団体生活を送る「保育」という現

場で人が人と関わることにより、どれほど成長が早ま
るかをこどもたちを通じて知ることができます。ぜひ体
験を。

天美保育園
http://www.amaho.jp/

交通アクセス事業者名
所在地

メッセージ
事業所名

JR学研都市線 「徳庵」駅
より徒歩約8分
近鉄奈良線 「河内小阪」
駅より 近鉄バス 「徳庵」
下車 徒歩約5分

（福）公共社会福祉事業協会
東大阪市稲田新町2-20-7

一人ひとりの子どもがいきいきと遊べるように個性を
大切にした保育をしています。いなだ保育園

地下鉄中央線 「長
田」駅、近鉄けいはん
な線「荒本」駅より徒
歩約10分

（福）公共社会福祉事業協会
東大阪市荒本北1-5-44 日々、温かく触れ合う中、「人が大好き」な子どもを育

てるお仕事です。笑顔いっぱいの子どもたちから、パ
ワーをもらえます。一緒に保育士体験をしてみません
か。

はるみや保育園

近鉄奈良線 「河内小
阪」駅より徒歩約8分

（福）道信福祉会
東大阪市御厨1-1-18

やる気があり、明るく元気な人歓迎。
うみがめ保育園

近鉄奈良線 「河内小
阪」駅より徒歩約10
分

（福）道信福祉会
東大阪市御厨西ノ町1-1-3 90人定員のアットホームな保育園で元気いっぱいの

子供達と明るい先生達と楽しく保育体験してみません
か？おりづる保育園

地下鉄中央線 「高井
田」駅、JRおおさか東
線 「高井田中央」駅
より徒歩約15分

（福）以和貴会 東大阪市西堤本通東3-3-
27 乳幼児のお世話や関わりを通して、人と交わる喜びを

味わってください。むぎの穂保育園

近鉄奈良線・JRおお
さか東線 「河内永
和」駅より徒歩約5分

（福）公共社会福祉事業協会 東大阪市高井田元町2-12-
5 生活と遊びを通して、豊かな人間関係を構築し、やさ

しさと思いやりを育てます。保育の仕事の楽しさやや
りがいを知ってほしいです。高井田保育所

近鉄奈良線 「八戸ノ
里」駅より徒歩約5分

（福）やまゆり会
東大阪市下小阪5-15-3

未来の宝を育てる仕事に触れてみませんか？心より
お待ちしています。やまゆり保育園

近鉄奈良線 「八戸ノ
里」駅より徒歩約10
分

（福）どんぐり福祉会
東大阪市中小阪5-14-2 散歩や砂あそび等、自然と関わることを大切にしてい

ます。夏は子どもたちの大好きなプールで毎日遊びま
す。どんぐり保育園

http://www.donguri.ed.jp

近鉄大阪線 「長瀬」
駅より徒歩約8分

（福）ひしの美会
東大阪市菱屋西2-4-3

真剣に保育士を目指す方、歓迎します。
ひしの美保育園

http://www.hishinomi.jp/



受入事業所一覧[河南地域]

事業所番号 〒 担当者 体験期間① 体験期間② 体験期間③

連絡先 人数① 人数② 人数③

HP

Ｋ121 577-0814 永原　静子 8/22～8/26

06-6725-3266 2人

Ｋ062 578-0901 中道 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-870-4021 2人 2人 2人

Ｋ061 578-0905 杉生（スギセ） 8/1～8/5 8/22～8/26

072-964-0140 4人 4人

Ｋ089 578-0911 長谷川　弘恵 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-960-3320 2～3人 2～3人 2～3人

Ｋ029 578-0924 森田　知子 7/1～8/31

072-962-5010 5人

Ｋ149 578-0934 湯佐　恵美子 7/21～8/31

072-965-2712 3人

Ｋ080 578-0935 三浦　智恵美 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

06-6724-2069 7人 7人 7人

Ｋ167 578-0941 元宗　ひとみ 7/21～7/30 8/1～8/10 8/18～8/31

072-963-1390 4人 4人 4人

Ｋ159 579-8011 奥林　久美 7/25～7/29

072-985-7725 1人

Ｋ083 579-8027 三浦　春子 7/21～8/10

072-988-3356 2人

近鉄奈良線 「八戸ノ
里」駅より 近鉄バス
「新上小阪」下車 徒
歩約10分

（福）ひしの美会
東大阪市南上小阪4-18

真剣に保育士を目指す方、歓迎します。
ひしの美東保育園

http://www.hishinomi.jp/

交通アクセス事業者名
所在地

メッセージ
事業所名

JR学研都市線 「住
道」駅より徒歩約7分

（福）リボン会
東大阪市加納6-16-6

子どもの笑顔が大好きで明るく元気な方、一度保育に
参加してみて下さい。第二愛保育園

近鉄けいはんな線
「吉田」駅、JR学研都
市線 「住道」駅より
近鉄バス 「川田3丁
目」下車 徒歩約2分

（福）リボン会
東大阪市川田2-27-31

子どもの笑顔が大好きで明るく元気な方、一度保育に
参加してみて下さい。愛保育園

近鉄けいはんな線
「吉田」駅より徒歩約
10分

（福）真優福祉会
東大阪市中新開2-9-21 赤ちゃんから就学前のいろいろな年齢の子ども達と触

れ合い、保育の仕事を経験する中で、ご自身の将来
を考える機会になさって下さい。中新開さつきこども園

http://satsuki-kodomo.com/nakashinkai

近鉄奈良線 「東花
園」駅より徒歩約4分

（福）信光園
東大阪市吉田5-8-2 近鉄奈良線東花園駅の近くにあり園児210名。園庭が

広く夢いっぱいの遊具でいつもこども達の笑顔と歓声
があふれています。認定こども園　花園保育園

近鉄奈良線 「河内花
園」駅より徒歩約20
分 近鉄バス「玉串南
口」下車 徒歩約5分

（福）東大阪市社会福祉協議会
東大阪市玉串町西3-1-50 保育園の社会的役割を知り、保育士の仕事の魅力に

興味関心がもてる環境を提供します。きっと心を動か
す体験ができます。玉串保育園

近鉄奈良線 「若江岩
田」駅、「河内花園」
駅より徒歩約15分

（福）江東会
東大阪市若江東町2-6-1

明るく元気な子ども達と一緒に時間を過しながら、楽し
い保育士体験をしに来てくださいね。エンゼル保育園

近鉄奈良線 「若江岩
田」駅より徒歩約3分

（特活）くるみ会
東大阪市岩田町4-6-14

0～2歳児の保育園です。かわいい園児さんと一緒に
遊んであげて下さい。くるみ保育園

近鉄奈良線 「石切」
駅より徒歩約3分

（福）奥真会
東大阪市東石切町4-15-54 笑顔のかわいい0歳児～5歳児の子供達を預かる保

育園です。ぜひ子どもとふれあい、保育現場の楽しさ
を経験して下さい。石切山手保育園

近鉄奈良線 「額田」
駅、近鉄けいはんな
線 「新石切」駅より徒
歩約10分

（福）玄清会
東大阪市東山町11-7 生命尊重の保育を目標とする仏教園です。園児たち

の日々の成長をみられること、笑顔にいっぱい接しら
れること、保育士の大きなやりがいです。若宮森の子保育園

http://www.genseikai.jp



受入事業所一覧[河南地域]

事業所番号 〒 担当者 体験期間① 体験期間② 体験期間③

連絡先 人数① 人数② 人数③

HP

Ｋ084 579-8027 久松　幸生 7/21～8/10

072-987-2410 2人

Ｋ085 579-8027 杉森　隆志 7/21～8/10

072-981-0300 2人

Ｋ194 579-8061 岡本　純 7/25～7/29 8/1～8/5

072-987-0800 2人 2人

Ｋ048 583-0005 野村　誠二 8/1～8/5

072-931-7333 2人

Ｋ151 582-0021 大家　真理 8/22～8/26

072-978-6825 6人

Ｋ175 581-0037 竹田　真喜子 7/21～7/31 8/1～8/10 8/18～8/31

072-948-8086 3人 3人 3人

Ｋ097 581-0065 山田　早苗 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-994-5170 2人 2人 2人

Ｋ143 581-0076 山本　涼子 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-943-0270 3人 3人 3人

Ｋ006 581-0081 山口 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/29

072-994-7470 12人 12人 12人

Ｋ095 581-0081 山本 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-922-2353 2人 2人 2人

近鉄けいはんな線
「新石切」駅より徒歩
約10分

（福）玄清会
東大阪市東山町7-8 生命尊重の保育を目標とする仏教園です。園児たち

の日々の成長をみられること、笑顔にいっぱい接しら
れること、保育士の大きなやりがいです。西若宮保育園

http://www.genseikai.jp

交通アクセス事業者名
所在地

メッセージ
事業所名

近鉄奈良線 「額田」
駅、近鉄けいはんな
線 「新石切」駅より徒
歩約10分

（福）玄清会
東大阪市東山町17-10 生命尊重の保育を目標とする仏教園です。園児たち

の日々の成長をみられること、笑顔にいっぱい接しら
れること、保育士の大きなやりがいです。若宮保育園

http://www.genseikai.jp

近鉄奈良線 「瓢箪
山」駅より徒歩約20
分 近鉄バス 「下六万
寺2丁目」下車徒歩約
5分

（福）正行福祉会
東大阪市六万寺町2-6-35

心も身体も元気いっぱいの子ども達が一緒にあそぼう
と待っています。さくらいこども園

近鉄南大阪線 「土師
ノ里」駅より徒歩約10
分

（福）そうび会
藤井寺市惣社1-3-28 当園での職業体験を通して、保育の仕事のよろこびや厳

しさを感じていただき、将来の夢や職業、働くことなどにつ
いて考えていただく機会としてお手伝いさせていただきま
す。

惣社保育園

近鉄大阪線 「河内国
分」駅より徒歩約15
分

（福）南河学園
柏原市国分本町7-6-14 夏の暑い期間ですが、少しでも働くというのはどんなも

のか、保育園、保育士の仕事とはどういうものかを
知ってもらえたらと思います。国分保育園

地下鉄谷町線 「八尾
南」駅より徒歩約10
分

（福）真與会
八尾市太田3-163 子ども達の保育はとても大変です。でもその何倍も日々

感動や喜びを味わうことができます。保育の仕事を目指
す方だけでなく、将来父母になられるみなさんがご両親の
気持ちを理解できる機会になればと思っています。

ハッピーチルドレン保育園
http://www2.odn.ne.jp/happy2001

JR大和路線 「久宝
寺」駅より徒歩約15
分

（福）山田福祉会
八尾市亀井町2-6-25

保育の職業体験に興味のある方、ぜひ、ご参加くださ
い。はくちょうこども園

ＪＲ大和路線 「久宝
寺」駅より徒歩約4分

（福）どんぐり福祉会
八尾市南久宝寺3-18-1

子どもたちと接して下さい。保育園は“遊ぶところ”で
はなく、“生活するところ”です。久宝寺保育園

ＪＲ大和路線 「八尾」
駅より徒歩約15分

（福）白水福祉会
八尾市南本町8-2-20

子ども達とふれ合い、将来に役立ててください。
ゆう安中東こども園

JR大和路線 「八尾」
駅より徒歩約10分
近鉄大阪線 「近鉄八
尾」駅より徒歩約10
分

（福）八尾隣保館
八尾市南本町3-4-5

子ども達とたくさん触れ合い、楽しんで体験して下さ
い。キリンこども園



受入事業所一覧[河南地域－泉州地域]

事業所番号 〒 担当者 体験期間① 体験期間② 体験期間③

連絡先 人数① 人数② 人数③

HP

Ｋ073 581-0803 村井 7/25～7/29 8/1～8/5 8/24～8/31

072-924-8801 3人 3人 3人

Ｋ069 581-0847 吉川　左余子 8/1～8/5 8/22～8/26

072-997-0579 2人 2人

Ｋ010 584-0073 藤本　員子 7/21～7/26 7/27～8/2 8/22～8/26

0721-69-7752 3人 3人 3人

Ｋ131 597-0031 北野 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-427-5688 2人 2人 2人

Ｋ065 597-0033 石原　由美子 7/21～8/31

072-427-8969 3人

Ｋ053 597-0043 松下　早苗 7/25～7/29 8/1～8/5

072-433-1319 3人 3人

Ｋ135 597-0053 片山　聖子 7/21～7/27 8/1～8/5 8/22～8/28

072-432-4735 2～3人 2～3人 2～3人

Ｋ126 597-0073 肥田　美雪 8/22～8/26

072-431-2151 2人

Ｋ118 597-0091 濱出　育代 7/21～7/27

072-432-5222 2人

Ｋ160 596-0049 久保　小百合 7/21～7/27 8/1～8/5 8/22～8/26

072-438-8646 6人 6人 6人

近鉄大阪線　「近鉄
八尾」駅より徒歩約3
分

（福）ふじ福祉会
八尾市光町1-38 八尾駅近くにあります。子どもたちも会えるのを楽しみ

にしています。いちど保育園に来て下さい。まってま
す。こどものいえ

http://www.kosodate-web.com/fujifukushikai/kodomonoie/

交通アクセス事業者名
所在地

メッセージ
事業所名

近鉄大阪線 「河内山
本」駅より徒歩約6分

（福）わたぼうし福祉会
八尾市東山本町3-2-9

平成24年11月に開園した、0～才児までの小規模の
保育園です。35名の子どもたちが待っています。八尾たんぽぽ保育園

http://osaka.yoiko-net.jp/yoikonet/user/3075/blog/showDetail.do

南海高野線 「金剛」駅よ
り徒歩約20分　南海バス
「寺池台３丁目」下車 徒
歩約５分　※錦織公園金
剛入口より西に。

（福）光久福祉会
富田林市寺池台2-16-1

身だしなみと言葉遣いに気を付けてください。0歳から
就学前の可愛い子ども達が待っていますよ。寺池台保育園

JR阪和線 「東岸和
田」駅より徒歩約13
分

（福）泉州福祉会
貝塚市久保568 園児との拘りを大切に保育の重要性を認識し、常に希

望と意欲をもって接し、充実した体験を得るよう望みま
す。ひさほ保育園

JR阪和線 「東貝塚」
駅より徒歩約1分

（福）七彩学舎
貝塚市半田1-3-6

職員一同お待ちしております。
パルティ道教寺

JR阪和線 「和泉橋
本」駅より徒歩約15
分、水間鉄道 「石才」
駅より徒歩約5分

（福）貝塚中央福祉会
貝塚市橋本1060-5

こども園の現場を知り、やりがいのある保育教諭の仕
事を体験してください。貝塚中央こども園

http://www.ans.co.jp/n/kaizuka-chuou/

JR阪和線 「和泉橋
本」駅より徒歩約7分
南海空港線 「二色
浜」駅より徒歩約15
分

（福）貝塚南保育園
貝塚市地蔵堂238-1

保育園に来て10年前の自分を思い出してみません
か？子ども達の思い出の中に入ってみませんか？貝塚南保育園

南海空港線 「貝塚」
駅より徒歩約15分

（福）脇浜保育園
貝塚市脇浜3-31-8

未来あるかわいい子ども達と一緒に楽しく過ごしませ
んか。脇浜保育園

http://www.h-waki.com/wakihama/

南海空港線 「貝塚」
駅より徒歩約20分

（福）脇浜保育園
貝塚市二色2-11-1

かわいい子どもたちと一緒に遊びませんか。
おおぞら保育園

ＪＲ阪和線 「東岸和
田」駅、「下松」駅より
徒歩約15分

（福）杉乃木福祉会
岸和田市八阪町3-15-12

専門職として子どもと関わり、関心を高めていただき
たいです。杉乃木保育園



受入事業所一覧[泉州地域]

事業所番号 〒 担当者 体験期間① 体験期間② 体験期間③

連絡先 人数① 人数② 人数③

HP

Ｋ107 596-0073 土金　新治 7/21～8/31

0724-31-3449 4人

Ｋ102 596-0804 永野　文一 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-445-2472 2人 2人 2人

Ｋ064 596-0816 中村　美由紀 7/21～8/31

072-443-6410 1～2人

Ｋ101 596-0834 西田　武史 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-426-6031 3人 3人 3人

Ｋ120 590-0421 永野　三郎 7/21～8/31

072-452-0345 3人

Ｋ141 592-0002 佐藤　春子 7/25～8/26

072-264-3531 5人

Ｋ115 592-0013 酒井　裕子 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-272-8188 3人 3人 3人

Ｋ192 598-0021 神藤　吉伸 8/22～8/26

072-468-0345 3人

Ｋ110 598-0031 田中　亜矢 7/21～8/12 8/17～8/31

072-466-0300 3～4人 3～4人

Ｋ077 598-0034 射手矢　順子 7/21～8/31

072-464-3466 2人

南海空港線 「蛸地
蔵」駅より徒歩約2分

（福）五風会
岸和田市岸城町18-11

自分の原点はここにあります。急がず休まずあきらめ
ず共に遊びましょう。幼保連携型認定こども園

五風会保育園

交通アクセス事業者名
所在地

メッセージ
事業所名

JR阪和線 「久米田」
駅より徒歩約15分

（福）阪南福祉事業会
岸和田市今木町397-1

人間の普遍的で原初の営みを全身で心を傾けて体験
して下さい。八木こども園

JR阪和線 「下松」駅
より 南海バス「光明
小学校前」下車 徒歩
約1分

（福）光明福祉会
岸和田市尾生町560-1

ぜひ遊びに来てください。おまちしています。
光明保育園

JR阪和線 「東岸和
田」駅より 南海バス
「天神山2丁目」下車
徒歩約2分

（福）千喜利会
岸和田市天神山町2-5-1 広い園庭を走りまわったり、常設のプールで楽しく遊んだ

り、乳幼児との関わりから人間・人格形成の基礎となる教
育・保育を体験し、将来における貴重で有意義な経験をし
てほしいと願います。

幼保連携型認定こども園
天神山保育園

JR阪和線　「東佐野」
駅より徒歩約15分

（福）阪南福祉事業会 泉南郡熊取町七山1-1403-
1 保育に関わり、人は一人では生きて行けない、多くの

人々の支えがあるからこそ、自身の存在がある事を実
感して下さい。さくらこども園

南海空港線 「羽衣」
駅より徒歩約10分

（福）南海福祉事業会
高石市羽衣5-1-6

子どもたちから学ぶことがたくさんあります。是非、体
験してください。羽衣保育園

JR阪和線 「富木」駅
より徒歩約8分

（福）徳友会
高石市取石3-4-64

0歳から5歳までの元気なこども達と一緒に、楽しく遊
びましょう。取石認定こども園

JR阪和線 「日根野」
駅より徒歩約5分

（福）日根野福祉会
泉佐野市日根野7277

保育の職業体験でしっかりと学習し、さらなる飛躍を
期待しています。ひねの保育園

南海空港線 「羽倉
崎」駅より徒歩約15
分

（福）幸楽会
泉佐野市東羽倉崎町9-14

子ども達と関わり合うこの仕事はたくさんの出会いが
あります。興味がある方は一度体験してみて下さい。幼保連携型認定こども園

泉佐野すえひろ保育園 http://www.ans.co.jp/u/kouraku/

南海空港線 「泉佐
野」駅、JR阪和線
「日根野」駅より徒歩
約22分

（福）あおい会
泉佐野市長滝4067

大人も子どもも共に学び合い、育ち合う生活を体験し
てみませんか。あおい保育園

http://www.ans.co.jp/n/aoi



受入事業所一覧[泉州地域]

事業所番号 〒 担当者 体験期間① 体験期間② 体験期間③

連絡先 人数① 人数② 人数③

HP

Ｋ136 598-0044 杉岡　繁昭 7/25～7/30 8/1～8/5 8/22～8/26

072-463-3713 3人 3人 3人

Ｋ111 598-0046 奥野　祥行 7/21～8/10 8/17～8/31

072-464-2598 4人 4人

Ｋ132 598-0063 小宮　三紀子 7/21～7/27 8/1～8/5

072-463-1436 6人 6人

Ｋ137 598-0071 杉岡　由美 7/25～7/29 8/1～8/5 8/22～8/26

072-464-0379 2人 2人 2人

Ｋ114 595-0052 岸 7/21～7/29 8/1～8/10 8/16～8/31

0725-32-0375 2～3人 2～3人 2～3人

Ｋ164 590-0522 赤池　和子 7/21～7/26 7/27～8/1 8/2～8/6

072-483-4642 3人 3人 3人

Ｋ026 594-0006 三浦　祐助 7/25～7/29 8/22～8/26

0725-46-0471 1人 1人

Ｋ013 594-0041 熊谷 7/21～8/31

0725-50-4000 3～4人

Ｋ004 594-0063 合田　耕三 7/21～8/31

0725-44-0055 4～6人

Ｋ066 594-0083 堀内　淳子 7/11～7/15 7/25～7/29 8/1～8/5

0725-41-1441 3人 3人 3人

南海空港線 「泉佐
野」駅より徒歩約8分

（福）杉の子会
泉佐野市笠松1-2-18

子ども達と一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
こども園つばさ

http://www.rinku.zaq.ne.jp/chuou
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南海空港線 「りんくう
タウン」駅 「羽倉崎」
駅より徒歩約15分

（福）幸楽会
泉佐野市羽倉崎4-2-32

プール遊び、ボディペイント、お泊り保育etc　夏を子ど
も達と元気一杯過ごしましょう！！　汗　大量幼保連携型認定こども園

こだま保育園

南海空港線 「井原
里」駅より徒歩約15
分

（福）泉佐野ルーテル福祉会
泉佐野市湊3-13-11 子どもたちとふれあう中で、保育の仕事を学ぶ良い機

会になり、将来進む道の手助けができたらと思いま
す。泉佐野ルーテル保育園

http://izumisano-lutheran.jp/index.html

南海空港線 「鶴原」
駅より徒歩約3分

（福）杉の子会
泉佐野市鶴原1757

こども達と一緒に楽しい時間をすごしてみませんか？
こども園杉の子

http://www.rinku.zaq.ne.jp/suginoko

南海空港線 「泉大
津」駅より徒歩約12
分

（福）因明会
泉大津市西港町9-7

明るく元気一杯のこども園です。子ども達と楽しい時
間を過ごしましょう。認定こども園　ぱる

http://ぱる.jp/

ＪＲ阪和線 「和泉砂
川」駅より徒歩約5分

（福）恵由福祉会
泉南市信達牧野425-1 心の力、体の力、学ぶ力を育む幼児教育にも力を入

れています。この仕事のやりがいを是非体験して下さ
い！信達こども園

http://shindachi.keiyufukushikai.com/

JR阪和線 「北信太」
駅より徒歩約10分

（福）泉州三和会
和泉市尾井町2-7-4

子ども達と共に楽しく保育体験しましょう。幼保連携型認定こども園
信太保育園 http://s-shinoda.com/

泉北高速鉄道 「和泉
中央」駅より徒歩約5
分

（福）和泉福祉会
和泉市いぶき野5-5-5

特に受入れができない期間はありませんので、いつで
もどうぞ。認定こども園

いぶきのＰｒｅschool

ＪＲ阪和線 「和泉府
中」駅より南海バス
「和気小学校前」下車
徒歩約5分

（福）清真会
和泉市今福町2-1-1

毎年、府立伯太高校の生徒を受け入れています。
すいせん保育園

http://www.ans.co.jp/n/suisen

JR阪和線 「信太山」
駅より徒歩約10分

（福）誠心福祉会
和泉市池上町3-14-55

保育・教育の仕事を実際に体験し、少しでも関心を
持って下さい。池上わかばこども園

http://www.ikegami-wakaba.jp/


