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1 民 株式会社　ニチイ学館 ニチイキッズ木川東保育園 小規模保育事業A型 19 532-0012 大阪市
大阪市淀川区木川東３-１
０-２０
NLC新大阪ビル１階

阪急電鉄京都線「南方駅」徒歩１０分
地下鉄御堂筋線「西中島南方駅」徒
歩１０分

072-631-2300 072-621-7834 マネージャー 斉木 随時
ニチイキッズ木川東保育園は、小規模保育園のためアットホーム
な職場です。一人ひとり子どもにしっかりと関わることができる時
間や、職員同士の意見交換を大切にしています。

2 民 社会福祉法人　博愛社 博愛社保育園 保育所 90 532-0028 大阪市 大阪市淀川区十三元今里
3丁目1－72

阪急全線「十三」駅西口を出て西に
600ｍ北側

06－6302-3405 06-308-2186 主任 竹林　由香里 随時 園行事等、特別な時は不可

3 民 社会福祉法人　路交館 幼保連携型認定こども園　聖愛園 幼保連携型認定こども園 130 533-0023 大阪市 大阪市東淀川区東淡路2-
7-5

阪急京都本線・阪急千里線「淡路駅」
より徒歩5分

06-6321-3201 06-6321-2977 主任 平田　佐知 指定あり 4月を除く

0才～5才までと一時預かり保育をしています。0才は、育児担当制
をとり、1・2才と、3・4・5歳児のたてわり保育をおこなっています。
又、障がい児共同保育で、障がいのある子も健常児とわけへだて
なく、保育をしています。毎日元気いっぱいの声につつまれている
園です。

4 民 社会福祉法人 路交館 幼保連携型認定こども園　あすなろ 幼保連携型認定こども園 40 533-0023 大阪市 大阪市東淀川区東淡路2
丁目7-5

阪急北千里線（京都線）「淡路駅」より
徒歩5分

06-6321-3201 06-6321-2977 主任 平田　佐知 指定あり 4月を除く
日中は、昼間の園と一緒に、生活したあと、0才～小学生までのグ
ループにわかれ、おうちの気分を大事にした保育をおこなってい
ます。

5 民 社会福祉法人 都島友の会 都島友渕乳児保育センター 保育所 30 534-0016 大阪市 大阪市都島区友渕町1丁
目6-3

大阪市営バス「高倉2丁目」より徒歩5
分

06-6929-1580 06-6929-1581 主任 西田 随時
0～2才児までの乳児の保育園です。家庭的な雰囲気の中、子ど
も達の成長を共に喜び合える職場です。

6 民 社会福祉法人 都島友の会 都島児童センター 幼保連携型認定こども園 309 534-0021 大阪市 大阪市都島区都島本通3-
4-3

地下鉄谷町線「都島駅」より徒歩6分
またはJR「桜ノ宮」駅より徒歩12分

06-6921-5323 06-6921-5783 副園長 岩本　真弓 随時
行事や養成校の実習生と重な
ると受け入れが難しい場合があ
ります。

以前に保育の現場で働いたことのある方、ブランクがあることで現
場復帰を不安に思われている方、保育士の資格やキャリアがあり
ながら現場を離れている方、もう一度保育の世界へ戻ってきませ
んか？まずは保育士体験から。
元気いっぱい、笑顔あふれる子ども達が待っています。保育士資
格を持つあなたを必要としています。ぜひ、ご応募を。お待ちして
います。

7 民 社会福祉法人 都島友の会 都島乳児保育センター 保育所 60 534-0021 大阪市 大阪市都島区都島本通3-
16-8

大阪市営地下鉄谷町線「都島駅」より
徒歩5分

06-6922-4120 06-6922-6078 千代　登代 指定あり
行事等でお受けできない日もあ
ります。

当園は昭和41年に創立しました。0,1歳児の乳児保育を専門とし、
家庭的な雰囲気の中で一人ひとりの子どもたちを大切にしなが
ら、安心して過ごせるよう安全で衛生的な環境づくりを心がけ保育
に励んでおります。人と人とのつながりを大切にし、地域の中で当
園が求められている役割は何かを考え、地域に根差した保育園で
あるよう、また保護者が心から信頼して子どもを預けることができ
るよう職員一体となって保育に取り組んでいきます。

8 民 社会福祉法人 都島友の会 都島第二乳児保育センター 保育所 60 534-0021 大阪市
大阪市都島区都島本通3-
16-10

大阪市営地下鉄谷町線「都島駅」より
徒歩4分

06-6921-7221 06-6921-7216 主任保育士 守屋　美智子 随時 行事等でお受けできない日もあ
ります。

当園は、昭和48年に開設した1歳児・2歳児の保育園です。子ども
を取り巻くすべての環境に留意しながら、これまでに多くのお子様
の乳児期の保育をさせていただいています。また、地域社会に密
着した地域子育て支援事業もおこなっており、時代の流れと共に
これから多様化していく保育制度にも着目し、利用される方々が
安全で安心できる場所づくりを職員一同、心をひとつに励んでい
ます。

9 民 社会福祉法人 都島友の会 都島桜宮保育園 保育所 130 534-0027 大阪市 大阪市都島区中野町5丁
目10-80

JR「桜宮駅」より徒歩5分または地下
鉄「都島駅」より徒歩5分

06-6922-2670 06-6922-1453 主任保育士 李　美和 随時
かわいい子どもたちと触れ合う中で、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。

10 民 社会福祉法人 玉美福祉会 古市たいよう学院 幼保連携型認定こども園 205 536-0001 大阪市 大阪市城東区古市1丁目
16-12

地下鉄長堀鶴見緑地線「今福鶴見
駅」より北へ徒歩6分

06-6930-7050 06-6930-7065 園長 西　良人 随時

当園では、異年齢、見守る保育を実践し子ども達が自ら遊びを選
択し、保育者、子ども同士のかかわりの中で健やかに成長、発達
するよう取り組んでいます。園児とのかかわりを実践し、学んでく
ださい。

11 民 社会福祉法人　陽気福祉会 第二明の守たまつ保育園 保育所 90 537-0023 大阪市 大阪市東成区玉津2-3-14
地下鉄「今里駅」より徒歩6分または
JR環状線「玉造」駅or「鶴橋」駅より徒
歩9分

06-6977-5100 06-6977-5111 園長 杉本　万貴子 指定あり
行事日以外ならほぼ受入可能
です。

0歳～5歳定員90名の保育園で、各クラス6名から20名程度までの
クラス編成です。　産休・育休を経て復帰している保育士や保育士
資格を取得し、未経験から働いている保育士も活躍しています。

12 民
社会福祉法人 ユニバーサルケ
ア

ふじのもり保育園 保育所 70 553-0005 大阪市 大阪市福島区野田6丁目
5-41-N棟101

JR大阪環状線「西九条駅」より徒歩7
分、
阪神なんば線「西九条駅」より徒歩7
分

06-6460-6060 06-6460-6062 園長 中面谷　薫 随時

開放的な空間と、都会の中の限られた緑を大切に「愛情あふれる
きめ細やかな保育」を　実践しています。職員間のさわやかなコ
ミュニケーションを常に心がけ、ひとりひとりの子の最善の「育ち」
に全力を尽くすチームの仲間を　お待ちしています。

13 民 社会福祉法人 南海福祉事業会 大阪市立西九条保育所 保育所 90 554-0012 大阪市 大阪市此花区西九条1丁
目7-14

JR環状線・阪神なんば線「西九条駅」
より徒歩5分
JR環状線に沿って、野田駅方面へ
200メートル

06-6461-5329 06-6461-5329 所長・主任
池田　忍・

竹本　真由美
随時

日曜日・祝日・年末年始（12月
29日～1月3日）は休所日のた
め、受け入れはできません。ま
た、災害時や警報発令時など、
受け入れをお断りさせていただ
く事もあります。

当保育所は大阪市より保育所運営を受託した、公設民営保育所
です。保育内容は大阪市より引き継いだ「自己肯定感を育む保
育」を実践しております。子ども達は毎日所庭でよく遊び、アット
ホームな雰囲気の保育所です。当保育所で一緒に泥んこになっ
て子どもたちと遊びませんか？沢山のご参加をお待ちしておりま
す。

平成３０年度 保育士体験受入施設一覧【全域】（平成31年3月25日現在/登録施設数：338）
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14 公 豊中市立北緑丘こども園 幼保連携型認定こども園 100 560-0001 豊中市 豊中市北緑丘2-2-1

阪急宝塚線「豊中駅」より阪急バス
「豊中」バス停～「北緑丘団地前」（も
しくは「北緑丘小学校前」）より徒歩3
分

06-6848-0088 06-6848-2498 園長 横田　潮 随時
子どもたちとお話をしたり、遊んだり、笑顔いっぱい、元気もいっぱ
いもらえますよ。私たちと一緒にお仕事をしましょう。

15 公 豊中市立のばたけこども園 幼保連携型認定こども園 210 560-0001 豊中市 豊中市北緑丘1-3-1
阪急宝塚線「豊中駅」または北大阪急
行「千里中央駅」下車後、阪急バス
「永楽荘4丁目」バス停より徒歩3分

06-6854-7811 06-6854-7812 副園長 黒澤津　ルミ 随時
行事等の関係で、お受けできな
い時期もありますので、事前に
ご相談ください。

元幼稚園のこども園です。園児は、3・4・5歳児あわせて、169名い
ます。緑に囲まれた、自然豊かな環境のこども園です。

16 民
宗教法人　日本聖公会
東豊中聖ミカエル教会

聖ミカエル保育園 保育所 48 560-0002 豊中市 豊中市緑丘2-19-17

北大阪急行「千里中央駅」より徒歩20
分
または阪急バス「島熊山」より徒歩3
分
またはモノレールより「少路駅」より徒
歩10分

06-6854-6015 06-6854-1334 市原　容子 随時
一度ご連絡いただき、ご相談さ
せてください。

子ども達と一緒なら、キラキラした毎日が過ごせます。一緒にがん
ばりましょう！！

17 公 豊中市立東豊中こども園 幼保連携型認定こども園 140 560-0003 豊中市 豊中市東豊中町5丁目3-1 阪急「豊中駅」より阪急バス桃山台行
「東豊中小学校前」下車徒歩5分

06-6848-0306 06-6848-7176 副園長 藤村　昭美 指定あり 5月～7月

乳幼児の心身の発達の特徴を理解し、保育教諭がどのように子
どもと向き合いかかわり合っているのか、子どもたち一人ひとりの
気持ちを受けとめ、ともに育ちあう仲間づくりを実践しているところ
を学んでください。

18 公 豊中市立ゆたかこども園 幼保連携型認定こども園 180 560-0003 豊中市 豊中市東豊中町5-2-1
阪急バス「東豊中町5丁目」または「二
の切」バス停より徒歩5分

06-6848-0500 06-6848-0511 副園長 松永 随時
行事前後と重なる時期や園の
状況によっては、要相談。

元気いっぱいの子どもたちの笑顔が輝く園で、私たちと一緒に、一
人ひとりの可能性を大事に育てていきましょう。

19 民
社会福祉法人
あけぼの事業福祉会

あけぼの風の森保育園 保育所 60 560-0011 豊中市 豊中市上野西4丁目5-62
阪急宝塚線「豊中」駅より徒歩15分
または阪急バス「春日橋」バス停から
徒歩5分

06-6857-2003 06-6857-2086 施設長 越智　有貴子 随時 一緒に子どもたちと関わってみませんか？お待ちしています。

20 公 豊中市立本町こども園 幼保連携型認定こども園 120 560-0021 豊中市 豊中市本町5-8-52 阪急宝塚線「豊中駅」より徒歩15分 06-6848-2598 06-6848-4451 芝田　千恵美 随時

どうしようかなと考えているみなさん、堅苦しく考えないでまず、こ
ども園に来て保育現場を体験してみてください。触れ合った子ども
たちや職員から新しい発見や気付きがあると思います。子どもた
ちの未来を一緒に考えていきましょう。

21 公 豊中市立蛍池こども園 幼保連携型認定こども園 140 560-0036 豊中市 豊中市蛍池西町1-18-5
阪急宝塚線「蛍池駅」より西へ徒歩6
分

06-6843-6031 06-6845-3594 副園長 後藤　真実 随時
こどもと関わることで、いろんなこどもの思いに寄り添い保育をす
るたのしさを学んでください。

22 公 豊中市立とねやまこども園 幼保連携型認定こども園 176 560-0045 豊中市 豊中市刀根山6-1-15
阪急宝塚線「蛍池駅」より北東500m
徒歩8分

06-6843-4700 06-6843-4707 園長 倉澤　恵子 指定あり
4月・3月はできれば避けていた
だけたらと考えます。

実際に子ども達と接する中で、たくさんのことを学んでいただけた
らと思います。

23 公 豊中市立桜井谷こども園 幼保連携型認定こども園 70 560-0055 豊中市 豊中市柴原町3丁目11-35

阪急電車宝塚線「豊中駅」下車阪急
バス「桜井谷」バス停より徒歩2分
または大阪モノレール「柴原駅」より
徒歩10分

06-6843-6955 06-6845-2968 副園長 大石智子 随時

1歳児から5歳児までの子どもたちが在籍しています。保育士資格
を生かしたいと思っておられる方、ぜひ保育士としてチャレンジし
てください。当園での体験が少しでも、職場復帰、就業の手助けに
なれば幸いです。

24 民 社会福祉法人 あけぼの会 あけぼのひだまり保育園 保育所 30 560-0055 豊中市 豊中市柴原2-14-1
大阪モノレール「柴原駅」より徒歩5分
または阪急バス「柴原駅」より徒歩5
分

06-6848-8611 06-6848-8612 主任 瀬口　恵 随時
2015年4月、豊中13中校舎内に新しくオープンしました。木の温も
りがある、0～2歳児対象のアットホームな雰囲気の保育園です。
地域の“ひだまり”として、憩いの場を目指しています。

25 民 社会福祉法人 路交館 幼保連携型認定こども園　北丘聖愛園 幼保連携型認定こども園 175 560-0081 豊中市 豊中市新千里北町1丁目
18-1

北大阪急行「千里中央駅」徒歩10分
または　阪急バス「北町一丁目」下車
すぐ

06-6832-2778 06-6872-6904 主任 白山　美鈴 随時

自然いっぱいの環境のなかで、のびのびと過ごしている子ども達
と一緒に過ごしてみませんか？乳児クラスでは「担当制」をとり特
定の大人との愛着関係を育みます。乳児クラスでは年齢別保育と
インクルーシブ保育の両輪で取り組んでいます。

26 公 豊中市立東丘こども園 幼保連携型認定こども園 140 560-0082 豊中市 豊中市新千里東町2-6-1
北大阪急行・大阪モノレール「千里中
央駅」より千里阪急ホテル北側『こぼ
れび通り』を東へ徒歩8分

06-6872-2791 06-6872-6549 園長 大和　敬吉 随時
当こども園は150名近くのお子さんをお預かりしております。自然
に囲まれた環境の中、ひとりひとりがその子らしさを、十分発揮で
きるよう子育ち・子育てを保護者と共に支援しております。
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27 公 豊中市立西丘こども園 幼保連携型認定こども園 140 560-0083 豊中市 豊中市新千里西町2-2-1
大阪地下鉄御堂筋線「千里中央駅」
より徒歩8分

06-6871-0180 06-6872-5849 園長 橋本　知巳 随時

子ども達に向き合えることで、私達職員は元気をもらいます。子ど
も達は純粋です。いつも力一杯前を向いて歩みます。
子ども達は仲間と共に育ち合います。その仲間の一人に加わって
いただけるのをお待ちしています。

28 公 豊中市立しんでんこども園 幼保連携型認定こども園 176 560-0085 豊中市 豊中市上新田3-7-1 北大阪急行「桃山台駅」より徒歩8分 06-6833-9000 06-6833-9419 園長 佐藤　知子 随時
子どもたちの笑顔に包まれながら、自分の力を精一杯出せるやり
がいのある仕事です。職員は気持ちを一つにして、日々子どもた
ちと向き合っています。

29 民
社会福祉法人
あけぼの事業福祉会

あけぼのドロップス 保育所 60 560-0085 豊中市 豊中市上新田4丁目18-3
北大阪急行「桃山台駅」より徒歩15分
または阪急千里線「南千里駅」より徒
歩20分

06-6155-1101 06-6155-1102 園長 藤田　勲 随時
0歳から就学前までの子ども達60名定員の保育園です。元気いっ
ぱいの子ども達の笑顔に囲まれ、楽しいお仕事です。未経験の方
でも大丈夫です。当園で保育士体験しませんか？

30 民 社会福祉法人　あおば福祉会 おひさま保育園 保育所 90 560-0864 豊中市 豊中市夕日丘1丁目13-15

阪急宝塚線「岡町駅」より東へ徒歩15
分、
阪急宝塚線「曽根駅」より「桃山台」行
きバス「熊野田小学校」下車すぐ、
北大阪急行「桃山台駅」より「曽根」行
きバスで「熊野田小学校」下車すぐ

06-6856-1679 06-6856-1689 総主任 菊池 随時
一度、子どもたちと生活や遊びを共にする中で、子どもたちの感
性や友達どうしの関わりあいの中で育っていく事を発見したり喜び
につながる体験が出来る事を願っています。

31 民 社会福祉法人　しらゆり会 のばたけマミー保育園 保育所 20 561-0803 豊中市 豊中市緑丘4-35-19
千里中央より豊中行きバス
「北緑丘小学校前」より徒歩3分

06-6853-3533 06-6151-5455 園長 奥瀬　佳代子 随時
乳児のみの保育園です。愛着関係を育み、家庭的に温かく保育し
ています。たくさんことばかけをして、たのしく保育しましょう。

32 民
社会福祉法人
あけぼの事業福祉会

豊中あけぼの保育園 保育所 80 561-0803 豊中市 豊中市城山町1丁目2-25 阪急宝塚線「曽根駅」より徒歩8分 06-6863-7050 06-6863-1260 園長
安家　尚子

（アケ　ヒサコ）
随時 但し、日程により、調整あり。

子ども達との生活を夢みて「保育士資格」を取得された皆様。是
非、その資格を活かし、子ども達の健やかな成長を共に、見守っ
ていきませんか？ご参加、お待ちしています。

33 民
宗教法人　日本バプテスト同盟
曽根キリスト教会

ひかり保育園 保育所 30 561-0804 豊中市 豊中市曽根南町1-6-7 阪急宝塚線「曽根駅」より徒歩7分 06-6864-5028 06-6864-5028 安達　晴子 随時 行事の前はお断りします。 真面目な態度で実習に臨んで下さい。

34 公 豊中市立てしまこども園 幼保連携型認定こども園 160 561-0804 豊中市 豊中市曽根南町2丁目19-
2

阪急宝塚線「曽根駅」より徒歩10分
または「服部天神駅」より徒歩約12分

06-6864-3200 06-6864-3201 園長 加賀　佐代子 随時
実際に子ども達と接することで、保育技術以外にも得ることが数え
きれないくらいあります。こども園で、目に見えること、見えないこ
と･･･たくさん学んでいただけたら嬉しいです。

35 公 豊中市立原田こども園 幼保連携型認定こども園 140 561-0808 豊中市 豊中市原田元町2-22-1 阪急宝塚線「曽根駅」より徒歩10分 06-6841-6737 06-6845-3741 園長 安井 指定あり 年度初め、年度末以外

原田こども園では、子ども達ひとりひとりの違いを認め、周りの大
人に愛されていることを感じ、自信をもって生活やあそびをすすめ
ていける様に保育・教育しています。また、仲間と共に豊かに育つ
よう見守り、援助しています。保育教諭・技能員・看護師・事務員
などの職員が十分に話し合い、職員みんなで人権の視点に立っ
て子ども達をみています。園庭が広く、草花に囲まれ、子ども達の
声が毎日響いています。

36 公 豊中市立小曽根こども園 幼保連携型認定こども園 120 561-0812 豊中市 豊中市北条町3丁目15-1

阪急電車「服部天神駅」下車　阪急バ
ス「小曽根」より徒歩5分
または地下鉄御堂筋線「江坂駅」下車
阪急バス「小曽根」より徒歩5分

06-6331-0858 06-6336-8360 小橋　みどり 随時

子どもの心身の発達と共に、色んな育ちの子どもが共に生活し、
遊んでいる中で、育ち合っているところを感じていただきたいで
す。また、子どもは、いろんな姿を見せますが、その姿の中にある
思いに向き合うこということを学んでいただけたらと思います。

37 公 豊中市立高川こども園 幼保連携型認定こども園 210 561-0813 豊中市 豊中市小曽根4-7-1
阪急宝塚線「庄内駅」より徒歩20分
または北大阪急行（大阪地下鉄御堂
筋線）「江坂駅」より徒歩20分

06-6336-1500 06-6336-6013 副園長 猪又　淳子 随時
200人くらいの子どもたちが通う大きなこども園です。いろいろなク
ラス、いといろな子どもたちがいるので、いろいろな経験をしてもら
えると思います。

38 公 豊中市立豊南西こども園 幼保連携型認定こども園 85 561-0816 豊中市 豊中市豊南町西4-16-1 阪急宝塚線「庄内駅」より徒歩10分 06-6331-1103 06-6332-3407 園長 吉永　富士子 随時

平屋建ての少人数の施設です。
元気いっぱいの子ども達とかかわる中で、保育業務を実際に体験
ください。地域の親子もたくさん遊びに来られています。
子ども達一人ひとりを大切に保育しています。

39 公 豊中市立庄内西こども園 幼保連携型認定こども園 94 561-0825 豊中市 豊中市二葉町1-17-1
阪急電鉄神戸線「神崎川駅」より徒歩
17分

06-6332-6200 06-6334-7436 副園長 稲生　直美 随時
元気いっぱいの子どもたちと、楽しく遊んでいきませんか。子ども
ひとりひとりに寄り添い、子どもたちの成長を見守っています。
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40 公 豊中市立栄町こども園 幼保連携型認定こども園 100 561-0826 豊中市 豊中市島江町1-3-9-101
阪急電鉄「神崎川駅」または「庄内駅」
より徒歩15分

06-6334-4849 06-6334-7199 副園長 大橋　はつえ 指定あり

4～5月は新年度が始まり、子ど
もたちも職員も新しくなり園全体
が落ち着いていませんので4～
5月以外でお願いいたします。

栄町こども園は１歳児から5歳児までのクラスがある定員100人の
施設です。園庭も広く毎日元気な子どもたちの声が聞こえていま
す。地域支援センターもあり地域の親子もよく来園され、いろいろ
な人と出会っている子どもたち、ぜひ素敵な出会いを一緒に体験
してみませんか。

41 公 豊中市立庄内こども園 幼保連携型認定こども園 70 561-0827 豊中市 豊中市大黒町3-19-27
阪急宝塚線「庄内駅」より徒歩20分
または阪急神戸線「神崎川駅」より徒
歩15分

06-6331-0975 06-6334-7139 副園長 作田 随時

70名定員で、2歳児から5歳児の子どもたちが毎日元気に過ごして
います。
庄内こども園の子ども像である「自分の思いや要求を表現し、友
達の思いもわかろうとする子ども。」「あるがままの姿を認め合い、
仲間を大切にする子ども。」「自分でしようとする意識を持ち、仲間
と生活や遊びを作り出す喜びを感じるこども。」を目指しています。

42 公 豊中市立せんなりこども園 幼保連携型認定こども園 66 561-0829 豊中市 豊中市千成町2-2-1
阪急宝塚線「三国駅」より徒歩15分ま
たは
阪急神戸線「神崎川駅」より徒歩10分

06-6331-0820 06-6331-0890 副園長 田村　ひろみ 指定あり
園の行事の都合により受入れ
時期の相談をさせていただくこ
ともあります。

子ども達と共に日々楽しい時間を過ごしています。皆さんのお力
を子ども達の健やかな成長のために、是非活かしてくださいね。
一緒にがんばりましょう。職員一同お待ちしています。

43 公 豊中市立島田こども園 幼保連携型認定こども園 216 561-0834 豊中市 豊中市庄内栄町3-12-18 阪急宝塚線「庄内駅」より徒歩20分 06-6331-6767 06-6333-9692 副園長 仮屋　道子 指定あり
日程調整によって決定させてい
ただきます。

0歳児から5歳児の大型施設です。0歳児保育の体験はできません
が、1歳～2歳児の乳児保育の体験が可能です。3～5歳児の教育
保育体験も可能です。

44 公 豊中市立服部こども園 幼保連携型認定こども園 70 561-0852 豊中市 豊中市服部本町2-5-7
阪急宝塚線「服部天神駅」より徒歩7
分

06-6862-3076 06-6862-2463 豊留　千加子 随時

随時受入れ可能ですが、日程
につきましては、他の実習生と
の兼ね合いで、調整させていた
だくこともあるます。

実際に子どもたちとかかわり、こども園がどんなところか知り学び
体験していただけたらと思います。

45 民 社会福祉法人 夢工房 夢の鳥保育園 保育所 150 561-0853 豊中市 豊中市服部南町5-6-9
阪急宝塚線「服部天神駅」より徒歩10
分

06-6862-7611 06-6862-0193 園長 山田　晃郎 随時 但し電話受付にて相談
定員150名（0才児から就学前までの乳幼児）の保育園です。ぜ
ひ、可愛い子どもたちと楽しく関わってみてください。

46 民
社会福祉法人
豊中市母子寡婦福祉会

わかば保育園 保育所 60 561-0854 豊中市 豊中市稲津町1-8-19 阪急宝塚線「庄内駅」より徒歩１０分 06-6868-1011 06-6868-1011 園長 大月　佳世 指定あり
行事に関係する時期は、要相
談とさせて頂きます。

保育士の資格をお持ちで、今もう一度お仕事してみよう！子ども
たちの未来のためにご自分のスキルを生かし、明るい社会のため
に保育園の支援事業に関わってみよう！そんな気持ちが子どもた
ちや保護者、保育園の職員みんなが楽しくうれしくなると思いま
す。

47 公 豊中市立野田こども園 幼保連携型認定こども園 108 561-0855 豊中市 豊中市野田町1番2号 阪急宝塚線「庄内駅」より徒歩7分 06-6333-0270 06-6333-9874 副園長 岡井　美千代 指定あり
運動会・生活発表会・年度末の
時期以外でお願いします。

「笑顔がいっぱい　ともだちっていいな　おとなもこどももつながろ
う」をテーマにひとりひとりのこどもを大切にし、共に育ち合う保育
を実践しています。

48 民
社会福祉法人
豊中ほづみ福祉会

ほづみバブー保育園 保育所 45 561-0858 豊中市 豊中市服部西町3-6-5 豊
島小学校内

阪急宝塚線「服部天神駅」より徒歩10
分

06-6868-8989 06-6868-8988 施設長・主任
野口　由紀子
今中　美佳

随時

0才～3才児クラスまでの少人数の保育園です。子どもはのびのび
いきいきと、職員は楽しく働きやすく、家庭的であたたかい雰囲気
にあふれています。ぜひ保育士体験におこしください。お待ちして
います。

49 公 豊中市立旭丘こども園 幼保連携型認定こども園 120 561-0862 豊中市 豊中市西泉丘1-9-1
北大阪急行「桃山台駅」より阪急バス
熊野町下車徒歩5分

06-6848-0316 06-6848-4449 山田・廣田 随時
（8月22日～9月3日・9月12日～
15日・11月8日～10日は除く）

0歳から6歳までの子どもたちと一緒に遊んだり、生活面での援助
をしたりする仕事です。それぞれの年齢で運動能力が育ち活動的
になっていく子ども達の意欲や、楽しいこと・悲しいこと・驚いたこと
などで、くるくる動く子どもの気持ちに接していくことで、おとなも心
が揺さぶられ、元気がもらえます。

50 公 豊中市立てらうちこども園 幼保連携型認定こども園 210 561-0872 豊中市 豊中市寺内1丁目12-1
北大阪急行「緑地公園駅」より徒歩10
分

06-6864-8903 06-6864-8911 副園長 大東　恵子 随時
特に指定はありませんが、その
時の保育内容や園の状況に
よって、相談させてほしいです。

私たちも子ども達の明るさと元気に癒され、パワーをもらっていま
す。皆さんのお力を子ども達の健やかな成長のために、是非活か
してくださいね。
一緒にがんばりましょう。職員一同お待ちしています。

51 民
社会福祉法人
あけぼの事業福祉会

あけぼのぶんぶん 保育所 45 561-0874 豊中市 豊中市長興寺南2-8-16 阪急宝塚線「曽根駅」より徒歩10分 06-6867-0711 06-6867-0712 施設長 小寺山　里美 随時
乳児施設のため、4月～6月は
不可

初めて子どもと向き合うことに不安ですか？　子ども達は、いろい
ろな人の笑顔に包まれることが、大好きです。保育士と子ども達と
の関わりを見ながら体験してみませんか？　保育士という仕事、
ぜひ体験して下さい。待っています。

52 民 社会福祉法人  しらゆり会 さくらづか保育園 保育所 90 561-0881 豊中市 豊中市中桜塚2-9-24 阪急宝塚線「岡町駅」下より徒歩7分 06-6843-5868 06-6858-8088 村上、浅尾 随時
実際に保育園で体験し内容や施設を見てください。特に保育内容
行事等を見極めて、ぜひ、当保育園におこしください。
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53 公 豊中人権まちづくりセンターこども園 幼保連携型認定こども園 90 561-0884 豊中市 大阪府豊中市岡町北3-
13-7

阪急宝塚線「岡町駅」下車徒歩7分 06-6841-1314 06-6841-7401 副園長 新保　貴子 随時
一人一人の子どもの思いを大切にしながらどの年令においても人
とつながる力をつけていけるよう教育・保育をすすめていきます。

54 民 社会福祉法人　あおば福祉会 箕面保育園 保育所 120 562-0001 箕面市 箕面市箕面5-12-30 阪急箕面線「箕面駅」より徒歩10分 072-723-5252 072-724-4031 中村 随時

当園は豊かな愛情を持ってこどもたちに接し、一人ひとりを大切
に、どの子も健康でたくましく健やかに育つ保育を大切にしていま
す。保育体験を通して、保育士として復職するためのお手伝いが
できればと思っています。

55 民 学校法人　牧落八幡学園 認定こども園　牧落幼稚園 幼保連携型認定こども園 165 562-0004 箕面市 箕面市牧落2-12-41 阪急箕面線「牧落駅」より徒歩10分 072-722-2855 072-734-6686 事務長 北島　崇孝 随時
緑の多い自然の中で、仲間と共に思いきり遊んでいる子どもた
ち。心豊かな時間を過ごしませんか。まずはお気軽に見学にお見
えください。

56 民
一般財団法人
常照寺隣保館保育所

常照寺隣保館保育園 保育所 80 562-0012 箕面市 箕面市白島2-15-12
地下鉄御堂筋線「千里中央駅」または
阪急箕面線「箕面駅」からバス10分
「白島停留所」

072-723-1075 072-722-2850 藤田　奈緒実 随時
職員は20代から40代まで、幅広い年齢層で17名　元気に活躍して
います！！　ぜひ一度　お気軽にお越しください。

57 民 社会福祉法人　みのり会 彩都みのり保育園 保育所 80 562-0028 箕面市 箕面市彩都粟生南6-15-4 大阪モノレール「彩都西駅」より徒歩
約20分

072-749-1500 072-749-1515 園長 高橋　玉喜 随時
随時ですが、園行事等により、
ご希望に添えない事あり。

かわいい子どもたちが、たくさん待っています。是非一度お越し頂
き、子どもたちと一緒にあそんでみませんか？お待ちしておりま
す。

58 民 社会福祉法人　夢工房 桜保育園 保育所 120 562-0041 箕面市 箕面市桜2丁目15-14
阪急電車箕面線「牧落駅」より徒歩10
分

072-724-9614 072-724-9615 園長・主任 今西・福田 随時

桜保育園は自然に囲まれた環境に立地しています。木造平屋の
園舎で、家庭的なぬくもりの中、笑顔いっぱいの子どもたちと毎日
楽しく過ごしています。ぜひ一度、桜保育園で保育士体験してみ
てください。

59 公 池田市立石橋保育所 保育所 60 563- 0023 池田市 池田市井口堂3丁目4-35

阪急電鉄宝塚線「石橋駅」より徒歩15
分
または阪急バス「緑丘」バス停7分

072-762-2736 072-762-2736 所長 平田　裕子 指定あり
4月、7月、8月、3月除く。その
他、保育所の行事などで、受入
が出来ない日もあります。

閑静な住宅街にある市営住宅の１階部分が保育所で、１歳～５歳
の子ども達の自然な関わりが見られます。近くに小学校・中学校・
高齢者の施設があり、異世代の交流もしています。保育室の環境
を整え、子ども達の遊びが充実するよう工夫しています。

60 公 池田市立古江保育所 保育所 60 563-0015 池田市 池田市古江町4番地 阪急宝塚線「池田駅」下車後、
阪急バス「中川原」停より徒歩１５分

072-753-9100 072-753-9100 副所長 黒岩　史子 随時
行事などがあるので、連絡をし
ていただいてから調整します。

春は鶯がさえずり、つくしやれんげ摘み、夏は広いプールで水遊
び、秋は紅葉の山々を見ながら遊び、冬は山々の雪景色をなが
めるなど、四季折々の自然を身近に体験することができます。豊
かな自然の中でゆたかな心を育てるとともに、自分を大切にし、相
手の思いにも寄り添っていける基礎的な人間関係づくりをめざし
ています。また、地域の人とのつながりを大切にしながら保育をし
ていきます。

61 民 学校法人　岡辻学園 緑丘保育園 保育所 110 563-0026 池田市 池田市緑丘2丁目5-15
阪急宝塚線「池田駅」下車
阪急バス「秦野小学校前」より徒歩2
分

072-751-3319 072-743-9023 中井 指定あり 状況による為、要相談
明るく開放的な自然豊かな保育園です。楽しく様々な保育士体験
を通じて、子ども達と共感しながら、喜びを分かち合いませんか？

62 公 池田市立五月丘保育所 保育所 110 563-0029 池田市 池田市五月丘3-2-14
阪急電車宝塚線「池田駅」下車、
阪急バスで「池田駅前」より10分、「五
月丘」より徒歩5分

072-753-2875 072-753-2875 施設長 谷田　千尋 指定あり
7月3週目、11月1～2週目、12
月2週目～4週目、2月

保育所は、緑美しい五月山のふもと、アルビス五月丘団地の東
側、新しい住宅街の中にあります。０歳児～就学前まで、つながり
のある保育をし、主体的に生活する力・遊ぶ力・人と関わる力の基
礎を育んでいきます。０・１・２歳児は年齢別保育をし、一人一人に
寄り添った保育をしています。３・４・５歳児はたてわり保育をし、異
年齢児と過ごす中で思いやりの心を育んでいきます。毎月のテー
マのある遊びをもとに、体験を通し楽しく豊かに遊びを展開してい
ます。

63 民 学校法人　宣真学園
宣真認定こども園
せんしん保育園

幼保連携型認定こども園 60 563-0031 池田市 池田市天神1丁目1-41 阪急「石橋駅」より徒歩13分 072-762-4500 072-762-4510 主幹保育教諭 藤岡　洋子 随時

本園（せんしん保育園）は平成27年4月に開園した新しい園です。
職員も年齢層が幅広いです。新しいということもあり今から色々作
りあげていっています。私たちと一緒に子どもの為に頑張ってみま
せんか。

64 公 池田市立なかよしこども園 幼保連携型認定こども園 110 563-0032 池田市 池田市石橋4-6-1 阪急宝塚線「石橋駅」より徒歩7分 072-761-6751 072-761-6751 小林　佳世 指定あり

6月から1月の間なら常時受付
けます。ただし、行事を予定し
ている時は日程調整をしていた
だくことがあります。
３０年度に改修工事をは予定し
ており、保育室がとても狭くなり
ます。特に0歳児の保育室は見
学不能となります。1.2歳児のみ
でよろしければお受け致しま
す。

なかよしこども園は幼稚園と保育所の一体化施設です。そして子
育て支援センターも併設しており、地域の子ども達の保育や親支
援にも力を入れており、３文柱で保育・教育を行っています。新制
度がスタートしこども園が増えていく中、こども園を知っていただ
き、少しでも職場復帰のお手伝いができればと思っています。

65 公 池田市立呉服保育所 保育所 110 563-0043 池田市 池田市神田1-2-13

阪急電車宝塚線「池田駅」より徒歩15
分
または阪急バス「早苗の森」停より徒
歩3分

072-753-9111 072-753-9111 所長 森田　晴子 指定あり
行事などがありますので、事前
に日程調整が必要です。

静かな住宅街の中にある保育所。近くにはハ坂神社・猪名川、少
し足を伸ばせば五月山と身近に自然豊かな遊び場・散歩コースが
あります。年齢別保育をベースに0～5歳児までいる「保育所のよ
さ」を生かした異年齢交流の他、小学校・幼稚園・保育所との交流
等いろんな子ども達との出会いも楽しんでいます。
ひとりひとりを大切にした保育や子ども同士・親子・親と職員・保育
所と地域のつながりを大切にした保育に取り組んでいます。　『す
こやかな身体づくりと人とのつながりを大切にする保育』をめざし
ています。
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66 公 能勢町立のせ保育所 保育所 120 563-0361 能勢町 豊能郡能勢町今西25-1 能勢電鉄「山下駅」→阪急バス「森上
バス停」より徒歩7分

072-734-0079 072-734-0010 保育所長 西村　由紀子 随時
未来への可能性をいっぱい持っている子どもたちと関われる素敵
な仕事だと思います。取得されている資格を、ぜひ保育所現場で
生かしていただきますようお待ちしております。

67 民 社会福祉法人　紫峯會 あびにょん保育園 保育所 120 564-0001 吹田市 吹田市岸部北5-45-1 JR「岸部駅」よりバスで10分
「亥子谷名神下」バス停下車1分

06-6878-0008 06-6878-5540 園長 安達　浩司 随時
1日で4時間から8時間まで体験者の方に合わせた対応も可能で
す。まずは気軽にご連絡をいただければと思います。

68 民
社会福祉法人
千里山山手学園

幼保連携型認定こども園　千里山やまて
学園

幼保連携型認定こども園 126 564-0073 吹田市 吹田市山手町2-17-22 阪急千里線「豊津駅」より徒歩10分 06-6388-1821 06-6388-1832 園長 熊井 随時

当園の保育目標のなかに、「子ども一人ひとりの立場に立った、
心温かな保育を目指します」という一文があります。この目標を達
成するには、保育士同士や保護者との意思疎通が大切になりま
す。意思の疎通を大切にすることで、保育士たちの人間関係がと
ても良好になります。ぜひ、どの施設よりも人間関係が良いところ
を体験してください。

69 民 社会福祉法人　旭ヶ丘学園 旭ヶ丘学園 幼保連携型認定こども園 304 564-0083 吹田市 吹田市朝日が丘1-5 JR「吹田駅」より徒歩10分 06-6388-0619 06-6387-6556 園長 武内 随時 行事日以外

70 民 社会福祉法人　光聖会 蓮美幼児学園  千里丘キンダースクール 幼保連携型認定こども園 145 565-0815 吹田市 吹田市千里丘北1-3
JR「千里丘駅」より徒歩15分
または阪急京都線「摂津市駅」より自
転車15分

06-6876-4154 06-6876-4159 副園長 宮本　良子 随時

当園では、保育士歴10年を超える経験豊富な保育士たちが丁寧
に指導致します。毎年、保育実習や中学生の職場体験の受け入
れを行っており、地域との交流にも力を入れております。アット
ホームな職場ですので、お気軽にご連絡ください。

71 民 社会福祉法人 成光苑 きりん夜間愛育園 保育所 30 565-0816 吹田市 吹田市長野東13-5 JR「千里丘駅」より徒歩5分 06-6878-0255 06-6318-6641 吉沢　真佐美 随時

当園は0～5歳児就学前の子ども達を預かっております。小規模な
らではの異年齢児保育をしています。日常的に大きい子が小さい
子へ優しく関わっていくことができるので、思いやりのある子どもに
と成長しています。体力作りの一環として体育遊具での活動、サッ
カー遊びやスイミング等、又、お作法にも取り組んでいます。どう
ぞ一度体験にお越しください。

72 民 社会福祉法人　成光苑 第二愛育園 保育所 200 565-0816 吹田市 吹田市長野東13-5 JR「千里丘」駅より徒歩10分 06-6878-5551 06-6878-5586 園長 堤　知子 随時
保育士体験してみませんか。子ども達の笑顔にかこまれた楽しい
職場です。

73 民 社会福祉法人　こばと会 さくら保育園 保育所 60 565-0823 吹田市 吹田市山田南45-10
JR京都線「岸部駅」より阪急バス　桃
山台行or南千里行「七尾西」下車

06-6878-4322 06-6876-7375 園長 津田　亜矢子 随時
要相談。
一度電話頂いて、日程相談

子どもと触れ合い、保育するやりがいを感じてみませんか？

74 民 社会福祉法人　こばと会 さくらんぼ保育園 保育所 60 565-0824 吹田市 吹田市山田西1-32-12
JR「岸部駅」よりバス「亥子谷」下車
または　阪急「南千里駅」よりバス「亥
子谷」下車

06-4864-2345 06-4864-2340 園長 白崎　香代子 随時
60名の小さな保育園ですが、保育室がワンフロアにあり、子ども
達も保育士も自然と交流ができています。子ども達の意欲を大切
にし、遊びや生活の中で、集団と関わる力を育てています。

75 民 社会福祉法人　愛の園 あやめ保育園 保育所 120 565-0862 吹田市 吹田市津雲台4-9-1
阪急電車千里線・大阪モノレール「山
田駅」より徒歩7分

06-6871-0061 06-6871-6108 主任保育士 東　年江 随時
行事日や年度初め、年度末は
不可

豊かな自然に囲まれた保育園です。子どもたちの様子って…？保
育の仕事って…？ぜひ体験してみてください。

76 民 社会福祉法人　桃林会 みなみせんりおか遊育園 幼保連携型認定こども園 115 566-0021 摂津市 摂津市南千里丘4-35
阪急京都線「摂津市駅」より徒歩4分
またはJR京都線「千里丘駅」より徒歩
16分

06-6317-2466 06-6317-2468 人事担当 園田　裕紹 随時
当園は、子ども達の「遊び」と「学び」を大切にする保育園です。ス
タッフ皆が、前向きで、チームワークも良好です。経験を問いませ
んので、是非、当園に体験実習に来て下さい。お待ちしています。

77 民 社会福祉法人　桃林会 せっつ遊育園 幼保連携型認定こども園 145 566-0022 摂津市 摂津市三島3-13-1 阪急京都線「摂津市駅」より徒歩7分 070-2304-6283 072-654-5109 事務管理室 園田　レナ 随時
「遊び」と「学び」が融合した部分が「遊育」。異年齢グループと年
齢グループを併用し、体育遊び・英語遊び・泥んこ遊び等、子ども
の遊びを育てています。私たちと一緒に「あそびこみ」ませんか？

78 民 社会福祉法人　成光苑 認定こども園　正雀愛育園 幼保連携型認定こども園 150 566-0023 摂津市 摂津市正雀4丁目12-23 阪急京都線「正雀駅」より徒歩10分 06-6382-2600 06-6382-8245 主幹保育教諭 西島　美奈子 指定あり
夏期8/12～8/16、年末年始
12/29～31、1/4以外でお願いし
ます。

保育と教育を大切にし、各年齢がつながりのある保育を心掛けて
います。かわいい子ども達の成長いちじるしい姿を間近で体験し、
楽しく過ごしてみませんか？
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79 民 社会福祉法人　桃林会 がくえんちょう遊育園(分園) 幼保連携型認定こども園 20 566-0033 摂津市 摂津市学園町1-2-33 阪急京都線「摂津市駅」より徒歩11分 070-2304-6283 072-654-5109 事務管理室 園田　レナ 随時

「遊び」と「学び」が融合した部分が「遊育」。本園は利便性の良い
南千里丘地区にて、分園は去年開設したばかりの小規模保育園
で、其々あそび込める場づくりを大切に進めています。私たちと一
緒に「あそびこみ」ませんか？

80 民 社会福祉法人　鶴野会 つるのひまわり園 幼保連携型認定こども園 100 566-0035 摂津市 摂津市鶴野2丁目7-16 大阪モノレール「摂津駅」より徒歩３分 072-632-1115 072-632-2660 施設長 木下　さひ子 随時
1978年創立　2014年4月1日より新築園舎　定員100名　職員23名
家庭的な雰囲気で保育をしています。

81 民 学校法人　成晃学院 摂津ひかりにこにこ保育園 保育所 90 566-0054 摂津市 摂津市鳥飼八防2丁目6-
11

大阪モノレール「南摂津駅」より徒歩
15分

072-654-1711 072-654-6869 園長 古谷 指定あり
春、夏、冬期休み、行事の時は
受入れできません。

保育の仕事は、子どもたちからパワーと笑顔をもらえるすてきな仕
事です。ぜひ一度、保育園へ来てください。

82 民 社会福祉法人　桃林会 とりかいひがし遊育園 幼保連携型認定こども園 105 566-0062 摂津市 摂津市鳥飼上3-2-25

阪急京都線「茨木市駅」西口より近鉄
バス「鳥飼本町1丁目」下車、徒歩6分
またはJR「千里丘駅」より阪急バス
「中鳥飼」下車、徒歩8分

070-2304-6283 072-654-5109 事務管理室 園田　レナ 随時
「遊び」と「学び」が融合した部分が「遊育」。主体的な遊びと、行事
やイベント（剣道・茶道等）を通して子どもの可能性を引き出す保
育を進めています。私たちと一緒jに「あそびこみ」ませんか？

83 民 社会福祉法人　桃林会 とりかい遊育園 幼保連携型認定こども園 45 566-0064 摂津市 摂津市鳥飼中1丁目20-1

JR線「千里丘駅」下車、
阪急バス「勝安寺」バス停より徒歩1
分
または阪急京都線「茨木市駅」下車、
近鉄バス「鳥飼五久」バス停より徒歩
7分

070-2304-6283 072-654-5109 事務管理室 園田　レナ 随時
「遊び」と「学び」が融合した部分が「遊育」。主体的な遊びと、行事
やイベントを通して子どもの可能性を引き出す保育を進めていま
す。私たちと一緒jに「あそびこみ」ませんか？

84 民 社会福祉法人　つつみ会 安威たんぽぽ学園 幼保連携型認定こども園 160 567-0007 茨木市 茨木市南安威2-1-13
JR「茨木駅」より阪急バス（追手門学
院行き）「安威団地」バス停より徒歩3
分

072-643-4929 072-641-4808 園長 三角　智昭 随時 天然芝の園庭で、はだしで楽しくあそびます。

85 民 社会福祉法人　親和会 松ヶ本認定こども園 幼保連携型認定こども園 120 567-0033 茨木市 茨木市松ヶ本町4-40 JR「茨木駅」より徒歩5分 072-626-1677 072-626-2357 園長 野並　早苗 随時
保育の仕事は日々新鮮で発見や驚きがたくさんあります。子ども
たちと一緒に挑戦し、「楽しい、うれしい、やったー！！」をたくさん
感じましょう！！

86 民 社会福祉法人　智恩福祉会 こどもの園　敬愛保育園 幼保連携型認定こども園 139 567-0034 茨木市 茨木市中穂積3丁目1-22 JR「茨木駅」より徒歩7分 072-645-0005 072-645-0009 園長 武藤　理恵 指定あり 4月、2月3月以外
保育士の資格を有効に活用する為、また、学んだ今までの経験を
社会貢献の為、是非生かしていただければと思います。お待ちし
ております。

87 民 社会福祉法人  穂積福祉会 ほづみ保育園 保育所 90 567-00360 茨木市 茨木市上穂積2-3-45 JR京都線「茨木駅」より徒歩12分 072-627-5200 072-623-9100 園長 坂手　佳子 随時
大きな行事の前は場合により
調整。
基本的には随時行う。

この仕事は子どもの成長発達にかかわれる仕事です。こども達に
は様々な人とのかかわりが大切です。資格を取得はしているけれ
ど、経験のある方、経験のない方も、ぜひそのことを活かして保育
職場で共に働いてみませんか

88 民 社会福祉法人  秀幸福祉会 認定こども園　ちとせ學院めぐみの森 幼保連携型認定こども園 120 567-0814 茨木市 茨木市戸伏町13-35
阪急京都線「茨木市駅」より北に約
800m、徒歩12分 072-626-1606 072-626-3164

園長・主幹保育
教諭

岩佐　弘子
木下　直子

指定あり

養成校の学生の実習受け入れ
やインターンシップを受け入れ
ているので、時期が重なると難
しい。事前に日程調整したいの
で、一度ご連絡ください。

待機児童の増加と保育士不足の昨今、潜在保育士の職場復帰、
就職は幼児教育界にとっては、願ってもないことです。ブランクの
ある方や資格をお持ちでも現場未経験の方も臆せず、チャレンジ
していただき、子どもたちと過ごす時間の充実感を味わっていただ
けるよう、先輩とペアで丁寧にお仕事に復帰していただく準備をお
手伝いします。
駅からも徒歩圏内ですので、通勤にも便利です。平成29年4月
オープンの新園舎で、子どもたちと一緒に過ごしてみませんか。

89 民 宗教法人　茨木別院 茨木保育園 保育所 70 567-0817 茨木市 茨木市別院町3-31
阪急京都線「茨木市駅」より西へ徒歩
3分

072-622-2903 072-625-9445 主任保育士 松田　恵美 指定あり
行事などがあるときは受入れは
難しいです。事前に連絡をして
下さい。

現場を離れて不安に思っておられる方も多いことと思います。この
体験を通して、もう一度子どもたちと共にすごせる楽しさ、子どもた
ちの成長にかかわれることの喜びを経験していただきたいと思い
ます。

90 民 社会福祉法人  裕榮福祉会 認定こども園　たちばな保育園 幼保連携型認定こども園 180 567-0819 茨木市 茨木市片桐町14-10 阪急「茨木駅」より徒歩10分 072-622-2777 072-627-0461 園長 太田　久子
随時

会社の休日の土曜日などに来
て頂いて、土曜日の保育園で
の様子を体験いただいてもいい

保育士の仕事のハードさだけでなく、子どもとのかかわりの楽しさ
や成長などを見て、やりがいを感じたり、また子どもからの元気な
パワーや癒しもいっぱいもらえたりする体験をしていただければと
思っています。

91 民 社会福祉法人  天王福祉会 てんのう中津保育園 保育所 132
（120）

567-0824 茨木市 茨木市中津町14-28
阪急京都線「茨木市駅」より徒歩7分
またはJR京都線「茨木駅」より阪急バ
ス「茨木駅」下車

072-635-4500 072-635-8836 副園長 木村　優人 指定あり
行事前、土曜日の受け入れに
ついては要相談

職員の年代層も幅広く家庭との両立や子育て中の保育士もたくさ
んいます。職員間の人間関係もよく、明るい職場です。一人ひとり
を大切に保育をしています。未経験の方でも現場保育士が丁寧に
指導致しますので、資格をいかしてぜひ一度体験実習をしてみま
せんか！
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92 民 社会福祉法人  親和会 玉島保育園 保育所 120 567-0845 茨木市 茨木市平田2丁目36-13
阪急京都線「茨木市」下車
近鉄バス平田巡回「玉島一丁目」徒
歩7～8分

072-635-5700 072-635-7297 園長 平出　愛子 随時
お気の向くまま、おいでください。「子ども」のこと、「保育」のことお
話しましょう。お待ちしています。

93 民 株式会社EXライフサポート 第２保育園なないろ　真砂園 小規模保育事業 16 567-0851 茨木市 茨木市真砂2-16-12ヴィラ
ローザ奥谷102

阪急「茨木市駅」または「南茨木駅」よ
り近鉄バスにて真砂2丁目下車、徒歩
0分

072-601-1314 072-601-1313 片重または小西 随時

当園は0～2歳児のみの小規模保育園です。子どもたちが安心安
全に過ごせるために、職員間の声のかけ合いや、空気づくりも大
切に考えています。毎日の小さな積重ねや、子どもたちの1日1日
を大切にできる方と共にお仕事をしたいと考えています。

94 民 社会福祉法人 裕榮福祉会 認定こども園　・　玉櫛たちばな保育園 幼保連携型認定こども園 150 567-0861 茨木市 茨木市東奈良2-8-21
阪急京都線「南茨木駅」より東へ徒歩
5分
（資料館川向かい）

072-632-5821 072-632-1204 教頭 波多野　直子 随時

保育教諭（保育士、幼稚園免許取得予定者、or 取得されている
方）になりたい学生さん、又は、再就職される方は、是非当園での
体験を通して、保育内容や仕事内容、職員間の指導間の連携等
を学び、就職活動に役立ててください。

95 民 株式会社EXライフサポート 第２保育園なないろ 小規模保育事業 15 567-0865 茨木市 茨木市横江1-2-8
大阪モノレール「沢良宜駅」より徒歩8
分

072-601-1314 072-601-1313 片重または小西 随時

当園は0～2歳児のみの小規模保育園です。子どもたちが安心安
全に過ごせるために、職員間の声のかけ合いや、空気づくりも大
切に考えています。毎日の小さな積重ねや、子どもたちの1日1日
を大切にできる方と共にお仕事をしたいと考えています。

96 民 社会福祉法人   天王福祉会 天王こども園 幼保連携型認定こども園 160 567-0867 茨木市 茨木市大正町3-16

JR「千里丘」・阪急「南茨木市駅」徒歩
13分
またはモノレール「沢良宜駅」徒歩10
分

072-632-1500 072-634-0101 園長 八反田　由美 指定あり
行事前・土曜日の受け入れは
要相談。

職員間の人間関係もとても良い職場です。丈夫な体作りを基本理
念に掲げ、子ども達も皆元気一杯です。未経験の方でも先輩保育
士が丁寧に指導いたしますので資格を生かしてぜひ一度体験実
習をしてみませんか？

97 民 社会福祉法人　つつみ会
幼保連携型認定こども園　・　たんぽぽ学
園

幼保連携型認定こども園 105 567-0895 茨木市 茨木市玉櫛1-3-1 阪急京都線「南茨木駅」より徒歩10分 072-632-6669 072-638-4907 副園長 坂本　容子 随時
大阪みどりの百選に選ばれた「桜通り」添いにある、緑豊かな幼
保連携型認定こども園です。広い園庭で、0～5歳児までの子ども
たちが元気に遊んでいます。

98 民
社会福祉法人　大阪水上隣保
館

藤の里保育園 幼保連携型認定こども園 150 569-0025 高槻市 高槻市藤の里町38-28
阪急「高槻市駅」より徒歩20分または
京阪バス枚方市行き「城東町」（3つ
目）より5分

072-672-0125 072-672-0125 園長 大島　弘之 随時
第三者の方（実習生・見学者等）を受け入れることにより、現職員
にも緊張感が生まれ、相乗効果を期待しています。

99 民 社会福祉法人  久護福祉会 大冠保育園 保育所 90 569-0027 高槻市 高槻市天川新町10-28

阪急「高槻市」駅下車　市バス北大塚
行乗車「六中西」下車すぐ
またはJR「高槻駅」下車　市バス北大
塚行乗車「六中西」下車すぐ

072-676-1064 072-675-1133 主任 薮口　実香 随時 子どもたちの未来の為、もう一度頑張ってみませんか。

100 民
特定非営利活動法人
地域ひといき

大塚わくわく園 企業主導型保育事業 50 569-0034 高槻市 高槻市大塚町5-30-6

阪急「高槻駅」より京阪バス（枚方向
き）「大塚」下車徒歩5分
京阪「枚方駅」より京阪バス（高槻向
き）「大塚」徒歩5分

072-647-8955 072-655-4365 事務長 浅見　英 随時

現場を経験することで自分にあっているかどうかが分かると思い
ます。従業員の雰囲気や、子どもへの関わり方だけではなく当園
がどのような方向性で動いているのかを目で見て肌で感じていた
だければと思います。是非あなたの資格を活かしてみませんか？

101 民 社会福祉法人　多邦会 城南宙保育園 保育所 90 569-0056 高槻市 高槻市城南町2丁目45-10 阪急「高槻駅」より徒歩15分 072-670-5077 072-670-5088 主任 池田　真史 随時

四季折々の草花が園庭に咲き、園で育てた野菜が給食の献立に
登場し、食しています。保育園の2階・3階は老人ホームになってい
て、高齢者の方々と共に触れ合い、交流を深めています。明るく
元気いっぱいの子ども達に囲まれて、私たちと一緒に保育のお仕
事をしてみませんか。

102 民 社会福祉法人　満寿園 天川こども園 幼保連携型認定こども園 90 569-0083 高槻市 高槻市永楽町10-2
JR「高槻駅」、阪急「高槻市駅」より市
バス「六中前」下車　北へ徒歩2分

072-662-6700 072-662-6800 園長 勝田　伊織 随時 まずは、お気軽にお問合せください。

103 民 社会福祉法人　育成福祉会
認定こども園
津之江さくら保育園

幼保連携型認定こども園 90 569-0822 高槻市 高槻市津之江町1丁目37-
9

JR「高槻駅」より徒歩20分または
阪急「冨田駅」より徒歩20分

072-673-7015 072-675-2913 主任 浦田 随時
保育の現場に入っていただき、子どもたちとたくさん関わっていた
だきます。是非お越しください。

104 民 社会福祉法人　たつみ会 柱本保育園こども未来学舎 幼保連携型認定こども園

120
（2.3
号）
15

（1号）

569-0846 高槻市 高槻市柱本新町10-1

阪急京都線「茨木市」駅より
阪急バス　柱本団地行き
またはJR「高槻市」駅より
市バス柱本団地行き「柱本団地」バス
停より徒歩1分

072-678-6925 072-678-6926 川畑　眸　・
日高　晶子

随時 乳幼児の保育を共に楽しみましょう。
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105 民 社会福祉法人  たつみ会
認定こども園　聖ヶ丘保育園こども未来学
舎

幼保連携型認定こども園 120 569-1025 高槻市 高槻市芝谷町19-7
JR「高槻駅」または阪急京都線「高槻
市駅」より市バス「芝谷町」下車徒歩1
分

072-689-8720 072-689-8730 園長 川畑　弘二 随時
乳幼児の生活、遊び、学びの現場である保育園で、保育士の業
務を楽しんでください。（乳児、給食配膳を希望される方は要検
便）

106 民 社会福祉法人　照治福祉会 浦堂認定こども園 幼保連携型認定こども園 175 569-1032 高槻市 高槻市宮之川原4丁目3-1
JR「高槻」駅北口
高槻市バス上の口行き「浦堂」より徒
歩5分

072-687-7237 072-668-1230 主幹保育教諭 山田　心美 随時

乳児は育児担当制、幼児は異年齢保育を実施しています。一斉
保育ではなく、個別の活動を大切にした保育により、自主性を大
切にしています。第2の家庭としての温かい環境で、教えるのでは
なく子ども達が学び合う環境をサポートし、共に育つ保育をしてい
ます。

107 民 社会福祉法人　照治福祉会 摂津峡認定こども園 幼保連携型認定こども園

90
（2、3
号）
+
15

（1号）

569-1042 高槻市 高槻市南平台5丁目68-9
JR京都線「高槻」駅下車、高槻市営バ
ス（関西大学行）「西之川原橋」バス停
より徒歩2分

072-697-2888 072-697-2877 園長 大谷　智光 随時

“自然の中で　わくわく　キラキラのびのびと生きる力を育もう”の
保育方針のもと、乳児クラスは一人ひとりを大切にする育児担当
制保育を行い、幼児クラスは3,4,5歳児がともに生活をする混合異
年齢保育を行っています。

108 民 社会福祉法人　大阪ＹＭＣＡ ＹＭＣＡたかつきあま保育園 保育所 60 569-1105 高槻市 高槻市安満中の町25-1
ＪＲ「高槻駅」または阪急京都線「高槻
市駅」より市バス「磐手港前」下車徒
歩５分

072-682-2077 072-682-2080 副園長 秋山 健二 指定あり ご相談ください。
実務経験が浅い方やブランクがある方でもしっかりサポートします
ので、安心してください。

109 民 社会福祉法人　愛和会 高槻あいわ保育園 保育所 150 569-1123 高槻市 高槻市芥川町1丁目2-B-0114JR「高槻駅」北側より徒歩1分 072-682-4152 072-682-4153 園長・主任 植田・水廣 随時
JR高槻駅北側にある認可保育園です。「生活や遊びを通して生き
る力の基礎を培う」ことを目標として、やさしくていねいな保育を
行っています。明るく元気な子どもたちが待っていますよ！

110 民
社会福祉法人
大阪厚生福祉会

南総持寺保育園 保育所 90 569-0851 高槻市 高槻市南総持寺町7-4 阪急京都線「総持寺駅」より徒歩6分 072-693-8531 072-693-8531 有長　太一 随時 気軽に問合せ下さい。

111 民 社会福祉法人　恵由福祉会 高瀬ひまわりこども園 幼保連携型認定こども園 90 570-0062 守口市 守口市馬場町1-7-18 京阪本線「土居駅」より徒歩7分 06-6996-0301 06-6996-0385
道籏・出羽・

髙尾
随時

他の実習生の受け入れや行事
と重なる場合は要相談。

資格や経験を活かして子ども達と関わってみませんか！！

112 民 社会福祉法人　恵由福祉会 土居ひまわりこども園 幼保連携型認定こども園 84 570-0072 守口市 守口市早苗町6-19

京阪本線「守口市駅」か「土居駅」より
徒歩5分または地下鉄谷町線「守口
駅」から徒歩10分
または地下鉄今里線「太子橋今市駅」
から徒歩10分

06-6991-2441 06-6991-0815
園長・主幹保育

教諭
保富・琴本 随時

小規模園で駅からも近い場所にあります。子ども達一人ひとりを
大切に保育・教育を行っています。興味のある方は、ぜひ見学・体
験に来てくださいね。くわしくはホームページをご覧ください。

113 民 社会福祉法人　門真福祉会 脇田保育園 保育所 150 571-0011 門真市 門真市脇田町2-8
京阪電車「大和田駅」より京阪バス門
真団地行　終点より徒歩7分 072-885-4310 072-885-2880 園長 武田　政子 随時

元気一杯の子どもたちと一緒に過ごして、保育の楽しさを味わっ
てください！おまちしています。

114 民 社会福祉法人　小百合苑 古川園 幼保連携型認定こども園 150 571-0031 門真市 門真市古川町7-3
京阪本線「古川橋駅」または「大和田
駅」から徒歩5分

06-6908-4529 06-6900-2123 秋山　尚美 随時

「明るい笑顔と優しい言葉」をモットーに保育をしています。もう一
度保育の仕事に就きたいと考える保育士の方、あなたの笑顔を子
どもたちに見せに来て下さい。そして保育士のやりがいや喜び、
楽しさを体験し、現場に復帰されることを応援します。

115 民 社会福祉法人　小百合苑 幼保連携型認定こども園　柳町園 幼保連携型認定こども園 162 571-0041 門真市 門真市柳町14-10 京阪本線「門真市駅」または「古川橋
駅」より徒歩10分

06-6908-1010 06-6908-1020 園長 大西 指定あり
行事日等はお断りしています。
要相談。

平成27年度4月より認定こども園となりました。これまでと変わらず
乳児クラスは担当制をとり入れています。幼児クラスでは遊びを
中心とした生活で子ども達のやりたいと思う力を育てています。子
ども一人ひとりを大切にした保育を心がけています。子育ての経
験やキャリアを生かし一度体験しに来てください。

116 民 社会福祉法人　愛美会 門真保育園 保育所 110 571-0046 門真市 門真市本町19-5
京阪電車「西三荘駅」より南へ300ｍ
（徒歩3～4分）

06-6908-2514 06-6909-5075 津嶋　三郎 随時
保育士という仕事は大変ですが、その分喜びも大きいものがあり
ますよ。

117 民 社会福祉法人　まりも会 なでしこ保育園 保育所 150 572-0006 寝屋川市 寝屋川市美井元町28-3 京阪電車「香里園駅」より徒歩10分 072-832-3777 072-832-3713 園長 嶋　奈保子 随時
子どもたちひとりひとりが生き生きと活動できるよう、保育をすすめ
ています。子どもたちがお友達と一緒に色んな取り組みをすすめ
ていくことができるように、サポートをお願いします。

118 民 社会福祉法人　明徳園 明徳保育園 保育所 100 572-0011 寝屋川市 寝屋川市明徳2丁目11-18
京阪電車「寝屋川市駅」より京阪バス
寝屋川団地行　終点より徒歩1分

072-822-0841 072-822-0930 主任 福井　直子 随時 午前中
実習の意味を理解して園児を指導するようにしてください。園児と
の関わる機会を大切にし、関わりを学んでください。
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119 民 社会福祉法人　聖森会 国松保育園 保育所 30 572-0016 寝屋川市 寝屋川市国松町39-3 京阪本線「寝屋川市駅」より京阪バス
「観音橋」バス停５分

072-800-6166 072-800-6366 村上 随時
ただし、時期によって受け入れ
が難しいこともあります。

国松保育園は、０～３歳児を対象とした定員３０名の小さな保育園
です。家庭的な雰囲気の中で、きめ細かな保育をしています。

120 民
社会福祉法人
寝屋川めぐみ園

寝屋川めぐみ保育園 保育所 100 572-0022 寝屋川市 寝屋川市緑町13-20 京阪線「香里園」より徒歩15分 072-833-0020 072-833-0180 園長 永井　正志 随時

当園は産休明けから就学前までの定員100名の保育園です。現
員114名の子ども達が毎日元気いっぱい生活しています。保育の
仕事は、子ども達の命を守り、生きる力を育てること。生きる力の
基本である生活や遊びを通して、子ども達が日々成長する姿を支
えていく、とてもやりがいのある仕事です。子ども達が小さな一歩
を積み重ねて、やがて大きな実を結ぶための手助けを一緒にして
みませんか？

121 民 社会福祉法人　たちばな会 石津保育園 保育所 130 572-0027 寝屋川市 寝屋川市石津東町20-20 京阪「香里園」徒歩15分(バスも有り) 072-829-0800 072-827-0111 園長 西邨（ニシムラ） 随時

新年度が始まったばかりの4
月、運動会の9月、発表会の2
月、卒園・新年度準備の3月以
外の月でしたら大丈夫です。

結婚を機に保育士をやめられた方、子育てが一段落された方、も
う一度ご自身が子育てされた経験を生かして自信を持って保育士
に復職してください。子どもの笑顔は時を超えて永遠のものです。

122 公 寝屋川市立さざんか保育所 保育所 150 572-0029 寝屋川市 寝屋川市寿町15-6 京阪電車「香里園駅」より徒歩15分 072-834-1555 072-834-1555 所長 高松 随時

随時受け入れ可能ですが、行
事などがあるため、体験実習者
の方と相談し日程を調整しま
す。

「保育所のこどもたちと触れ合ってみませんか？」
寝屋川市の公立保育所です。不安や疑問を、職員から話を聞い
てみたり、こどもたちと触れ合いながら、楽しく保育の仕事を経験
してみませんか？

123 民 社会福祉法人　珠寿会 認定こども園　池田保育園 幼保連携型認定こども園 120 572-0030 寝屋川市 寝屋川市池田本町4-10 京阪電車「寝屋川市駅」より徒歩10分 072-827-3456 072-827-3488 副園長 乾　政典 随時

本園は開園して42年目になります。
今年から幼保連携型認定こども園としてスタートしました。
”今が大事”を教育・保育理念に掲げ、家庭的な雰囲気の中で心
身共に健やかな明るい子どもを育て、一人ひとりを大切に自然や
社会の中で豊かな感性や思考力の基礎を培うような保育を目指し
ます。
長年働いている職員や子育て真っ最中の職員も在籍しています
ので、資格は持っているが未経験の方や、もう一度保育士を目指
したい方は是非本園に体験実習にお越しください。

124 民 社会福祉法人　寝屋川福祉会 桜木保育園 保育所 70 572-0041 寝屋川市 寝屋川市桜木町6-11 京阪「寝屋川市駅」より徒歩5分 072-829-5921 072-829-7032 園長 森本　英嗣 随時 体験事業を通して保育の楽しさを知っていただきたい。

125 民 社会福祉法人  高柳福祉会 認定こども園　太陽保育園 幼保連携型認定こども園 70 572-0051 寝屋川市 寝屋川市高柳4丁目6-23

京阪線「寝屋川市駅」より徒歩15分
または [寝屋川市駅」下車
京阪バス「対馬江」バス停より徒歩5
分

072-827-1291 072-827-1278 石橋 随時

定員70名のアットホームで家庭的な認定こども園です。かわいい
子ども達としっかりかかわることができますよ。せっかくの資格を
生かしてみませんか？一緒に頑張りましょう！！　保育士体験お
待ちしています。

126 民
社会福祉法人
なかよし福祉会

すずらん保育園 保育所 150 572-0051 寝屋川市 寝屋川市高柳5-28-1
京阪電車「宜島駅」徒歩20分
または京阪バス「神田天満宮前」徒歩
1分

072-827-5544 072-827-5548 園長 水﨑　教夫 随時

私どもの保育園は、市立保育所の民営化を受け7年目となりま
す。定員は150人で、職員は保育士26人を含め34人の職場です。
“健康で生きいきと　仲間を大切にし　思いやりのある子ども　この
子にとって今何が大切かを考える保育”に努めています。　明るく
元気で思いやりのある職員集団ですので、体験実習にぜひお越し
ください。お待ちしています。

127 民 社会福祉法人　真清福祉会 かえで保育園 保育所 150 572-0053 寝屋川市 寝屋川市中神田2-2 京阪線「萱島駅」より徒歩13分 072-829-8218 072-829-8239 坂井　里美 指定あり イベント時以外

保育園は家庭的な雰囲気で、子どもも大人も大切にという思いで
保育をしています。保育士は人生の土台を築く大切で素敵な仕事
です。責任もありますが喜びも多くあります。体験者の皆さんとお
会いできるのを楽しみにしています。

128 民 社会福祉法人　なかよし福祉会 寝屋川なかよし保育園 保育所 100 572-0061 寝屋川市 寝屋川市長栄寺町6-18 京阪本線「寝屋川市駅」より徒歩約10
分

072-829-0948 072-838-4024 水﨑　隆司 随時

私どもの保育園では、乳児は担当制の保育を実施しています。細
やかな言葉掛けや丁寧な保育を心がけ、お子様が安定して落ち
着いた生活を過ごせるよう努めています。また、幼児は、3・4・5歳
児混合の縦割り保育を実施しています。

129 公 寝屋川市立コスモス保育所 保育所 90 572-0061 寝屋川市  寝屋川市長栄寺町22-13   京阪電車「寝屋川市駅」より徒歩15分 072-828-9111 072-828-9111 所長 新宮　由紀 随時
寝屋川市からは遠いですが、駅から京阪バスがたくさん出ていま
すので、そちらを利用すると通うのも楽です。小さな保育所ですの
で、ゆっくりと保育を思い出していただけます。

130 民 社会福祉法人　東仁福祉会 こまどり保育園 保育所 100 572-0076 寝屋川市 寝屋川市仁和寺本町3丁
目12-20

京阪「寝屋川市駅」よりバス
バス停「仁和寺」にて下車　徒歩すぐ

072-838-1515 072-838-0505 園長 松岡　幸進 随時
子どもたちと楽しく保育を体験して、保育士としての仕事のやりが
いを感じていただけたらと思います。

131 民
社会福祉法人
寝屋川聖和福祉会

ゆりかご保育園 保育所 90 572-0077 寝屋川市 寝屋川市点野4丁目1-32
京阪電車「寝屋川市駅」下車
京阪バス４番「葛原（くずはら）」より徒
歩3分

072-827-5555 072-827-3900 園長 水原　千賀子 随時
運動会・発表会の週は除く。連
絡を頂ければできるだけ対応さ
せて頂きます。

ブランクのある方や不安な方も、元気な子ども達が可愛い笑顔で
待っています。子ども達と一緒に歌ったり、身体を動かしたり、
色々な活動を一緒に体験してみてください。
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132 民 社会福祉法人　東仁福祉会 しらゆり保育園 保育所 130 572-0810 寝屋川市 寝屋川市堀溝北町25-1
京阪「寝屋川駅」より自転車で7分ま
たは徒歩20分

072-822-3935 072-822-3911 都間　多香子 指定あり
運動会や生活発表会の前は忙
しくなりますので、この時期は
外してほしいです

元気な子ども達と楽しく過ごしてください。

133 民 社会福祉法人　聖森会 たちばな保育園 保育所 150 572-0836 寝屋川市 寝屋川市木田町2-8 京阪本線「寝屋川市駅」より徒歩10分 072-800-6166 072-800-6366 村上 随時
たちばな保育園は、定員150名の保育園です。平成25年に園舎が
新しくなり、子どもたちも喜んでくれています。広い園庭でのびの
び遊んでいます。

134 公 寝屋川市立たんぽぽ保育所 保育所 120 572-0861 寝屋川市 寝屋川市打上南町2-1
JR学研都市線「東寝屋川駅」より徒歩
10分

072-823-2433 072-823-2433 所長 伊東　知子 随時
広い敷地と駐車場があり、子育て支援センターを併設した公立保
育所です。

135 民
社会福祉法人
寝屋川常盤福祉会

常盤学園保育所 保育所 70 572-0866 寝屋川市 寝屋川市小路南町16-13 JR学研都市線「忍ヶ丘駅」より徒歩10
分

072-824-5055 072-821-3478 主任または
園長

山中　聖子

西岡　高昭
随時 ただし事前連絡にて要調整

本園は20～60才代の幅広い年齢層の職員が活躍しています。私
たちと一緒に保育の仕事の魅力を体感していただけたらと思いま
す。

136 民
社会福祉法人
日本コイノニア福祉会

中宮まぶね保育園 保育所 120 573-0011 枚方市 枚方市中宮山戸町15-1
京阪「枚方市駅」よりバス「関西外大
前」下車　徒歩10分

072-840-2780 072-840-3212 主任 髙鍋 随時 行事前等除く
元気いっぱいの子どもたちと一緒に過ごし、保育園でどのように子
どもたちが過ごしているのか、ご覧になってください。

137 民 社会福祉法人　銀河 ギンガ保育園 保育所 120 573-0042 枚方市 枚方市村野西町4-11 京阪交野線「村野駅」より徒歩5分 072-849-3388 072-849-3311 園長 田中　達彦 随時
保育園の行事により受けられな
いことがあります。

「仲間とひびき合う」を理念として、日課の保育を大切にしていま
す。経験歴は問いませんので、気軽に体験へおこしください。

138 民 社会福祉法人　めぐみ会 常称寺保育園 保育所 130 573-0047 枚方市 枚方市山之上4丁目4-14
京阪線「枚方市駅」下車、京阪バス
「山之上」バス停より徒歩3分

072-845-2130 072-845-2144 副園長 白神　明子 指定あり 9月5・6・7日

毎朝、子どもたちの“おはよう！”の声が心地よくインフォメーション
ホールに響きます。昨日と違う新しい“いのち”の始まりです。この
法治国家日本で、今1週間に一人の子どもが“虐待”でいのちを落
としているという現状を私たちは厳しい現実として見て行かなけれ
ばなりません。その延長線上に私たちの関わる親と子がいます。
日本の家庭はこれまでに私たちが経験したことのない程の劣悪な
子育て環境にさらされていることを、深く学び子どもや親を支援し
ていきましょう。
様々な人とのかかわりや支援の中で、親や子どもと　『私』が育て
られていることが見えてきます。『人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
一緒にご一緒に育ち合いましょう！

139 民 社会福祉法人　めぐみ会 さだ保育園 保育所 90 573-0064 枚方市 枚方市北中振2丁目3-47 京阪電鉄「光善寺駅」より徒歩5分 072-832-2601 072-832-2602 主任保育士 田中　順子 随時

安全な環境の中で、子ども達の今の姿を大切に過ごしています。
その中で、保育士と子ども・保護者との信頼関係をしっかりつなげ
ていく事ができればと思います。子ども達の小さなつぶやきも、ま
た楽しいですよ。子ども達一人ひとり成長を皆で喜び合えるそんな
保育園でありたいと思っています。

140 民 社会福祉法人　明徳園 川越保育園 保育所 100 573-0081 枚方市 枚方市釈尊寺町25-28

京阪電車交野線「郡津駅」より徒歩15
分
または京阪バス枚方市駅発「釈尊寺
団地」バス停前すぐ

072-853-8668 072-853-8663 主任 田中 指定あり
園行事などで十分に対応でき
ないことがあります。事前に日
程調整をお願いいたします。

保育内容はさまざま変わってきているかもしれませんが、子どもた
ちのすがたは変わりません。まずはお越しいただき子どもたちと接
してみてください。ご承知のとおり、しんどいことの多い職場です
が、楽しい発見もたくさんあります。
不安に思われることは、遠慮なくお問い合わせください。本園での
体験を通し、少しでも就労への自信を持っていただくことができれ
ばと思っています。ご来園お待ちしています！！

141 民 社会福祉法人　聖徳園 中振敬愛保育所 保育所 160 573-0093 枚方市 枚方市東中振1丁目12-1 京阪電車「光善寺駅」より徒歩12分 072-834-2331 072-832-5965 主任 寺下　元子 随時
自然がいっぱい明るい保育園で0～5才児カリキュラムに沿った楽
しい保育を行っています。是非中振敬愛保育所で保育士体験して
みませんか。

142 民 社会福祉法人　氷室保育園 氷室保育園 保育所 120 573-0112 枚方市 枚方市尊延寺6-22-5
JR学研都市線「長尾」駅下車
京阪バス「尊延寺」停より徒歩3分

072-858-0058 072-858-0176 主任 林　優子 随時
緑豊かな環境で子どもたちを保育しています。子どもたちの成長
を身近に感じながら、保育士の仕事をしてみませんか。たくさんの
仲間がいます。是非参加ください。

143 民 社会福祉法人　まりも会 まりも保育園 保育所 140 573-0137 枚方市 枚方市春日北町4丁目1-7 JR学研都市線「津田駅」より徒歩20分 072-858-5255 072-858-5267 園長 松藤 随時
駅からは少し離れていますが、自然に囲まれた環境の中、子ども
たちはのびのびと過ごしています。どうぞ、お気軽にいらしてみて
ください。

144 民 社会福祉法人　ボランテ枚方 明善保育園 保育所 140 573-0156 枚方市 枚方市藤阪南町2丁目26-1 ＪＲ片町線「藤阪駅」より徒歩2分 072-851-0022 072-851-6063 随時

当園では、保育目標の１つである『元気にのびのびあそべる子』に
あるように、自然豊かな枚方の土地で、元気いっぱいの子ども達
が「保育」を通して、遊びに学びに楽しく過ごしています。
スタッフ皆も元気いっぱいで、チームワークも良好です。当園の保
育士体験が少しでも、職場復帰の手助けになればと思います。ぜ
ひお気軽にご来園ください。
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145 民 社会福祉法人　長尾会 第2長尾保育園 保育所 120 573-0161 枚方市 枚方市長尾北町3-2-1
JR「長尾駅」より徒歩20分または京阪
バス「長尾中学校」より徒歩1分

072-857-0234 072-857-0027 主任 岡山　愉子 随時
9:00～17:00
これ以外にもご相談ください。

せっかく取った免許を生かして、未来ある子ども達のために活用し
てみませんか？0歳から5歳までかわいい子ども達と一緒に遊ん
だり、着替えやトイレ、オムツ交換などのお手伝いをお願い致しま
す。元気な子ども達に生きがいを見つけ、楽しく働ける職場です。

146 民 社会福祉法人　船橋福祉会 船橋保育園 保育所 120 573-1122 枚方市 枚方市西船橋1丁目83-1 京阪「樟葉駅」より徒歩約10分 072-855-5371 072-855-5577 園長 田中　将也 随時

昭和48年、定員90名で開園し、平成18年に園舎を建て替え定員
120名で運営しています。周りは田畑に囲まれ、自然に恵まれた
保育園です。食育の一環で「鮭の解体ショー」や「クッキング」等を
とり入れております。
また子どもたち一人ひとりの気持ちを大切にし、笑顔で人間性豊
かな子どもを育てることを目指し、日々保育をしています。

147 民 社会福祉法人　イエス団 宇山光の子保育園 保育所 130 573-1136 枚方市 枚方市宇山東町8-30 京阪本線「牧野駅」より徒歩10分 072-851-0560 072-851-1962
園長　・
主任

谷口浩美または
矢野眞理

6月～8月
キリスト教保育を基本にした園です。詳しくは「よい子ネット」大阪
から、保育園の様子を見てください。あなたも保育の醍醐味を味
わってみませんか。

148 民
社会福祉法人
日本コイノニア福祉会

ハレルヤ保育園 保育所 30 573-1155 枚方市 枚方市招提南町1-3-18
京阪「牧野駅」より徒歩15～20分また
は京阪バス「招提中町」バス停5分

072-868-5541 072-868-5542 曽我部、横田 随時

当園は３歳未満児施設です。乳児期の成長発達を丁寧にかかわ
り、心と体を豊かに支援する事により、子どもの生命や発達を、
しっかり援助する事を大切にしています。一人ひとりを大切にする
保育を、共に学び、経験される事を希望します。

149 民 社会福祉法人　上島会 小倉保育園 保育所 120 573-1173 枚方市 枚方市小倉町13-16 京阪本線「牧野駅」より徒歩20分 072-868-6881 072-868-6887 主任 江籠（エゴ） 随時

H25年に民営化により事業開始。明るく楽しいを基本に考え、保育
をしています。
かわいい子どもたちの成長を近くで感じられて、毎日新しい”気づ
き”がある楽しい体験をしてください。

150 民 社会福祉法人　交北会 青桐保育園 保育所 230 573-1161 枚方市 枚方市交北４丁目1247-1
京阪本線「枚方市駅」あるいはJR学
研都市線「長尾駅」よりバス１５分

072-855-3916 072-868-2222 副園長 森川　美希 随時
当園では、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。是非保育士体験にお越しいただき、こどもたちとわらべ歌
を楽しんでください。お待ちしております。

151 民
社会福祉法人　たんぽぽ福祉
会

枚方たんぽぽ保育園 保育所 90 573-1194 枚方市 枚方市中宮北町10-14
京阪電車「御殿山駅」より徒歩15分ま
たは京阪バス「中宮北町」より徒歩3
分

072-840-2083 072-840-9614 園長 酒井　眞澄 随時 相談に応じます
保育士の手伝いをしながら保育士の仕事を体験してみてくださ
い。子どもたちから元気をもらえるとてもやりがいのある素敵な仕
事です。

152 民
社会福祉法人　たんぽぽ福祉
会

つくし保育園 保育所 30 573-1196 枚方市 枚方市中宮本町1-29
京阪本線「枚方市駅」下車
京阪バス「中宮住宅前」徒歩3分

072-848-5734 072-807-3294 園長 谷野 随時

0歳から2歳児の乳児保育園です。「赤ちゃんのお家」のような保育
園ですが、0歳からのこどもたちの成長　発達をみる時、小集団で
ゆったり乳児期をすごし、ひとりひとりの発達していく力を丁寧に
つけていきたいと、職員集団が同じ思いで保育をしています。

153 民 社会福祉法人　徳風会 徳風保育園 保育所 150 573-0001 枚方市 枚方市田口山2丁目5-1
京阪本線「枚方市駅」下車
バス「山田池」バス停より徒歩7分

072-857-2997 072-857-2862 園長 三船　千里 随時

夏まつり当日は在園児157名の
親子・家族中心に卒園児も含め
行う夏まつりは参加者も多くい
ろんな手助けが必要になります
ボランティアや人材支援のお手
伝いを強く希望します。

当保育園は、3才から5才児の児童160名程預かっています。元気
な子ども達ばかりで外あそびを中心に活動し、あそびの世界を広
げています。体を動かして過ごす事が多いので、体力に自信のあ
る方、集団あそびが得意な方　是非いらしてください。

154 民
社会福祉法人
ラ・サール福祉会

くずはあけぼの保育園 保育所 140 573-1104 枚方市 枚方市楠葉丘1丁目19-1
京阪電鉄「樟葉駅」より徒歩13分、京
阪バス「あさひ」バス停より徒歩6分

072-855-5457 072-850-8515 園長 井口　清剛 指定あり
行事の都合により受け入れが
できない日がありますので、希
望の日時をご相談ください。

保育士資格を持っていても、今まで保育園で働いたことがない
方、ブランクがある方、一度保育士体験をされてみませんか？

155 民 社会福祉法人　葵福祉会 四条保育園 保育所 90 574-0011 大東市 大東市北条1丁目8-48
JR学研都市線「野崎駅」より徒歩5分
または四条畷⇔瓢箪山駅前　近鉄バ
ス「野崎観音前」下車　徒歩1分

072-879-4158 072-879-4433 園長 岡本　あおい 指定あり
11月以降でお願いします（１０
月まで新園舎への引越し、運動
会等の行事があるため）。

今までもブランクのある方に何人もお仕事していただいています
が、問題なく働いておられます。少し不安はあるかもしれません
が、一歩ふみだせば、以前働いておられた勘は、すぐ取り戻せる
と思います。資格を生かして、子ども達の待つ職場へ！

156 民 社会福祉法人　弘法会 認定こども園　大東わかば保育園 幼保連携型認定こども園 105 574-0011 大東市 大東市北条1丁目21-36
JR学研都市線「野崎駅」徒歩8分
またはJR学研都市線「四条畷駅」徒
歩10分

072-878-4121 072-878-4146 副園長 山下　綾子 随時

遊びの中から色々なことを学んでいける保育内容です。子どもだ
けでなく、保育士も楽しいと思えるように行事なども考えています。
忙しいけれど、子どもたちと過ごす楽しい時間を体験してみてくだ
さい。

157 民 学校法人　 明善学園 ひらりす保育園 保育所 80 574-0013 大東市 大東市野崎4-5-6 JR学研都市線「野﨑駅」より徒歩8分 072-803-2020 072-803-2022 園長 中村 随時

子ども達を楽しませて力をつけていく。それにはまず先生たちが楽
しむことから！
安田式運動遊びやのびのび保育を通して、喜びと笑顔、感謝で
いっぱいの毎日を体験してみてくださいネ！
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158 民 社会福祉法人　聖心会 第二聖心保育園 保育所 90 574-0014 大東市 大東市寺川1丁目20-1 JR学研都市線「野崎駅」より徒歩18分 072-874-0981 072-874-0982 園長 永田　久史 随時 仲間になりませんか‼

159 民
社会福祉法人　たんぽぽ福祉
会

津の辺保育園 保育所 90 574-0016 大東市 大東市南津の辺町2-32
JR学研都市線「野崎駅」 より徒歩10
分

072-876-8327 072-876-8347 園長 日野 随時 遠足の日や行事前などは相談
「子どもを主体に」と日々実践しています。子どもが自分で発見し、
やってみたい！と主体的に挑戦する姿は素敵です。ぜひ体験して
みてください。

160 民 社会福祉法人　楠会 みのりこども園 幼保連携型認定こども園 60 574-0017 大東市 大東市津の辺町4-11 JR学研都市線「四條畷駅」より徒歩12
分

072-879-2777 072-879-2771 主幹保育教諭 乾　知子 随時
子ども達の笑顔に元気をもらえる仕事です。ぜひ体験を通じて職
場への復帰につなげてください。

161 民 社会福祉法人　朋友福祉会 新田保育園 保育所 90 574-0056 大東市 大東市新田中町4-9
JR東西線「鴻池新田駅」より徒歩17分
または地下鉄鶴見緑地線「門真南駅」
より徒歩20分

072-870-6680 072-870-6681 園長 眞茅（マカヤ） 随時
ブランクがあって復職した職員も多数いる職場です。子ども達の
かわいい笑顔に包まれる幸せをぜひ感じて頂きたいと思います。
一度体験実習に来てみて下さいね。

162 民 社会福祉法人　日乃本会 氷野保育園 保育所 90 574-0061 大東市 大東市大東町10-15 JR学研都市線「住道駅」より徒歩13分 072-871-7321 072-871-7311 園長 杉本　三和恵 随時
9/29運動会、2/2生活発表会前
以外なら随時

家庭的な雰囲気の中で子ども達が心身共に育っていけるよう、子
ども達に接しています。子ども達と一緒に過ごす時間を持ってみま
せんか？

163 民 社会福祉法人 大東若竹会 若竹こども園 幼保連携型認定こども園 84 574-0072 大東市 大東市深野5丁目7-27
JR学研都市線「野崎駅」より徒歩約7
分

072-874-2930 072-874-3554 副園長 松由　裕子 随時 子ども、保育士の笑顔があふれる保育園です。

164 民 社会福祉法人 恵由福祉会 田原台ひまわりこども園 幼保連携型認定こども園 135 575-0013 四條畷市 四條畷市田原台7丁目1-7
近鉄奈良線「生駒駅」下車、奈良交通
バス「田原台センター前」停より3分

0743-78-0133 0743-78-0299 主幹保育教諭 西岡 随時

体験を通して自園のことを知ってもらい、ご縁があれば一緒に働
けたらと思っています。まずは、一度保育士体験に来て頂き、子ど
もたちと触れ合い、仕事をする楽しさを思い出して頂けたらと思い
ます。

165 民 社会福祉法人　清松会 畷アサヒヶ丘保育園 保育所 160 575-0021 四條畷市 四條畷市南野6丁目9-70
JR「四条畷」駅より近鉄バス(清滝団
地行き)「東小学校前」下車すぐ

072-879-2003 072-879-8000 主任保育士 野口　稔恵 随時

保育士不足が叫ばれていますが、政府は子ども・子育て関連3法
の施行を前にして待機児童の解消を目標に保育園の新設、既存
保育園の増築による定数の増、20人未満の小規模認可保育園、
子育てを終えたお母さんに特例による自宅での5人程度の家庭的
保育事業の推進等、多様な施策を打ち出しています。　これらの
事業ですべての待機児童を解消させるには保育士の確保が必要
不可欠であります。更なる女性の社会進出と埋もれた人材を発掘
するため本園としても積極的にこの事業に取り組んでまいります。

166 民 社会福祉法人  北出福祉会 なわてすみれ園 保育所 120 575-0035 四條畷市 四條畷市雁屋北町6-18
JR学研都市線「四条畷駅」より徒歩12
分

072-380-0748 072-396-5883 園長 中山 随時 ブランク有の方でもOKです。

167 民 社会福祉法人  北出福祉会 四條畷すみれ保育園 保育所 90 575-0043 四條畷市 四條畷市北出町11-7 JR「四条畷駅」より徒歩15分 072-878-5961 072-862-1477 園長
上農、中山航

随時
子ども達が家庭的な雰囲気の中で一日を過ごせるように、お手伝
いしてください。そして保育士の魅力を感じてください。

168 民 社会福祉法人  明徳園 認定こども園　交野保育園 保育所型認定こども園 150 576-0043 交野市 交野市松塚11番10号 京阪交野線「郡津駅」 072-891-6203 072-892-3911 主任保育士 近藤　陽子 指定あり 9時～17時の間
保育士の仕事を経験して、その楽しさを実感し、保育士をめざす
きっかけになってほしい。

169 民 社会福祉法人　私部 わかばこども園 幼保連携型認定こども園 154 576-0052 交野市 交野市私部1丁目22-1 京阪交野線「交野市駅」より徒歩7分 072-891-1824 072-891-1845 副園長 白田　美紀 随時 要相談 実習頑張って、就職につなげてくださいね！！

170 民 社会福祉法人　もくせい会 認定こども園　第2きんもくせい保育園 幼保連携型認定こども園 50 576-0053 交野市 交野市郡津5丁目76-1
京阪電車交野線「郡津駅」より徒歩5
分

072-892-6789 072-892-0055 主幹保育教諭 水野　いづみ 指定あり
行事や実習生受け入れ等重な
る場合、調整させていただくこと
もあります。

0～5歳児定員50名の認定こども園です。元気な子ども達、私たち
と一緒に過ごし、認定こども園の一日を体験してみてください。
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171 民
社会福祉法人
公共社会福祉事業協会

はるみや保育園 保育所 160 577-0011 東大阪市 東大阪市荒本北1丁目5-
44

大阪市営地下鉄中央線「長田駅」10
分または近鉄けいはんな「荒本駅」5
分

06-6744-3857 06-6744-6597 園長 山本　敦子 随時

在職員の年齢層は幅広く、人間関係は良好。色々なことを聞きや
すい環境です。園児は0～5歳児までで定員は160名です。食育も
大切にし、栽培やクッキング、給食も手作りで美味しいです。「食」
と「子ども」たちから元気パワーがもらえる楽しい保育園です。

172 民 社会福祉法人　公徳会 マーヤ保育園 保育所 120 577-0025 東大阪市 東大阪市新家2-11-49

地下鉄中央線・近鉄けいはんな線「長
田駅」より徒歩12分
または近鉄奈良線「八戸ノ里駅」より
徒歩20分

06-6781-0456 06-6781-0457 副園長 八木　裕子 指定あり
7月以降の月～金曜日（祝日除
く）

私たち職員が目指していくのは、子ども一人ひとりの幸せです。
今、目の前にいる子どもの幸せがずっと続いていくような育ちの支
援をしていきたいと考えています。
「こんな方、待っています！！」・子どもや人とのふれあいが大好
きな人・人に優しく相手の気持ちが読み取れる人・自分の夢や目
標に向かって前進していく人・協調性をもち、周りに配慮をできる
人

173 民 社会福祉法人  道信福祉会 うみがめ保育園 保育所 60 577-0032 東大阪市 東大阪市御厨1丁目1-18 近鉄奈良線「小阪駅」徒歩10分 06-6789-0200 06-6789-0900 園長 木田　裕子 随時
60人定員のアットホームな保育園です。開園して5年目の新しい保
育園で、元気な子どもと明るい先生達と楽しく保育体験してみませ
んか？姉妹園のおりづる保育園も同じ環境です。

174 民 社会福祉法人  道信福祉会 おりづる保育園 保育所 90 577-0037 東大阪市 東大阪市御厨西ノ町1丁目
1-3

近鉄奈良線「小阪駅」徒歩10分 06-6782-4400 06-6787-2404 主任代理 榎本　真千 随時
90人定員のアットホームな保育園です。裸、裸足保育で元気一杯
の子ども達と明るい先生達と楽しく保育士体験してみませんか？

175 民
社会福祉法人
公共社会福祉事業協会

高井田保育所 保育所 120 577-0054 東大阪市 東大阪市高井田元町2丁目12-5近鉄奈良線・JRおおさか東線
「河内永和駅」より徒歩5分

06-6781-4225 06-6781-9887 所長 中川　香織 随時

当保育所では各年齢の発達をふまえ、一人ひとりの子どもが自主
的・主体的に遊べるよう保育を行っています。複数担当制をとって
いるので、各年齢の保育にはサポートが必ずあります。実習の間
に思いっきり子どもたちと遊んで楽しんで、また子どもへの対応に
悩んで、とそんな経験をしてほしいです。

176 民 社会福祉法人　フタバ会 認定こども園フタバ学園 幼保連携型認定こども園 126 577-0061 東大阪市 東大阪市森河内西2丁目
31-1

JR学研都市線・おおさか東線「放出
駅」より南へ徒歩5分
または地下鉄中央線「高井田駅」より
徒歩10～15分

06-6783-1733 06-6783-1734 園長代理 小山　雅世 指定あり
6～2月随時受付可能。但し、行
事等の都合上、体験するクラス
は限定される場合があります

私たちフタバ学園は、すべての人たちにとって「楽しい保育園」「安
らぎのもてる保育園」「信頼のできる保育園」をモットーに、まずは
子どもたちの取り巻くすべての人たちが楽しいこと。そして安らぎ
のもてる場所であること。それらを通して人々が信頼を寄せ、支え
あうことのできるこども園を目指しています。私たちの仕事は、保
護者・子どもたちをはじめ、周りと共に学び、成長する機会に恵ま
れているやりがいのある素晴らしい仕事です。ぜひ保育士体験に
お越しください。

177 民 社会福祉法人　やまゆり会 やまゆりこども園 幼保連携型認定こども園 145 577-0803 東大阪市 東大阪市下小阪5丁目15-
3

近鉄奈良線「八戸ノ里駅」より徒歩5分 06-6723-6200 06-6723-9995 吉岡　敏洋 随時
２０代から５０代の保育士が、それぞれの良さを出しあいながら保
育をしています。そんな職場で、一緒に働いてみませんか？

178 民 社会福祉法人　どんぐり福祉会 どんぐり保育園 保育所 60 577-0804 東大阪市 東大阪市中小阪5丁目14-2 近鉄奈良線「八戸ノ里駅」より徒歩8分 06-6723-7588 06-6723-7598 園長 神通　佐百合 随時 要相談
60人定員のアットホームな保育園です。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。小規模保育施設もあり、あたらし
い人材を広く求めています。

179 民 社会福祉法人 杏林福祉会 木の実キッズキャンパス 幼保連携型認定こども園 175 577-0848 東大阪市 東大阪市岸田堂西1丁目6-37
地下鉄千日前線「北巽駅」より徒歩8
分
または近鉄「布施駅」より徒歩15分

06-6721-6241 06-6721-6242 増山　和久 随時 この事業を利用して、気軽に保育士を体験してください。

180 民 社会福祉法人　春日会 春日保育園 保育所 60 578-0924 東大阪市 東大阪市吉田4-1-14
近鉄奈良線「河内花園駅」より徒歩15
分

072-964-1101 072-964-2654 仲 随時

定員60名の小さな園ですが、アットホームな雰囲気で子ども一人
ひとりとじっくり関わることができます。保育士それぞれの個性や
特技も生かして、子どもたちには様々な経験をしてほしいと思って
います。
今まで培われた経験や技術も生かしていただければと思います。
一度気軽にいらしてくださいね。

181 民 社会福祉法人　信光園 花園こども園 幼保連携型認定こども園 210 578-0924 東大阪市 東大阪市吉田5-8-2 近鉄奈良線「東花園駅」より徒歩5分 072-962-5010 072-966-2877 園長 森田　知子 随時
登録者と電話連絡にて日程等
の打合せをします

経験を生かし、可愛い子ども達ともう一度楽しく過ごしませんか？
無理をせず何でもご相談をしてください。

182 民 社会福祉法人　　由寿会 アーバンチャイルドこども園 幼保連携型認定こども園 102 578-0924 東大阪市 東大阪市吉田8-2-20
近鉄奈良線「東花園駅」より徒歩約10
分

072-961-0555 072-961-0553 園長 堀内　眞 随時
明るく活気あふれる園です。
ぜひお越しください。

183 民 社会福祉法人　　玉美福祉会 幼保連携型認定こども園　たいよう学院 幼保連携型認定こども園 90 578-0932 東大阪市 東大阪市玉串町東1-10-
37

近鉄奈良線「河内花園駅」より徒歩15
分
または近鉄奈良線「東花園駅」より徒
歩15分

072-966-7778 072-966-7886 園長 西島　由美子 指定あり
夏休み期間（8月いっぱい）は不
可。

日々、子どもたちの笑顔に囲まれ元気をもらっています。保育士
の仕事は、そんな子どもたちの成長を間近に感じながら、私たち
自身も一緒に成長できる楽しい職場です。私たちと一緒に働きま
せんか？あなたの一歩をお待ちしています。
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184 民 社会福祉法人　江東会 エンゼル保育園 保育所 120 578-0935 東大阪市 東大阪市若江東町2-6-1 近鉄奈良線「若江岩田駅」または「河
内花園駅」より徒歩15分

06-6724-2069 06-6730-5050 主任保育士 三浦　智恵美 随時 乳幼児保育の補助として、子ども達と楽しく関わってください！！

185 民 社会福祉法人　信光園 若江保育園 幼保連携型認定こども園 113 578-0941 東大阪市 東大阪市岩田町3丁目3-
29

近鉄大阪線「若江岩田駅」より徒歩5
分

06-6723-6640 06-6723-6644 中井　久子 指定あり 事前に意向の連絡が必要
子ども達に色々な遊びを提供したり、一緒に過ごすことで子ども達
の思いや姿を感じてほしいと思います。乳児室への体験はできま
せんので、よろしくお願いします。

186 民 社会福祉法人　　青雲福祉会 はるか保育園 保育所 130 578-0976 東大阪市 東大阪市西鴻池町2丁目
3-21

JR学研都市線「鴻池新田駅」より徒歩
3分

06-6746-2208 06-6746-2753 理事長 好川　智也 随時 ベテランから新人までチームワークの良い職場です。

187 民
社会福祉法人
公共社会福祉事業協会

しまのうち保育園 保育所 120 578-0982 東大阪市 東大阪市吉田本町1丁目10-30

近鉄けいはんな線「吉田駅」より徒歩
8分
または近鉄奈良線「東花園駅」より自
転車10～15分

072-962-2200 072-962-8762 園長 田畑　博子 随時
子どもたちも職員も明るく元気いっぱいです！子育て中の保育士
も多く、男性保育士も楽しく働いて頂ける、働きやすい職場です。

188 民 社会福祉法人　奥真会 石切山手保育園 保育所 90 579-8011 東大阪市 東大阪市東石切町4丁目15-54近鉄奈良線「石切駅」北西出口より徒
歩3分

072-985-7725 072-985-7762 主任保育士 山本　順子 随時
随時受入する予定ですが、場
合によっては日程調整すること
もあります。

生駒山麓に位置する緑豊かな落着いた環境の中の101名の子ど
も達を預かる保育園です。「元気な子ども」「仲よく遊べる子ども」
「考える子ども」「自立心のある子ども」の育成を保育目標にしてい
ます。元気でかわいい笑顔あるれる子ども達と是非とも触れあっ
てください。

189 民 社会福祉法人　　弘友福祉会 あおぞら保育園 保育所 60 579-8013 東大阪市 東大阪市西石切町2丁目
1-7

近鉄けいはんな線「新石切駅」北へ徒
歩5分

072-986-3656 072-986-3633 園長 冨永　美栄子 随時

１　専門知識や技術を活かして頂ける場として園児たちと共に生
活して保育士の業務全体を体験していただけるものと思っており
ます。
２　保育所は地域に最も身近な児童福祉施設です。乳児から就学
前までの様々な育ちを理解し支える保育を実践している場でもあ
りますので、社会の保育資源としてぜひ体験していただきたいで
す。

190 民 社会福祉法人　玄清会 西若宮こども園 幼保連携型認定こども園 120 579-8027 東大阪市 東大阪市東山町7-8
近鉄けいはんな線「新石切駅」より徒
歩5分

072-987-2410 072-987-2411 久松　幸生 指定あり
年度末、年度当初（4,5月、翌3
月）はご遠慮願います。

生命尊重を理念とした仏教園です。相手の気持ちの分かる思い
やりのある子ども達であってほしいと保育しております。楽しい会
話や笑顔や笑い声に溢れている園です。一緒に保育士体験して
みませんか？

191 民 社会福祉法人　白鳩会 白鳩チルドレンセンター東大阪 幼保連携型認定こども園 156 579-8047 東大阪市 東大阪市桜町9-5 近鉄奈良線「瓢箪山駅」より徒歩7分 072-984-8827 072-985-0473 栗本　太郎 随時
あなたがお持ちの資格と貴重な体験を活かしてみませんか？保
育の仕事は子どもたちの未来が見えるとてもすばらしいもので
す。一緒に頑張りましょう。

192 民 社会福祉法人 　正行福祉会 さくらいこども園 幼保連携型認定こども園 145 579-8061 東大阪市 東大阪市六万寺町2丁目
6-35

近鉄「瓢箪山駅」より南へ20分 072-987-0800 072-986-4111 副園長 岡本　純 指定あり

大きな行事（10月の運動会、2
月の発表会等）の時期は受け
入れが難しいです。それ以外は
休園日以外大丈夫です。

未来への希望輝く子ども達を育てるお仕事です。目標を持って楽
しく取り組める職場で働きましょう。

193 民 学校法人　恵徳学園 認定こども園　恵徳幼稚園 幼保連携型認定こども園 185 579-8065 東大阪市 東大阪市新池島1-4-6 近鉄奈良線「東花園駅」より徒歩5分 072-981-2393 072-985-0235 吉岡 指定あり 5月～

平成22年に現在の新園舎になり、昨年度幼保連携型認定こども
園に移行しました。保育経験年数が違う20代～40代の保育教諭
が協力し合い、当園の教育方針「たくましく心豊かな子どもを育て
る」のもと、子どもたちのより良い成長を願い、教育・保育をすすめ
ています。
しばらく保育の現場から遠ざかっていた方も、ぜひ当園での体験
実習にお越しください。お待ちしています。

194 民 社会福祉法人　若葉福祉会 めだか保育園 保育所 120 579-8065 東大阪市 東大阪市新池島町3-7-7 近鉄奈良線「東花園駅」より徒歩5分 072-987-2340 072-987-7766 仲津・西田 指定あり
行事等ありますので、事前に日
程の調整をします。

アットホームな保育園です。気軽に体験してみてください。

195 民 社会福祉法人 　三光福祉会 あいせん保育園 保育所 50 577-0841 東大阪市 東大阪市足代3丁目9-12 近鉄大阪線・奈良線「布施駅」より徒
歩5分

06-6721-0705 06-6721-1722 主任 伊東　美惠子 随時
定員50名の小さな保育園です。家庭的・家族的な保育をモットーと
し、異年齢児の合同保育を多く取り入れています。健康で明るい
楽しい方、どうぞご来園ください。

196 公 八尾市立末広保育所 保育所 90 580-0001 八尾市 八尾市末広町1-1-8 近鉄大阪線「八尾駅」より徒歩10分 072-924-3840 072-924-9548
八尾市役所こど
も未来部こども施

設課
山田・岡部 指定あり

行事などに重ならない時期で、
八尾市役所の担当課（こども施
設課）で日程調整の上、受け入
れ決定させていただきます

赤ちゃんから就学前児童まで、可愛い子どもたちが緑に囲まれた
保育所で遊んでいます。子どもたちも保育士たちも、互いに個性
を認め合いながら、助け合って協力し合って、より良い保育を目指
していきます。ぜひ一緒に保育士体験をしてくださいね。

197 民 社会福祉法人　聖徳会 うえだおおぞら保育園 保育所 90 580-0016 松原市 松原市上田8-11-7
近鉄南大阪線「河内松原駅」より徒歩
10分

072-337-6051 072-337-6050 園長 仲野　哲也 随時
子ども一人ひとりを大切に、スタッフ一人ひとりを大切にしていま
す。ぜひ、体験実習にお越しください。
園の様子はブログで確認してみてください。
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198 民 社会福祉法人 　博光福祉会 宮前つばさ幼稚園 幼保連携型認定こども園 195 580-0016 松原市 松原市上田6丁目10-24
近鉄南大阪線「河内松原駅」より徒歩
8分

072-337-0283 072-331-0516 主任 北原　めぐみ 指定あり 都度ご相談下さい 子ども達の最善の利益の為に頑張りましょう。

199 民 社会福祉法人 　立青福祉会 天美北保育園 保育所 170 580-0031 松原市 松原市天美北1丁目360-1 近鉄南大阪線「河内天美駅」より徒歩
15分

072-339-1750 072-339-1751 主任 南野 随時

天美北保育園には、資格を取得して間もない人、子育て真っ最中
の人から孫がいる人、様々な年齢の職員がいます。それぞれが
諸事情を抱えながらも、皆で協力し合って勤務しています。就業に
関して、不安に思っていることや疑問などにできるだけお答えしな
がら、眠っている資格を生かすのに、当園が少しでもお力になれ
るよう、お手伝いしたいと思っています。

200 民 社会福祉法人 　立青福祉会 天美保育園 保育所 90 580-0032 松原市 松原市天美東8-6-35 近鉄南大阪線「河内天美駅」より徒歩
5分

072-332-0341 072-330-1139 鈴木　美由希 随時

天美保育園では日々畑で土いじりをしたり、作物を育て食したりな
ど、自活に力を入れています。きゅうきゅうづめの設定保育の毎日
を過ごすのではなく、いきいきすくすく子ども達を育て、生きぬくチ
カラをテーマにのびのびとした保育に取り組んでいます。

201 民 社会福祉法人 　立青福祉会 松原保育園 保育所 90 580-0042 松原市 松原市松ヶ丘3丁目845 近鉄大阪線「松原駅」より徒歩10～15
分

072-337-9477 072-337-9488 主任 仲川　規子 随時

7月～8月は、夏期保育の為、水遊びやプール活動が中心となりま
す。9月～12月頃は、運動会に向けてダンスや競技、後半は作品
展に向けて作品作りなどを皆で経験します。1月～2月は、発表会
に向けて楽器に触れたり、劇遊びなどに取り組むことが増え、年
間を通して子ども達の成長を間近に感じることができます。野菜や
お花を育てたり、年3～4回、ミニクッキングも行っています。体操
や将棋、習字、絵本、おにごっこ、ドッチボール、得意な事で子ども
達に関わってみて下さいね。

202 民 社会福祉法人　　あおば福祉会 みつばち保育園 保育所 120 580-0045 松原市 松原市三宅西2丁目466-4 近鉄南大阪線「河内天美駅」より徒歩
15分

072-336-4900 072-349-6016 主任 西井　左知子 随時
来園して簡単な面接をした後に
受入になります。

みつばち保育園では心も身体ものびのびと自然の中で　かしこく
やさしく　たくましく育つことを保育目標としています。お散歩やリズ
ム運動、泥んこや虫とり、ルール遊びなど、友達や大人と一緒に
遊ぶことを大切にしています。子ども達と元気に遊ぶのが好きな
方、みつばち保育園で楽しく保育をしましょう。

203 公 八尾市立荘内保育所 保育所 120 581-0005 八尾市 八尾市荘内町2-1-27 近鉄「八尾駅」より徒歩10分 072-924-3840 072-924-9548
八尾市役所こど
も未来部こども施

設課
山田・岡部 指定あり

行事などに重ならない時期で、
八尾市役所の担当課（こども施
設課）で日程調整の上、受け入
れ決定させていただきます

保育所での日常を体験していただき、かけがえのない時間を一緒
に過ごすことで、あらためて保育のお仕事を目指すきっかけに
なってほしいと思います。

204 公 八尾市立山本南保育所 保育所 150 581-0013 八尾市 八尾市山本町南2-4-5
近鉄大阪線「河内山本駅」より徒歩5
分

072-924-3840 072-924-9548
八尾市役所こど
も未来部こども施

設課
山田・岡部 指定あり

行事などに重ならない時期で、
八尾市役所の担当課（こども施
設課）で日程調整の上、受け入
れ決定させていただきます

０歳児～５歳児までの子どもたちが在籍しています。
こども達の発達に合わせ、いろいろな活動を考え保育をしていま
す。未来を築いていくこどもたちの成長を荷っているやりがいのあ
る仕事です。

205 民 社会福祉法人 　八尾隣保館 キリン第二こども園 幼保連携型認定こども園 70 581-0017 八尾市 八尾市高美町1丁目4-16 JR・近鉄「八尾駅」より徒歩20分 072-922-1033 072-992-1243 園長 前田　まゆみ 指定あり
7月～8月（盆除く）、10月末～
12月（年末除く）

職場への復帰の第一歩をお手伝いします！！

206 民 社会福祉法人 　あけぼの会 認定こども園　あけぼの第二保育園 幼保連携型認定こども園 115 581-0023 八尾市 八尾市大字都塚102-1 JR大和路線「志紀駅」または
近鉄大阪線「恩智駅」より徒歩10分

072-991-9900 072-991-9916 園長 浅井　孝之 指定あり 月曜日～金曜日で土曜は除く

保育園は子ども達が一日の多くを過ごす場所です。当園は「第二
のお家」であり、「第二のお父さん　お母さん」と思い、家庭に近い
安らげる場所でありたいと願って保育に取り組んでいます。現在
お持ちの資格を生かしていただく一歩として、子ども達と一緒に
色々なことを体験してください。

207 民 社会福祉法人　　幸悠会 ゆめの子保育園 保育所 64 581-0031 八尾市 八尾市志紀町2-18-2 JR大和路線「志紀駅」より徒歩3分 072-948-1161 072-948-3138 園長 木村　百合加 指定あり 6月～12月
3歳未満児保育園です。かわいい子ども達と一緒の時間をすごし
ましょう。

208 民 株式会社 日本保育サービス アスク久宝寺駅前保育園 保育所 110 581-0069 八尾市 八尾市龍華町1-4-2メガシ
ティタワーズ2階

JR関西本線「久宝寺駅」より徒歩2分 03-6455-8036 03-6455-8034 総務部　採用課 田口　瑠菜 随時

株式会社日本保育サービスは、「子どもたちの笑顔のために…」
を社是に掲げ保育園の運営を行っております。0歳児～就学前ま
での乳幼児保育全般や、装飾作りなどをご体験いただきます。園
児の成長を心身共に目の当たりにできるお仕事です。ご興味のあ
る方は是非体験にお越しください。

209 民
社会福祉法人　コミュニティハー
ト

のぞみのもり保育園 保育所 120 581-0075 八尾市 八尾市渋川町4丁目10-29 JR「八尾駅」より徒歩8分 072-940-7000 072-940-7022 副園長 出店　健司 指定あり 保育園に連絡の上、時期相談

平成28年4月1日に開園したばかりのできたて保育園です。みんな
で力を合わせて、いろんな取り組みを考えて作り上げていってい
ます。ぜひ私たちの施設で保育の楽しさを体験してみてはいかが
ですか！(^^)！

210 民 社会福祉法人 　白水福祉会 ゆう安中東こども園 幼保連携型認定こども園 145 581-0081 八尾市 八尾市南本町8-2-20 JR大和路線「八尾駅」より徒歩10分 072-994-7470 072-995-3613
園長・主幹保育

教諭
重谷・山口 随時 5月～1月

こども達と関わりながら、楽しく体験してください。様々な年齢の職
員がいる明るい職場です。
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211 公 八尾市立安中保育所 保育所 120 581-0085 八尾市 八尾市安中町8丁目6-23
JR関西線「八尾駅」より徒歩10分 072-924-3840 072-924-9548

八尾市役所こど
も未来部こども施

設課
山田・岡部 指定あり

行事などに重ならない時期で、
八尾市役所の担当課（こども施
設課）で日程調整の上、受け入
れ決定させていただきます

元気なこども達に囲まれて、楽しくお仕事しましょう。

212 公 八尾市立弓削保育所 保育所 120 581-0094 八尾市 八尾市志紀町西3-10 ＪＲ大和路線「志紀駅」より徒歩10分 072-924-3840 072-924-9548
八尾市役所こど
も未来部こども施

設課
山田・岡部 指定あり

行事などに重ならない時期で、
八尾市役所の担当課（こども施
設課）で日程調整の上、受け入
れ決定させていただきます

未来ある子どもたちの為に持っている資格をいかしましょう。あな
たの豊かな愛情が必要です。

213 民 社会福祉法人 　ふじ福祉会 ふじ保育園 保育所 150 581-0801 八尾市 八尾市山城町5-2-6 近鉄大阪線「八尾駅」より徒歩10分 072-998-9543 072-998-4000 三代 随時

復職においては、精神面、体力面、環境などに、とても不安を抱か
れている事だと思います。また働くことが久々なのであれば、一歩
踏み出すのにも、とても勇気の要る事だと思います。仕事しなけれ
ば・・・迷惑を掛けては・・と思い頑張りすぎてしまう事も後々しんど
くなりますので、そう思いながら過ごしてもらうのではなく、この体
験事業を通して、失敗も交えながら、少しでも保育士としての感覚
を取り戻していただけたらと思います。このやりがいのある仕事を
毎日可愛い子どもたちに囲まれながら再び保育士として輝いて頂
ける事を願っています。

214 民 社会福祉法人 　ふじ福祉会 ふじ第二保育園 保育所 45 581-0801 八尾市 八尾市山城町2-2-13 近鉄大阪線「八尾駅」より徒歩6分 072-996-2783 072-996-2783 主任 山田　加奈 随時 0～2歳児までの、家庭的な保育園です。

215 民 社会福祉法人　 幸悠会 くねあ保育園 幼保連携型認定こども園 20 581-0802 八尾市 八尾市北本町1-2
ペントモール八尾2番街6号

近鉄大阪線「八尾駅」西口より徒歩1
分

072-990-1380 072-990-1380 園長 清水　勝子 随時

社会福祉法人幸悠会は本園：千塚こども園と分園：くねあ保育園、
姉妹園：ゆめの子保育園と分園：キッズビレッジ、にじの子保育
園、姉妹園：龍華保育園と分園：とらの子保育園、姉妹園：美加の
台保育園、姉妹園：ひかりまち保育園・みゆきこども学院の6施設3
分園よりなる法人です。子ども達と楽しい時間を体験しに来てくだ
さい。

216 民 社会福祉法人 ふじ福祉会 認定こども園　こどものいえ 幼保連携型認定こども園 90 581-0803 八尾市 八尾市光町1-38 近鉄大阪線「八尾駅」より徒歩5分 072-924-8801 072-999-6000 村井　昌子 随時

大阪近鉄線の八尾駅より徒歩5分の所にあります。大阪市内から
郊外にありますが、近くにはショッピングセンターもあり賑やかな
地域です。保育園に一歩入ると外の様子とは違い落ち着いた雰
囲気の保育園です。是非、一度保育園に体験に来てください。

217 民 社会福祉法人 　白水福祉会 あい桂こども園 幼保連携型認定こども園 140 581-0823 八尾市 八尾市桂町2-1-1

近鉄大阪線「八尾駅」より近鉄バス
「西郡」バス停より徒歩5分、近鉄奈良
線「若江岩田駅」より近鉄バス「西郡」
バス停より徒歩5分

072-998-7115 072-923-3513 園長 古賀　壽 随時

保育士・保育教諭は子ども達がよい未来になる為の一番大事な6
年間を担う、とてもやりがいのある仕事だと思います。又、体験は
園方針等を知るのによい機会ですので、積極的に参加して頂きた
いと思います。

218 公 八尾市立西郡保育所 保育所 150 581-0823 八尾市 八尾市桂町2丁目33

近鉄「八尾駅」下車
近鉄バス萱島行き又は住道行き「西
郡」下車

072-924-3840 072-924-9548
八尾市役所こど
も未来部こども施

設課
山田・岡部 指定あり

行事などに重ならない時期で、
八尾市役所の担当課（こども施
設課）で日程調整の上、受け入
れ決定させていただきます

保育士資格をお持ちの方が保育所での保育士体験をし、一人で
も多くの方が、保育士のお仕事についていただけるように体験者
をお待ちしています。

219 公 八尾市立堤保育所 保育所 120 581-0832 八尾市 八尾市堤町1丁目7番 近鉄大阪線「山本駅」より徒歩10分 072-924-3840 072-924-9548
八尾市役所こど
も未来部こども施

設課
山田・岡部 指定あり

行事などに重ならない時期で、
八尾市役所の担当課（こども施
設課）で日程調整の上、受け入
れ決定させていただきます

0歳から5歳児までの元気いっぱいの子どもたちをお預かりしてい
ます。子どもたちと接して、いろんな喜びや発見、感動を一緒に共
有しませんか？きっと保育士の仕事が好きになると思いますよ。

220 民 社会福祉法人 　ふじ福祉会 認定こども園　緑ヶ丘ふじ保育園 幼保連携型認定こども園 135 581-0837 八尾市 八尾市緑ヶ丘1-50 近鉄大阪線「八尾駅」より徒歩12分 072-996-7093 072-996-7094 芳田 随時

緑ヶ丘ふじ保育園の子ども達は、みんな元気いっぱいです。保育
士経験のあるあなた！元気いっぱい笑顔がかわいい子ども達とも
う一度触れ合い、私たちとよりよい保育を目指しませんか？ご応
募お待ちしています。

221 民 社会福祉法人　 幸悠会 千塚こども園 幼保連携型認定こども園 160 581-0862 八尾市 八尾市大字千塚150-1 近鉄信貴線「服部川駅」より徒歩15分 072-941-1380 072-941-3455 園長 清水　勝子 随時

社会福祉法人幸悠会は本園：千塚こども園と分園：くねあ保育園、
姉妹園：ゆめの子保育園と分園：キッズビレッジ、にじの子保育
園、姉妹園：龍華保育園と分園：とらの子保育園、姉妹園：美加の
台保育園、姉妹園：ひかりまち保育園：みゆきこども学院の6施設3
分園よりなる法人です。子ども達と楽しい時間を体験しに来てくだ
さい。

222 民 社会福祉法人 大幸福祉会 まどか保育園 保育所 120 582-0018 柏原市 柏原市大県4丁目631番地
近鉄大阪線「堅下駅」より10～15分
またはJR大和路線「柏原駅」より15～
20分

072-971-4520 072-973-7011 園長 田口　貴子 指定あり
行事前（運動会10月、生活発表
会2月）は避けてください。

大切な子どもの育ちに携わる仕事。愛情を持って係わって欲しい
と考えています。

223 民 社会福祉法人　豊昌福祉会 みずほ保育園 保育所 105 582-0018 柏原市 柏原市大県1丁目3-22
JR大和路線「柏原駅」より徒歩5分
または近鉄大阪線「堅下駅」より徒歩
1分

072-972-0822 072-972-0877 藤井　道代 随時
駅から近く、元正職員保育士や、子育てが落ち着いた保育士が4
名居ます。
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224 民 株式会社　　ニチイ学館 ニチイキッズ柏原保育園 小規模保育事業A型 19 582-0025 柏原市 柏原市国分西1-1-17
幸喜ビル２階

近鉄大阪線「河内国分駅」より徒歩１
分

072-975-2225 072-975-2226 園長 井上　智弘 随時

小規模というメリットを活かし、園児・保護者が気軽にコミュニケー
ションが図れるアットホームな施設です。子ども達が健やかに成長
していけるように、お子様ひとりひとりに合わせた発達課題に職員
全員で丁寧に関わっていきたいと考えています。是非当園での保
育を体験しにお越しください。

225 民
社会福祉法人
日本コイノニア福祉会

旭丘まぶね保育園 保育所 120 582-0026 柏原市 柏原市旭ヶ丘3丁目13-43

近鉄大阪線「河内国分駅」より徒歩13
分
または近鉄大阪線「大阪教育大前駅」
より徒歩10分

072-976-1912 072-975-3636 主任 山庄司　美保 随時

子どもたちに最善の保育をと、その充実に向けて努力してきまし
たが、近年の保育士不足により、現状維持すら危ぶまれる現状で
す。ぜひあなたの保育士資格を生かして、子どもたちの育ちを援
助してください。保育士体験、大歓迎です。

226 民 社会福祉法人　そうび会 惣社保育園 保育所 130 583-0005 藤井寺市 藤井寺市惣社1丁目3-28 近鉄南大阪線「土師ノ里駅」北へ徒歩
約8分

072-931-7333 072-931-7330 園長 野村　誠二 指定あり
行事の少ない時期に、本人との
直接交渉で。

子どもたちの未来を一緒に応援しませんか。保育士の仕事を知り
たい方、保育所で子供たちが安心して過ごせることを願う方、保護
者に子育ての楽しさを伝えたいと思う方、保育士体験にお越しくだ
さい。体験の時間や内容は相談に応じます。保育園の詳細は、社
会福祉法人　そうび会のホームページ、惣社保育園のブログをご
覧ください。

227 公 藤井寺市立第５保育所 保育所 80 583-0006 藤井寺市 藤井寺市国府1丁目3-28 近鉄南大阪線「土師ノ里駅」徒歩10分 072-939-7148 072-939-7148 園長 神谷　純子 随時
当保育所にて保育士体験をしていただき、ぜひ保育現場へ復帰さ
れ、ご活躍いただくことを期待しています。

228 公 藤井寺市立第３保育所 保育所 120 583-0024 藤井寺市 藤井寺市藤井寺1丁目19-
58

近鉄南大阪線「藤井寺駅」より徒歩2
分

072-939-7128 072-939-7128 所長 神谷　純子 随時
当保育所にて保育士体験をしていただき、ぜひ保育現場へ復帰さ
れ、ご活躍いただくことを期待しています。

229 公 藤井寺市立第６保育所 保育所 70 583-0033 藤井寺市 藤井寺市小山1丁目16-18
近鉄南大阪線「藤井寺駅」より徒歩10
分

072-938-0909 072-938-0909 所長 鬼追　亜紀子 随時
当保育所にて保育士体験をしていただき、ぜひ保育現場へ復帰さ
れ、ご活躍いただくことを期待しています。

230 民 社会福祉法人 　高屋福祉会 高屋保育学園 幼保連携型認定こども園 120 583-0852 羽曳野市 羽曳野市古市7-4-1 近鉄南大阪線「古市駅」より徒歩10分 072-957-1234 072-957-1433
前田　直樹・
内田　佳世

随時

1月下旬～2月上旬、3月下旬は
受入困難です。それ以外の時
期も日程を相談させていただけ
ると助かります。

日本の将来を担う子ども達を育む為、あなたの潜在力が必要で
す。共に働きましょう。

231 民
社会福祉法人
羽曳野市社会福祉協議会

あおぞら保育園 保育所 120 583-0852 羽曳野市 羽曳野市古市2丁目2-27
近鉄南大阪線「古市駅」下車2番出口
から徒歩約5分

072-950-1105 072-958-1290 園長 牧　有香 指定あり
指定あり
4月、5月、12月、3月以外の月

保育園での保育士体験に興味のある方、ぜひ一度保育園に来て
いただき、一緒に子ども達の笑顔を増やしましょう。

232 民
社会福祉法人
四天王寺福祉事業団

四天王寺悲田院保育園 保育所 130 583-0868 羽曳野市 羽曳野市学園前6丁目1-1
近鉄南大阪線　「藤井寺駅」または
「古市駅」下車
近鉄バス「桃山台２丁目」より徒歩5分

072-957-7517 072-950-3457 杉江　恭子 随時
元気いっぱいの子どもたちと遊んで楽しんでください。また、子ども
の気持ちに寄り添いながら、関わり、子どもたちの心に耳を傾けて
みてください。

233 民
社会福祉法人
羽曳野市社会福祉協議会

ベビーハウス社協 保育所 120 583-0882 羽曳野市 羽曳野市高鷲9丁目2-17 近鉄南大阪線「高鷲駅」より徒歩2分 072-930-0240 072-937-3824 園長代理 田村　理依 指定あり
事前にご連絡頂き、日程を調整
させて頂きます。行事等でお断
りする事もあります。

0～5歳児、定員120名の保育園です。一時保育や地域支援活動
にも力を入れており、地域の子育て応援団を目指している保育園
です。保育士は、自分自身も成長できるやりがいのある仕事で
す。とにかく一度体験してみて下さい。

234 民 社会福祉法人　華芯会 ふれんど保育園 保育所 89 584-0013 富田林市 富田林市桜井町2-1845-4
近鉄南大阪線「喜志駅」東出口より徒
歩5～6分

0721-26-3571 0721-23-6279 理事 西谷　幸子 随時

本園は生後2ヶ月から就学前の子どもたちを預かっております。保
育士資格を持っている方でしばらく現場から離れている方「今の保
育現場ってどんな感じ？」この体験を通して昔経験されたことを思
い出してみませんか。

235 公 富田林市立若葉保育園 保育所 90 584-0024 富田林市 富田林市若松町3丁目2-
20

近鉄南大阪線富田林駅下車　徒歩10
分

0721-24-3308 0721-24-9424 園長 辻野　由貴子 随時

子ども・保育士の笑顔が溢れる保育園で、地域の子ども達の子育
て支援にも頑張っています。一時保育事業も実施しており、その
中で園児たちとの交流も行っています。若葉保育園では「丈夫な
からだ・豊かな心」を保育理念とし、子どもの健やかな成長を願
い、職員が連携を取り合いながら、あたたかい保育を心掛けてい
ます。あなたの資格を生かして子どもたちと触れ合い子育てを一
緒にしませんか？職場に復帰されることを待っています。

236 公 富田林市立大伴保育園 保育所 100 584-0042 富田林市 富田林市北大伴町2丁目
12-4

近鉄南大阪線富田林駅下車
金剛バス「北大伴」より徒歩3分

0721-23-6579 0721-24-9272 園長 谷野　純子 随時

子ども・保育士の笑顔が溢れる保育園で、地域の子ども達の子育
て支援にも頑張っています。
あなたの資格を生かして子どもたちと触れ合い子育てを一緒にし
ませんか？職場に復帰されることを待っています。
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237 公 富田林市立彼方保育園 保育所 90 584-0058 富田林市 富田林市大字彼方37番地
近鉄南大阪線「滝谷不動駅」より徒歩
10分

0721-33-3943 0721-33-3465 園長 山本　雅代 随時

子ども、保育士の笑顔が溢れる保育園で地域の子どもたちの子
育て支援にも頑張っています。あなたの資格を生かして子どもた
ちと触れ合い子育てを一緒にしませんか？現場に復帰される事を
待っています。自然がいっぱいの彼方保育園です。園庭には桜、
すもも、柿、びわなど実のなる木があります。畑で野菜を植え子ど
もたちとクッキングもしています。保育士、子どもたちと色んな経験
をしませんか。

238 公 富田林市立金剛東保育園 保育所 90 584-0071 富田林市 富田林市藤沢台1丁目4-4

近鉄南大阪線「富田林駅」より
近鉄バス「藤沢台6丁目」下車徒歩3
分
または南海高野線「金剛駅」より
南海バス「藤沢台6丁目」下車徒歩3
分

0721-29-1600 0721-29-1666 園長 重野　文子 随時

子ども・保育士の笑顔が溢れる保育園で、地域の子ども達の子育
て支援にも頑張っています。金剛東保育園は子ども達が心身共に
健やかに育ち合うことを願い、住民、保護者、職員の願いで建てら
れました。園庭開放では、市民の方が多く利用し子育て支援専門
のスタッフが常勤し地域の子育てセンターとしての役割も担ってい
ます。あなたの資格を生かして子ども達と触れ合い子育てを一緒
にしませんか？職場に復帰されることを待っています。

239 民 社会福祉法人 　光久福祉会 寺池台保育園 保育所 102 584-0073 富田林市 富田林市寺池台2丁目16-1
南海高野線「金剛駅」下車　南海バス
「寺池台3丁目」（金剛駅より2駅目）よ
り徒歩5分以内

0721-69-7752 0721-69-7761 園長・
主任

藤本　員子　・　 阪口　真澄 随時
未来を担う子ども達！その子ども達の生涯にとって最も大切な時
期を過ごすのが保育園です。子ども達の輝く笑顔を守るため、私
達に力を貸してください。手を携えて共に頑張りましょう。

240 民
社会福祉法人　　千早赤阪福祉
会

石川こども園 幼保連携型認定こども園 145 585-0002 河南町 南河内郡河南町一須賀76
番地

近鉄南大阪線「富田林駅」より
金剛バス「阪南ネオポリス行き」
または「東山行き」に乗車「一須賀」下
車

0721-90-2068 0721-90-2066 主幹 世木 随時
ぜひ体験してみて、子ども達と一緒に働いてみませんか。輝かし
いひとみに心洗われ、チャレンジしてみてください。あなたのお力
を社会が必要としてくれていますよ！

241 民
社会福祉法人
千早赤阪福祉会

げんき保育園 保育所 70 585-0053 千早赤阪村 南河内郡千早赤阪村大字小吹68-912
南海高野線・近鉄南大阪線「河内長
野駅」よりバスで10分、小吹台行バス
で、「小吹台」バス停下車徒歩5分

0721-72-7868 0721-72-1343 主任 前田 随時
大きな行事の前や職員の夏期
休暇が入っている時以外でお
願いできれば有難いです。

自然豊かな環境の中、運動・絵画・音楽等、いろいろな事に楽しく
取り組んでいます。食育にも取り組み、給食も美味しくて安全なも
のを提供しています。子どもたちと楽しんで遊んでいただきたいで
す。

242 民 社会福祉法人　柳風福祉会 柳風台保育園 保育所 120 586-0001 河内長野市 河内長野市木戸3丁9-1 南海高野線「千代田駅」より徒歩13分 0721-53-7960 0721-55-6293 園長 横田　朋子 随時 ゆっくりスローペースでいいですよ。

243 民 社会福祉法人 　ちよだ福祉会 おおさかちよだ保育園 保育所 90 586-0004 河内長野市 河内長野市楠町西1145番
地

南海高野線「千代田駅」より徒歩15分 0721-52-1705 0721-52-1706 園長 上月　小百合 随時

おおさかちよだ保育園は周りに田畑が広がる自然いっぱいの地
域にあり四季を肌で感じることができます。保育の柱に「自然」「散
歩」「異年齢保育」を掲げ身近な自然に関わる中で、心も体も豊か
にすこやかに育つようにと願っています。

244 民
社会福祉法人
長野社会福祉事業財団

認定こども園　長野こども学園 保育所 135 586-0017 河内長野市 河内長野市古野町2-14
南海高野線「河内長野駅」または近鉄
南大阪線「河内長野駅」より徒歩5分

0721-52-5917 0721-56-1311 大北 指定あり
平成29年9月1日（金）～12月28
日（木）

しばらく保育士のお仕事から離れている方、この保育士体験事業
を通して、子ども達との関わりの楽しさ、素晴らしさを思い出してみ
ませんか？

245 公 河内長野市立千代田台保育所 保育所 150 586-0027 河内長野市
河内長野市千代田台町1-
1

南海高野線「千代田駅」徒歩10分また
は
南海バス「市民グランド前」徒歩約2分

0721-53-2231 0721-53-1277 所長 山本　淳子 随時

保育所は大人も子どもも共に育ち合う場です。千代田台保育所で
は、実務経験がほとんどない方や、長い間この仕事に就いてな
かった方も、嘱託やアルバイトとして勤務しています。職員全員が
共に学び合いながら、保育や子育て支援等、責任ある仕事を担っ
ています。その方々の実体験にも触れながら、この仕事をスタート
させる良い機会になればと思っています。

246 民 社会福祉法人 　みのり学園 南嶺保育園 保育所 90 586-0077 河内長野市
河内長野市南花台6丁目
16-1

南海高野線「三日市町駅」より
南海バス「南花台3丁目」バス停より
徒歩3分

0721-62-2200 0721-62-2641 園長 中辻 随時
マイカーでの出勤できます。お気軽に子どもたちとふれあいに来
てください。

247 民 社会福祉法人　　天野山保育園 天野山保育園 保育所型認定こども園 100 586-0086 河内長野市 河内長野市天野町295-1
近鉄・南海「河内長野駅」下車
南海バス15分「下里口」バス停より徒
歩2分

0721-52-5819 0721-56-5879 主任保育士 田嶋　みか 随時 自然に囲まれた保育園で子ども達と楽しく遊んで下さい。

248 民 社会福祉法人　　どんぐり会 くろやま保育園 幼保連携型認定こども園 130 587-0002 堺市 堺市美原区黒山415-1 南海高野線「初芝駅」よりバス10分 072-361-4154 072-361-1154 園長 幕内　聖二 随時 ぜひ、体験にご参加ください！お待ちしております。

249 民 社会福祉法人 　光久福祉会 きらり保育園 保育所 150 589-0006 大阪狭山市 大阪狭山市金剛2丁目13-
16

南海高野線「大阪狭山市駅」より徒歩
2分

072-366-3707 072-366-3505 園長 端山　和美 随時
元気いっぱいの子ども達と一緒に毎日楽しく過ごす中で、自分の
“やりがい”を見つけてみませんか？
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250 民 社会福祉法人 　光久福祉会 山本こども園 幼保連携型認定こども園 95 589-0034 大阪狭山市 大阪狭山市山本中353-2 南海高野線「北野田駅」より徒歩19分 072-360-7000 072-360-7001 主幹保育教諭 小川　悠史 随時

当園では子どもにできる事を増やすことより、心で感じたり、わ
かったりすることを大切に保育しています。大人の価値観で指導
する事より、子どもの目線で疑問を持ち、考え、答えを出していくこ
と、子どもと共に感動し、プロセスを楽しむ、頼まれたら必ず受け
てやる、こういう保育者になるための実習として欲しいです。

251 民 社会福祉法人 　堺文化学苑 文化保育園 保育所型認定こども園 150 590-0006 堺市 堺市堺区錦綾町1丁3-17
南海高野線「堺東駅」より徒歩約15分
または南海高野線「浅香山駅」、阪堺
線「綾ノ町駅」より約10分

072-232-4376 072-238-6840 園長 浅田　三雄 随時
色々な体験をする事が大事だと思うので！
乳幼児とかかわり、色々な体験をして下さい。

252 民 社会福祉法人　　地球の園
こひつじ保育園
幼保連携型認定こども園

幼保連携型認定こども園 150 590-0105 堺市 堺市南区竹城台2丁2-1
泉北高速鉄道「泉ヶ丘駅」より徒歩10
分

072-291-3222 072-291-3222 園長 林　惠子 随時
キリスト教保育で異年令保育を行っています。一人ひとりの子ども
たちと楽しく丁寧に優しく接して良い体験をしてください。

253 民 社会福祉法人 　　白水福祉会 三原台こども園 幼保連携型認定こども園 150 590-0111 堺市 堺市南区三原台3丁1-15 泉北高速鉄道「泉ヶ丘駅」より徒歩約
20分

072-292-3818 072-293-4367 園長 重谷　崇夫 随時

保育士のライセンスは持っているけれど、勤めた事がない・・・そん
なあなた！！そのライセンスを生かせるチャンスかも知れません。
実際に職場の雰囲気や業務内容を体験してみませんか？一度ご
連絡ください。お待ちしています。

254 民 社会福祉法人　　浜寺会 はるみだい保育園 幼保連携型認定こども園 130 590-0113 堺市 堺市南区晴美台2‐2-2
泉北高速「泉ヶ丘駅」よりバス15分
「晴美台センター」バス停より１分 072-293-2000 072-293-4069 園長 小田 随時

こども達との丁寧な関わりを大切にしている幼保連携型認定こど
も園です。

255 民 社会福祉法人　よしみ会 泉北園 幼保連携型認定こども園 140 590-0115 堺市 堺市南区茶山台3-23-1

泉北高速線「泉ヶ丘駅」より南へ徒歩
15分
または南海バス(5分)で「茶山台近隣
センター前」下車30秒

072-292-3831 072-292-2111 園長 中辻　忠行 随時

行事前（発表会1月）と年度末
（3月）は受入は出来ません。ま
た夏季（7/30～8/18）も職員が
交代で休暇を取るのでできませ
ん。

泉北園は、平成7年に近畿で初めて、特別養護老人ホームと保育
園が同じ敷地内で向いあっている複合施設としてリニューアル
オープンした園です。「0才～100才まで1世紀の交流」をスローガ
ンに先駆的な施設で、園庭、保育室も未来型となっています。今
の保育を実感できると思います。

256 民 社会福祉法人　美多弥福祉会 美木多いっちん保育園 幼保連携型認定こども園 130 590-0136 堺市 堺市南区美木多上53-1
泉北高速鉄道「光明池駅」より徒歩20
分
バイク・車通勤可（駐車場あり）

072-299-6657 072-299-6806 園長 鵜川　剛 随時
泉北ニュータウンが周囲に広がるのどかな地での保育を楽しみな
がら、始めませんか。車での通勤も可能です。

257 民 学校法人　泉北成晃学院 成晃ひかり保育園 保育所 45 590-0137 堺市 堺市南区城山台1-8-3

泉北高速鉄道「光明池駅」より、南海
バス
城山台回りで約10分
「城山台1丁南」バス停から徒歩5分

072-298-2708 072-298-2829 施設長 道倉 指定あり
指定あり
行事等によりますので、ご連絡
下さい。

復職に向けて、頑張って下さい。

258 民 社会福祉法人　堺中央共生会 しおあなの森保育園 保育所 160 590-0822 堺市 堺市堺区協和町3丁275番
地

南海高野線「堺東駅」より南海バス７
分
「塩穴通」バス停より徒歩７分

072-244-7820 072-241-2209 横山　和美 随時
0～5歳児のいる保育園です。広い園庭と、さくらんぼ、ビワ、ぶど
うなどの樹木があり、野菜を育てる菜園もあります。ホームページ
にものせていますので、みてください。

259 公 堺市立共愛こども園 幼保連携型認定こども園 180 590-0822 堺市 堺市堺区協和町5丁482-5
南海高野線「堺東駅」下車
南海バス「塩穴」バス停より徒歩5分

072-244-6780 072-241-1802 副園長 上坂元　恵理子 随時
潜在保育士のみなさまが保育現場で活躍されることを願っていま
す。体験実習を
通して保有することの喜びを感じ取っていただきたいです。

260 公 堺市立錦西こども園 幼保連携型認定こども園 115 590-0911 堺市 堺市堺区七道西町12-29 南海本線「七道駅」より徒歩10分 072-233-0162 072-222-4892 副園長 小田　美奈子 随時
行事などで受けられないときも
あります。

こども園は、子どもたちと一緒に成長できる場です。楽しさや喜び
が感じられる体験を
して、自信へとつなげていただければ嬉しいです。

261 民 社会福祉法人　龍谷保育会 龍谷保育園 保育所 130 590-0935 堺市 堺市堺区神明町東3丁1-
10

南海高野線「堺東駅」より徒歩15分
または阪堺線「神明町駅」より徒歩5
分

072-229-7330 072-224-4511 主任保育士
青山　周江

（アオヤマ　ヒロ
エ）

随時
行事等に重ならなければ随時
です。

浄土真宗　西本願寺派の仏教系保育園です。堺の旧市街地の中
にある、また寺の中にあることから、のんびりしていると言われま
す。園舎が新しくなり、職員一同　再出発で頑張っております。子
どもたちは、可愛いですよ。結婚やお家の事情以外の退職はほと
んどなく、育休・産休を使って仕事を続ける職員が増えています。
お互い助け合いながら成長できるよう、しっかりコミュニケーション
を取り合って仕事に臨んでいます。

262 公 堺市立英彰こども園 幼保連携型認定こども園 96 590-0960 堺市
堺市堺区少林寺町西3丁
2-2

阪堺線「寺地町駅」より徒歩4分 072-221-9465 072-228-5641 園長 石川 指定あり
行事や実習生を受け入れてい
るとき
など不可

保育士の専門職の資格を生かして、働くことで、自己発見、自己
肯定につながり、社会に貢献できます。一度職場体験を通して、
検討してみませんか。
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263 民 株式会社　アイグラン あい・こども園北花田 保育所型認定こども園 90 591-8007 堺市 堺市北区奥本町1‐333
地下鉄御堂筋線「北花田駅」より徒歩
7分

072-250-1401 072-250-1402 園長 弘田　礼子 随時
保育士体験することにより、少しでも保育の楽しさ、重要性を感じ
ていただければと思います。

264 民 社会福祉法人 堺暁福祉会
幼保連携型認定こども園
あかつき保育園

幼保連携型認定こども園 108 591-8011 堺市 堺市北区南花田町1687-2
地下鉄御堂筋線「新金岡駅」より徒歩
15分

072-251-0200 072-257-0020 園長 斎藤　三枝 指定あり
9：00～17：00の間の時間内で
受け入れします。（半日でも可
能です）

まずは一度体験してみませんか？かわいい子どもたちとふれなが
ら、保育を一緒に楽しんでいただけます。見学も随時受け付けて
いますので、ぜひお立ち寄りください。

265 民 社会福祉法人　コスモス いづみ保育園 保育所 90 591-8021 堺市 堺市北区新金岡町4-6-1
地下鉄御堂筋線「新金岡駅」2番出口
から徒歩10分（大泉緑地入口前にあ
ります。）

072-255-7920 072-258-6311 園長・副園長 増永・岡 随時
子どもたちの成長を感じられる、やりがいのある楽しい仕事です。
職員は皆、優しくて、親切！！子育て中の人も多い職場です。気
軽に問いあわせください。

266 民 社会福祉法人　金岡会 幼保連携認定型こども園　わんぱく保育園 幼保連携型認定こども園 110 591-8022 堺市 堺市北区金岡町954-2 地下鉄御堂筋線「新金岡駅」より徒歩
7分

072-259-4721 072-254-5300 園長 吉村　登志子 随時 要相談

当園では、従来の一斉保育を見直し、「育児担当保育」「ピラミッド
メソッド（体験型保育メソッド）」を保育の柱に、“あそびは学び、あ
そびは育ち”ととらえ、生活やあそびといった具体的な体験を通し
て子どもたちの主体性、自律に向けた生きる力を育む保育を実践
しています。是非あなたの能力を保育現場に活かすきっかけに
なってくれればと思います。

267 公 堺市立浜寺石津こども園 幼保連携型認定こども園 120 592-8334 堺市 堺市西区浜寺石津町中3丁8-30南海本線「石津川駅」より徒歩5分 072-241-6531 072-241-0695 山口・吹田 随時

基本的には随時受け入れしま
すが保育所の行事やその他の
実習生の受け入れ状況もある
ので、問い合わせにて調整させ
てください。

子どもたちがこども園で、１日の生活を安心して楽しく過ごすこと
ができるように、職員みんなであたたかいこども園づくりをすすめ
ています。
保育士体験をとおして子どもたちの元気な姿や笑顔にふれてみて
ください。

268 民 社会福祉法人　あすなろ会 石津川保育園 幼保連携型認定こども園 120 592-8335 堺市 堺市西区浜寺石津町東3丁6-25
南海本線「石津川駅」より徒歩15分
または阪堺電車「石津駅」より徒歩10
分

072-245-1678 072-245-1679 トヨダ またはサンミヤ 随時

保育の仕事に興味のある方、子どもが大好きな方、是非一度保育
士体験しませんか？本園の子ども達はのびのび元気いっぱい遊
んだり、とても人なっこい子ばかりです。私達も毎日、子ども達から
たくさんのパワーや笑顔をもらっています。とても楽しいですよ。

269 民 社会福祉法人　サン・アス会 サン子ども園　福泉園 幼保連携型認定こども園 159 593-8312 堺市 堺市西区草部336-4
JR阪和線「鳳駅」より南海バス「光明
池」行
「石橋」バス停下車徒歩10分

072-271-0753 072-271-2524 園長 吉川　昭一 随時
夢のある仕事です。体験を精一杯応援します。お気軽に声をかけ
てください。

270 民 社会福祉法人　ドレミ福祉会 幼保連携型認定こども園　・　ドレミ保育園 幼保連携型認定こども園 108 593-8315 堺市 堺市西区菱木1丁2314-7
JR阪和線「鳳駅」よりバス10分
南海バス「万崎」バス停下車すぐ

072-274-2288 072-274-2218 施設長 吉本　和子 指定あり 11月～1月を除く

鳳駅からの交通の便が悪いので、ご連絡いただければ、駅までお
迎えに行きます。通勤は駐車場があります。
H31年4月には、JR津久野駅前徒歩1,2分の所に分園こども園（計
110名入所）の新設園が完成いたします。興味をお持ち頂けると嬉
しいです。完成の過程を電車からも見てください。

271 民 社会福祉法人 サン・アス会 サン子ども園　・　分園鳳東乳児園 幼保連携型認定こども園 30 593-8324 堺市 堺市西区鳳東町7丁847-1 JR阪和線「鳳駅」より徒歩7分 072-272-6486 072-272-6487 教頭 筒井　智子 随時
夢のあるお仕事です。体験を精一杯応援します。お気軽に声をか
けてください。

272 民 社会福祉法人　ちぐさの森 おおとり保育園 保育所 160 593-8325 堺市 堺市西区鳳南町3丁199-
20

JR阪和線「鳳駅」より徒歩15分 072-272-0010 072-272-6873 主任 上田　喜久美 随時
保育はとてもやりがいのある、またとても楽しい仕事です。色々と
大変な事もありますが、一緒に保育を楽しみましょう。
体験に来ていただけるのをお待ちしています。

273 民 社会福祉法人　ひまわり会 ひまわり保育園 保育所 120 593-8325 堺市 堺市西区鳳南町5-605 JR阪和線「鳳駅」より徒歩10分 072-273-6222 072-273-8770 園長 長田 随時 男女、年齢問わず、お気軽に。

274 民 社会福祉法人　森の子ども あいあい鳳保育園 保育所 90 593-8327 堺市 堺市西区鳳中町5丁156-3 JR阪和線「鳳駅」より徒歩5分 072-262-0039 072-262-0101 園長 赤阪 随時

0,1,2歳児クラスの保育園です。当園では、「よく寝て」「よく食べ」
「よく遊ぶ」子ども達の育成を目指し、日々ゆったりと穏やかに安
心して過ごせるように保育をしています。小さな子どもたちは、毎
日が成長でとてもかわいくて、やりがいの大きな仕事です。

275 民 社会福祉法人　ちぐさの森 みんなの保育園 保育所 70 593-8328 堺市 堺市西区鳳北町10丁100-
1

JR阪和線「津久野駅」より徒歩5分 072-266-3070 072-266-3071 辻　文 随時
子どもたちはもちろん、職員も毎日笑顔いっぱい元気に楽しく保育
園生活を送っています。この体験実習をきっかけに保育の仕事の
楽しさや大切さを感じもらえたら嬉しく思います。
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276 民 社会福祉法人　鳳会 初芝こども園 幼保連携型認定こども園 170 599-8103 堺市 堺市東区菩提町4丁135番
地

南海高野線「初芝駅」より徒歩13分 072-287-2656 072-286-6450 北口、高槻、黒田 随時
0歳は育児担当保育、1.2歳児はグループでの保育で丁寧なかか
わりをしています。3～5歳児は異年齢保育。職員はいろんな年齢
の人がいますが人間関係は良好です。詳しくはホームページを。

277 民 社会福祉法人　徳風会 北野田こども園 幼保連携型認定こども園 220 599-8123 堺市 堺市東区北野田886-1
南海高野線「北野田駅」より東へ徒歩
13分

072-235-1521 072-235-1569 園長 廣谷　和子 随時
子どもとのかかわりを通して、共に成長できる喜びを感じてもらえ
たらと思います。

278 民 社会福祉法人　コスモス 麦の子保育園 保育所 100 599-8125 堺市 堺市東区西野576-4 南海高野線「北野田駅」より徒歩7分 072-237-6835 072-237-6834 和田　恭一 随時

子ども達と楽しくあそんで、子ども達の成長を楽しんでください。子
ども達から、いっぱいエネルギーをもらい、元気がでる仕事です。
子ども達の成長と共に、自分自身も仕事の中で成長していってほ
しいと思っています。

279 民 社会福祉法人　堺ひかり会
幼保連携認定型こども園　・　登美丘西こ
ども園

幼保連携型認定こども園 150 599-8126 堺市 堺市東区大美野134-18 南海高野線「北野田駅」よりバス10分 072-239-5515 072-239-6060 笹井　邦恵 随時
子ども達と日々ふれあうことで他の業種では味わえない感動や発
見があります。素敵な仕事なので是非体験してみて下さい。

280 民 社会福祉法人　堺ひかり会 とみなみこども園 幼保連携型認定こども園 125 599-8127 堺市 堺市東区草尾611-1 南海高野線「北野田駅」より徒歩15分 072-236-0373 072-236-3336 主幹保育教諭 帆足　奈央子 随時

生後57日目～5歳児就学前までの子どもが通う幼保連携型認定こ
ども園です。遊びを通して様々なことを学び、生きる力を身につけ
ていく子ども達に寄り添う素敵な仕事です。是非、体験してみてく
ださい。

281 民 社会福祉法人　稲穂会
幼保連携型認定こども園　・さかい・つくし
こども園

幼保連携型認定こども園 220 599-8235 堺市 堺市中区深井東町2655番
地

泉北高速鉄道「深井」駅より徒歩14分
又は、南海バス「深井東町」バス停よ
り徒歩4分

072-278-8055 072-277-9188 主幹保育教諭 鳴坂　亜佑美 随時
今、保育現場を離れている方、元気な子どもたちに会いにきて下
さい。お待ちしております。

282 民 社会福祉法人　堺あかり会 西陶器こども園 幼保連携型認定こども園 220 599-8246 堺市 堺市中区田園951
泉北高速鉄道「深井駅」下車　または
南海バス泉ケ丘駅行・あみだ池行「田
園北口」下車

072-239-8060 072-290-7584 園長 伊藤　裕希子 随時
当園では職員それぞれのライフスタイルに応じた勤務ができるよ
うにと考えています。皆様の力をぜひ教育・保育現場で活かして
いただきたいと思います。

283 民
社会福祉法人　南海福祉事業
会

羽衣保育園 保育所 140 592-0002 高石市 高石市羽衣5丁目1-6
南海本線「羽衣駅」より徒歩10分
大鳥羽衣濱神社　横

072-264-3531 072-264-3532 園長・主任
佐藤　春子・
中尾　真貴子

随時

日曜日・祝日・年末年始（12月
29日～1月3日）は休園日のた
め、受け入れはできません。ま
た、災害時や警報発令時など、
受け入れをお断りさせていただ
く事もあります。

保育園の近くには浜寺公園や神社があり、お天気のいい日はお
散歩に出かけ、自然の中で元気いっぱい遊んでいます。体験実習
を通して子どもと関わり、子どもから保育の素晴らしさや保育士と
してのやりがいを感じてほしいと思います。みんなでお待ちしてい
ます。

284 民
社会福祉法人　南海福祉事業
会

幼保連携型認定こども園　・　東羽衣こど
も園

幼保連携型認定こども園 157 592-0003 高石市 高石市東羽衣7-3-40
南海「羽衣駅駅」・JR「東羽衣駅」徒歩
10」分
JR「冨木駅」徒歩15分

072-264-7591 072-264-5792 主任 池上　美紀 随時
乳幼児と触れ合いを経験し、保育教諭の体験をしませんか。保育
教諭の仕事に興味のある方、子どもが好きな方、お待ちしていま
す。

285 民 社会福祉法人　徳友会 取石認定こども園 幼保連携型認定こども園 235 592-0013 高石市 高石市取石3丁目4-64 ＪＲ阪和線「富木駅」より徒歩8分 072-272-8188 072-272-8288 副園長 酒井　裕子 随時

現在、保育士不足が社会問題化されています。資格を持っている
のに、生かされていない方がたくさんおられます。そんなあなた
に、可愛い子ども達と関わるお仕事に、自分のライフスタイルに合
わせて、働いてみませんか？

286 民 社会福祉法人　徳友会 取石南こども園 幼保連携型認定こども園 145 592-0013 高石市 高石市取石4丁目12-16
JR阪和線「北信太」駅より東北へ徒歩
10分

072-275-0888 072-275-0778 主幹保育教諭
阪口　梨沙
川上　友梨
坂井　律子

随時
但し、園行事（運動会、発表会）
の直前は不可）

久しぶりのお仕事復帰へのお手伝いをします。ご心配なことは、
何でも気軽にご相談下さい。

287 民 学校法人　浩陽学園 認定こども園　和泉チャイルド幼稚園 幼保連携型認定こども園 216 594-0004 和泉市 和泉市王子町2丁目1-52 JR阪和線「信太山駅」より徒歩10分 0725-41-2996 0725-41-2999 事務長 亀谷　聖樹 随時
園の行事日でお受けできない
日もありますので事前にご連
絡・ご相談ください。

当園は幼保連携型の認定こども園です。０歳児～５歳児が共に過
ごしており、保育園の就職希望者も検討いただける施設です。職
員も比較的若い層が多いですし、元気で明るく過ごせる職場で
す。多くの実習生を毎年受け入れもしていますので、気軽に一度
体験にお越しください。

288 公 和泉市立くすのき保育園 保育所 120 594-0004 和泉市 和泉市王子町2丁目8-25 JR阪和線「北信太駅」より徒歩10分 0725-44-9170 0725-44-9171 園長 大杉　利佳 指定あり
受け入れ時期は要相談。
体験時間は1日午前9時～午後
4時

四季を感じながらの活動。子どもたちは、遊びを通して色々な経
験をし、成長していきます。大変さもありますが、喜びや感動も
いっぱい。やりがいのある仕事です。一度体験してみてはいかが
ですか？
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289 民 社会福祉法人 和泉幸生会 さいわいこども園 幼保連携型認定こども園 135 594-0005 和泉市 和泉市幸2丁目7-44 JR阪和線「信太山駅」より徒歩7分 0725-41-1385 0725-41-1386 園長 安部　かおり 随時

「すべての子どもひとりひとりのちがいを大切にし、互いに育ち合
う仲間づくりを」を保育目標に、子ども達がのびのび過ごしていま
す。また、遊びを通して、色々な体験や経験ができる園です。ぜひ
一度参加し、子ども達と一緒に触れ合いを楽しんでみてください。

290 民 社会福祉法人 泉州三和会 信太保育園 幼保連携型認定こども園 130 594-0006 和泉市 和泉市尾井町2丁目7-4 JR阪和線「北信太駅」より約7分 0725-46-0471 0725-46-0491 園長 三浦　祐助 随時

信太保育園は、平成27年度に幼保連携型認定こども園として、親
の就労に関わらず保育・教育を行っています。一人ひとりの個性
を大切に日々、保育・教育に取り組んでいます。楽しく保育の現場
で働きましょう。新期・復職の方問わず申し込みください。

291 公 和泉市立鶴山台第一保育園 保育所 120 594-0013 和泉市 和泉市鶴山台2丁目2-6 JR阪和線「北信太駅」徒歩15分 0725-44-1771 0725-44-1771 園長 福本　和 指定あり
受け入れ時期は要相談。
体験時間は1日午前9時～午後
4時

保育園で過ごす時間が長い子どもたち。長時間になればなるほど
家庭で居るのと同じようにホッとしたい時、ゆっくりしたい時がある
と思います。保育園は子どもたちが安心して過ごせる場でありた
いと思います。どうぞ関心のある方はぜひお越しください。連絡を
お待ちしています。

292 民 学校法人　共立学園 認定こども園　新光明池幼稚園 幼保連携型認定こども園 318 594-0031 和泉市 和泉市伏屋町3-5-22
泉北高速鉄道「光明池駅」より徒歩8
分

0725-55-2199 0725-57-2025 副園長 田盛　智子 随時

当園では0才から年長児約300名が生活しています。暖かい人間
関係の中で子どもの主体性を引き出す保育を行っています。それ
ぞれの年令の発達に沿った遊び中心の保育を学びたい方は是非
体験に来て下さい。

293 民
社会福祉法人
いずみひばり会

クレアール保育園 幼保連携型認定こども園 174 594-0041 和泉市 和泉市いぶき野5丁目3-7
泉北高速鉄道「和泉中央駅」より徒歩
3分

0725-58-1555 0725-55-8311 大内　佳菜 随時 子どもたちと楽しく過ごし、一緒に保育を楽しみましょう。

294 公 和泉市立北松尾保育園 保育所 130 594-0041 和泉市 和泉市いぶき野二丁目27-
1

泉北高速鉄道「和泉中央駅」より徒歩
10分

0725-54-0438 0725-54-0438 園長 井之上　厚子 指定あり
受け入れ時期は要相談。
体験時間は1日午前9時～午後
4時

身近に自然とふれあうことができる公園や駅にも近く、住宅地の
中に位置する保育園です。一人一人の子どもの思いを大切に受
け止め、保護者の方と一緒に、健やかな成長を願って保育をして
います。

295 民 社会福祉法人　清真会
幼保連携型認定こども園
すいせん保育園

幼保連携型認定こども園 140 594-0063 和泉市 和泉市今福町2丁目1-1
JR阪和線「和泉府中駅」下車
南海バス5分「和気小学校前」より徒
歩5分 [要確認]

0725-44-0055 0725-44-6209 園長 合田　耕三 随時

私どもの保育園は、昭和53年に和泉市で初めての民間保育園と
して立ち上げ、以来36年間にわたり、1200名余りの卒園児を送り
出し、現在では巣立った卒園児が、家庭を持ち出産し、また当園
を希望して我が子を預けにきてくれています。常に保護者と園児
の声に耳を傾けながら保育を展開し、ベテラン保育士も多く在籍し
ていますので、就労を目的とした体験実習には最適だと考えま
す。心配されずにぜひご利用頂ければと思います。

296 民
社会福祉法人
いずみひばり会

てらかど保育園 幼保連携型認定こども園 150 594-0064 和泉市 和泉市寺門町2丁目7-5
JR阪和線または泉北高速鉄道「和泉
府中」駅下車「寺門一丁目郷荘中学
校前」より徒歩5分

0725-41-3337 0725-43-1536 日浦　晴美 随時
緑が豊かな保育園で一緒に働きませんか？見学するつもりで気
軽に来て下さい。

297 公 和泉市立国府第二保育園 保育所 120 594-0071 和泉市 和泉市府中町5丁目6-33
JR阪和線「和泉府中駅」徒歩15分
または南海バス停「桑原」徒歩5分

0725-44-7722 0725-44-7722 園長 青木　洋子 指定あり
受け入れ時期は要相談。
体験時間は1日午前9時～午後
4時

子どもたちからいつも元気をもらっています。一人一人の個性を伸
ばしながら、成長を感じた時の喜びを、一緒に感じてほしいです。
子どもが大好きな方、大歓迎です。保育士の仕事を私たちと体験
してみませんか？

298 公 和泉市立国府第一保育園 保育所 150 594-0072 和泉市 和泉市井ノ口町6-42
ＪＲ阪和線「和泉府中駅」より徒歩10
分

0725-43-2626 0725-43-2626 園長 中塚　香代 指定あり
受け入れ時期は要相談。
体験時間は1日午前9時～午後
4時

子どもたちの笑顔に包まれながら、自分の力を精一杯だせるやり
がいのある仕事です。私たち職員も、子どもたちの明るさと元気に
癒され、パワーをもらっています。保育士資格を生かしたいと思っ
ておられる方、是非、保育士としてチャレンジしてみませんか？お
待ちしています。

299 民 社会福祉法人 誠心福祉会 池上わかばこども園 幼保連携型認定こども園 90 594-0083 和泉市 和泉市池上町3-14-55 JR阪和線「信太山駅」より徒歩10分 0725-41-1441 0725-41-2280 橋本 随時
子育て等がひと段落して、もう一度保育士・保育教諭として働きた
いとお考えの方は、ぜひ一度保育現場の今を体験していただき、
現場復帰について考えていただきたいと思います。

300 民 学校法人　ルンビニ学園 認定こども園　光明台幼稚園 幼稚園型認定こども園 280 594-1111 和泉市 和泉市光明台3丁目6番地
泉北高速鉄道「光明池」より
南海バスで10分「光明台センター」下
車すぐ

0725-56-2661 0725-56-2666 主幹教諭 清水　美紀 随時
随時ですが、必ず事前に打ち
合わせをしてください。

当園は平成27年度より幼稚園型認定こども園に移行し、1歳半の
お子様よりお預かりしています。幼稚園型ですが、子どもたちの生
活は幼保連携型の認定こども園とあまり変わりません。2号3号の
子どもたちは70人程度です。特徴としては、幼稚園出身の認定こ
ども園として教育的要素を大事にしています。また、仏教園なの
で、命を大切にする点なども重視しています。周囲には自然遊歩
道もあり、素敵な環境です。山間部にファームを借りて野菜栽培も
しています。是非、実習に来てください。

301 民 社会福祉法人 和泉福祉会 認定こども園　ひかりGreenWell 保育所 195 594-1111 和泉市 和泉市光明台3-3-1
泉北高速鉄道「光明池駅」より南海バ
ス光明池車庫前行　「光明台センター
前」バス停下車徒歩2分

0725-56-2002 0725-56-7727 副園長 藤原　佐智子 随時 今の子ども達への関わり方等を体験してみてください。
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302 民
社会福祉法人
いずみひばり会

たつのおか保育園 保育所 150 594-1112 和泉市 和泉市三林町1273番地の
2

※要問合せ　公共交通機関　又は、
バイク、自転車　　自家用車等

0725-57-2227 0725-57-6381 主幹 西垣　陽子 随時
多くの自然に囲まれ、とても過ごしやすい環境の毎日、元気一杯、
笑顔あるれる保育園です。そんな明るい現場で、私たちと一緒に
保育してみませんか。是非お待ちしております。

303 民 社会福祉法人 不易創造館 認定こども園　横山きのみ保育園 幼保連携型認定こども園 90 594-1136 和泉市 和泉市仏並町358番地の
11

【車の場合】
阪和自動車道岸和田和泉ICより7km
国道170号沿い。
【公共交通機関の場合】
南海電鉄高野線・泉北高速鉄道「和
泉中央駅」より南海バス・父鬼行また
は横尾山口行にて「横尾中学校前」
下車(約30分)、徒歩約10分

0725-90-2501 0725-90-2503 園長 友田　裕子 随時 行事などの時は避けてほしい

認定こども園　横山きのみ保育園は、和泉市の南部地域横山に
あります。横山地域には自然がたくさんあり、この自然を通しての
「あそび」から学ぶことがたくさんあります。“大空と太陽と風と土”
“四季の花や木々の芽吹き”“小鳥やセミ、カエルの音楽”“木の実
や大地の恵み”をいっぱいに浴び、「やさしさ」や「いのち」の本当
の意味に出会える園です。

304 民 社会福祉法人　夢らんど二田 アンビー 幼保連携型認定こども園 225 595-0025 泉大津市 泉大津市旭町22-28 南海本線「泉大津駅」より徒歩2分 0725-20-2001 0725-20-2002 園長 藤原　豊美 随時
子育て中の保育士も多数在籍しております。お気軽にお越しくださ
い。

305 民
社会福祉法人　南海福祉事業
会

南海かもめ認定こども園 幼保連携型認定こども園 131 595-0041 泉大津市 泉大津市戎町3-4

南海本線「泉大津」駅より徒歩5分
※泉大津駅南出口（旧26号線側）を
出て左折
　和歌山方面へ450メートル

0725-23-8068 0725-23-8078 園長・教頭
和田　正幸・
江藤　美紀

随時

日曜日・祝日・年末年始（12月
29日～1月3日）は休園日のた
め、受け入れはできません。ま
た、災害時や警報発令時など、
受け入れをお断りさせていただ
く事もあります。

子育て経験も、社会人経験も大きな社会資源です。今までの経験
を子ども達の未来のために、そのスキルを活かしてみませんか？
本園では、保育経験がなくても保育教諭として入職された方も大
きな力となって活躍されています。ご縁があれば是非、保育士体
験にお越しください。

306 公 岸和田市立立城北保育所 保育所 124 596-0002 岸和田市 岸和田市吉井町1丁目16-
24

南海本線「春木駅」より徒歩11分 072-423-9482 072-423-0089

岸和田市子育て
応援部

子育て施設課
施設運営担当

片山・忠野

園行事など受入れ困難な時期
もありますので、事前に担当課
（子育て施設課）で日程調整の
上、受入れ決定させていただき
ます。

0歳児から5歳児までの子どもたちが、戸外に出て泥んこ遊びや虫
探し、散歩など身体を思いきり使って元気に過ごしています。また
近隣の幼稚園や地域の方々との交流も盛んです。元気いっぱい
の子どもたちと一緒に過ごしませんか。お待ちしています。

307 民 社会福祉法人 この花保育園 この花こども園 幼保連携型認定こども園 120 596-0005 岸和田市 岸和田市春木旭町3-16 南海本線「春木駅」より徒歩5分 072-444-5087 072-443-4135 園長 西田　直子 随時 4月・10月・1月は除く
子ども達は毎日いろんな顔を見せてくれ、楽しい毎日です。保育
士資格を生かして再就職、または体験だけでもいかがですか？

308 公 岸和田市立春木保育所 保育所 110 596-0035 岸和田市 岸和田市春木泉町1-5 南海本線「春木駅」より徒歩15分 072-423-9482 072-423-0089

岸和田市子育て
応援部

子育て施設課
施設運営担当

片山・忠野

園行事など受入れ困難な時期
もありますので、事前に担当課
（子育て施設課）で日程調整の
上、受入れ決定させていただき
ます。

0歳児から5歳児までの子どもたちが楽しく安心して過ごせるよう
日々努力しています。散歩や園庭遊び、室内での製作など楽しみ
ながら、元気いっぱいの子どもたちと毎日過ごしています。保育士
の仕事は大変ですが、子どもたちと関わる楽しさを体験しながら、
やりがいのある仕事は大変ですが、子どもたちと関わる楽しさを
体験しながら、やりがいのある仕事だと感じていただければと思い
ます。

309 公 岸和田市立大宮保育所 保育所 94 596-0042 岸和田市 岸和田市加守町4丁目6-
38

南海本線「和泉大宮駅」より徒歩10分 072-423-9482 072-423-0089

岸和田市子育て
応援部

子育て施設課
施設運営担当

片山・忠野

園行事など受入れ困難な時期
もありますので、事前に担当課
（子育て施設課）で日程調整の
上、受入れ決定させていただき
ます。

0歳児から5歳児までの子どもたちと、天気のいい日は散歩に出か
けたり、園庭でいっぱい身体を使って遊びましょう。室内ではまま
ごと遊びやブロックで遊んだり、製作を楽しみます。保育士資格を
生かして子どもたちと楽しく過ごしましょう。
実際に仕事を経験して「保育士になろう」と思ってもらえたら嬉しい
です。職員一同お待ちしています。

310 公 岸和田市立千喜里保育所 保育所 94 596-0048 岸和田市 岸和田市上野町西15-20 南海本線「和泉大宮駅」より徒歩9分 072-423-9482 072-423-0089

岸和田市子育て
応援部

子育て施設課
施設運営担当

片山・忠野

園行事など受入れ困難な時期
もありますので、事前に担当課
（子育て施設課）で日程調整の
上、受入れ決定させていただき
ます。

0歳児から5歳児までの元気いっぱいの子どもたちに囲まれて、保
育の醍醐味を一緒に経験しませんか。きっと笑顔になれます。散
歩に出かけて自然に触れ合い、園庭では自由にのびのびと遊ん
でいます。当園での体験保育が、少しでも職場復帰、就業のきっ
かけになっていただければと思います。

311 公 岸和田市立浜保育所 保育所 50 596-0065 岸和田市 岸和田市中之浜町10-9
南海本線「蛸地蔵駅」より徒歩12分
または「岸和田駅」より徒歩19分

072-423-9482 072-423-0089

岸和田市子育て
応援部

子育て施設課
施設運営担当

片山・忠野

園行事など受入れ困難な時期
もありますので、事前に担当課
（子育て施設課）で日程調整の
上、受入れ決定させていただき
ます。

1歳児から5歳児クラス、定員50名の少人数の保育所です。各年
齢10人前後でゆったりとした人数で毎日、生活や遊びをしていま
す。平屋で小さい園なので、クラスを超えて自然な形での園庭遊
びはもちろん、歌や散歩・リズムなどでも交流しています。すぐ近く
には自然いっぱいの公園もあり季節を感じながら散歩を楽しんで
います。元気な子どもたちと一緒に日々をすごしませんか。

312 民 社会福祉法人　五風会 認定こども園　五風会 幼保連携型認定こども園 85 596-0073 岸和田市 岸和田市岸城町18-11
南海本線「蛸地蔵駅」より徒歩2分
または「岸和田駅」より徒歩10分
※近隣パーキング1日最大600円

072-431-3449 072-432-5810 園長 土金（ツチカネ） 随時

遊びがまなび　　「一緒に遊ぼう！」初めての保育園、幼稚園に来
た時の気持ち覚えていますか？子どもたちに教えられること、今し
かできないことを、その勢いでやりぬくこと。「あとで」はないと一
緒。今を楽しむことが全て。目にすることが同じでも、一緒に見る
人が違うと感じ方も感動も違う。今まで見過ごしていた小さなこと
にふと気づいたり、新たな発見をしたり。そのものをより深く知るこ
と、もっと知りたいという探究心につながる。そして、それを誰かに
伝えたいと思うこと、好奇心につながる。子どもはともだちとの同じ
を見つけることも、まねをすることも天才的。仲間意識は大人が想
像もできないようなきっかけで生まれる。自分で選び、自分で決め
る。日々繰り返しの経験の積み重ねから、子ども達の一歩一歩の
前への歩みを信じて、見て、待ってあげたい。「明日もまた来てく
れる？」

313 公 岸和田市立城内保育所 保育所 124 596-0077 岸和田市 岸和田市上町33-5

南海本線「岸和田駅」または「蛸地蔵
駅」より徒歩13分
「岸和田駅」下車、南海バス「岸城中
学校前」より徒歩4分

072-423-9482 072-423-0089

岸和田市子育て
応援部

子育て施設課
施設運営担当

片山・忠野

園行事など受入れ困難な時期
もありますので、事前に担当課
（子育て施設課）で日程調整の
上、受入れ決定させていただき
ます。

0歳児から5歳児までの子どもたちが在籍しています。近くの公園
へ散歩に出かけて自然を感じたり、園庭で身体を使って遊んだ
り、毎日元気いっぱいの子どもたちと過ごしています。実際に子ど
もたちと一緒にかかわりながら楽しく過ごすなかで、保育の楽しさ
を体験していただけたらと思います。

314 民
社会福祉法人
阪南福祉事業会

山直南こども園 幼保連携型認定こども園 120 596-0102 岸和田市 岸和田市山直中町1012-1
JR阪和線「久米田」駅下車
南海バス牛滝線「山直中町」より徒歩
5分

072-445-0482 072-445-8189 園長 坂本　浩 随時
土曜日は登園児が少ないの
で、月～金のウィークデーにお
越しくだされば。

あなたの技量、生かしましょ！！子育ても終わり、物足りなく毎日
を過ごされているあなた。小さな子達と出会うたび、もう一度保育
園で働きたいな！とお考えではないですか？そんな経験たっぷ
り、力量も溢れんばかりで、子どもに向き合った日を今一度試して
みましょ。お待ちしています。
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315 公 岸和田市立八木北保育所 保育所 124 596-0812 岸和田市 岸和田市大町3丁目21-20
JR阪和線「久米田」駅より徒歩10分
「久米田」駅下車、南海バス「箕土路
口」より徒歩3分

072-423-9482 072-423-0089

岸和田市子育て
応援部

子育て施設課
施設運営担当

片山・忠野

園行事など受入れ困難な時期
もありますので、事前に担当課
（子育て施設課）で日程調整の
上、受入れ決定させていただき
ます。

0歳児から5歳児の子どもたち一人ひとりが大人や友だちと一緒に
遊ぶこと、生活することを楽しみ、共に育ち合えるようにと願って保
育しています。保育所周辺でつくしやたんぽぽを摘んだり、バッタ
やかえるを見つけたり、園庭では砂や泥んこ遊び、泥だんご作り
など、自然に触れ季節を感じて遊ぶことを楽しめる保育所です。子
どもたちとかかわる楽しさをぜひ体験していただけたらと思いま
す。

316 公 岸和田市立立山直北保育所 保育所 124 596-0814 岸和田市 岸和田市岡山町177-2
JR阪和線「久米田」駅下車、南海バス
「岡山」より徒歩2分

072-423-9482 072-423-0089

岸和田市子育て
応援部

子育て施設課
施設運営担当

片山・忠野

園行事など受入れ困難な時期
もありますので、事前に担当課
（子育て施設課）で日程調整の
上、受入れ決定させていただき
ます。

0歳児から5歳児までの子どもたち一人ひとりが主人公になれるよ
うにと願い保育をしています。元気いっぱいの子どもたちと散歩に
出かけたり、園庭で遊んだり、毎日楽しく過ごしています。子どもた
ちの成長から学ぶことがたくさんある保育現場です。保育士資格
を活かして一緒に働いてみませんか。

317 公 岸和田市立桜台保育所 保育所 150 596-0816 岸和田市 岸和田市尾生町5丁目3-
40

JR阪和線「久米田」駅または「下松」
駅より徒歩21分
「下松」駅下車、南海バス「桜台中学
校前」または「尾生」より徒歩7分

072-423-9482 072-423-0089

岸和田市子育て
応援部

子育て施設課
施設運営担当

片山・忠野

園行事など受入れ困難な時期
もありますので、事前に担当課
（子育て施設課）で日程調整の
上、受入れ決定させていただき
ます。

0歳児から5歳児まで150人定員の公立では岸和田市で1番大きな
保育所です。子育て支援センターが併設し、一時預かり保育専用
の保育室があります。元気な子どもたちでいっぱいです。若い保
育士からベテランの保育士まで様々な世代の保育士が、子育てを
応援しています。子どもと関わる仕事の楽しさを体験してみません
か。

318 民 社会福祉法人 光明福祉会 光明保育園 保育所 80 596-0816 岸和田市 岸和田市尾生町560-1
JR阪和線「下松」駅徒歩30分
又は、南海バス「光明小学校前」より
徒歩1分

072-443-6410 072-443-7261 岡尾　ふくみ 随時
ぜひ、保育士の仕事をなさってください。“学び”は、生涯つづけて
こそ、一緒に使命あるお仕事、がんばりましょう。

319 公 岸和田市立旭保育所 保育所 94 596-0825 岸和田市 大阪府岸和田市土生町７
丁目5-1

JR阪和線「東岸和田」駅より徒歩18分
「東岸和田」駅下車、南海バス「東土
生」より徒歩3分

072-423-9482 072-423-0089

岸和田市子育て
応援部

子育て施設課
施設運営担当

片山・忠野

園行事など受入れ困難な時期
もありますので、事前に担当課
（子育て施設課）で日程調整の
上、受入れ決定させていただき
ます。

0歳児から5歳児までの子どもたちが在籍しています。
岸和田市の山手に位置し、周辺には自然もたくさんあり、お天気
のいい日は、四季を感じながらいろんな公園にでかけています。
元気いっぱいの子どもたちと毎日接するなかで、保育士も元気を
たくさんもらっていますので、ぜひ気軽に体験して頂けたらと思い
ます。

320 民 社会福祉法人　千喜利会 天神山保育園 幼保連携型認定こども園 90 596-0834 岸和田市 岸和田市天神山町2丁目
5-1

JR阪和線「東岸和田」駅より南海バス
「天神山2丁目」下車
※マイカー考慮

072-426-6031 072-426-4574 園長 西田　武史 指定あり
土曜日、盆時期は不可
1/7～2/9不可

明るく元気に私達と保育をしましょう！体験する事により、この仕
事の意義、素晴しさや誇りを思い起こしてほしいと願います。

321 公 岸和田市立修斉保育所 保育所 120 596-0842 岸和田市 岸和田市真上町55
JR阪和線「東岸和田」駅下車、南海バ
ス「下垣内」より徒歩3分

072-423-9482 072-423-0089

岸和田市子育て
応援部

子育て施設課
施設運営担当

片山・忠野

園行事など受入れ困難な時期
もありますので、事前に担当課
（子育て施設課）で日程調整の
上、受入れ決定させていただき
ます。

0歳児から5歳児までの子どもたちが在籍しています。岸和田市の
公立ではもっとも山手に位置する保育所で、身近に四季折々の自
然を感じながら元気いっぱいの子どもたちと毎日過ごしています。
保育士資格を活かしたいと思っておられる方、ぜひ保育士として
挑戦してみてください。当園での体験保育が少しでも職場復帰、
就業のきっかけになっていただければと思います。

322 民 社会福祉法人 泉州福祉会 ひさほ保育園 保育所 60 597-0031 貝塚市 貝塚市久保568
JR阪和線「東岸和田駅」より徒歩15分
車通勤可（駐車場有）

072-427-5688 072-427-5687 園長 北野　伸子 随時
健康で子育てに熟意のある方、歓迎します。当園は明るく楽しい
職場作りに努め、子ども一人ひとりを大切にし、健全な心身の発
達を目指しています。

323 民 社会福祉法人 ときわ福祉会 ひがし保育園 保育所 120 597-0083 貝塚市 貝塚市海塚581-1
南海本線「貝塚」駅より徒歩約１０分
またはJR阪和線「東貝塚」駅より徒歩
１５分

072-431-9006 072-447-5858 中筋　真由美 随時 笑顔で楽しく体験して下さい。

324 民 社会福祉法人　常茂恵会 下瓦屋保育園 幼保連携型認定こども園 70 598-0001 泉佐野市 泉佐野市上瓦屋610-1
JR「東佐野駅」より徒歩15分または
南海「鶴原駅」or「井原の里」駅より徒
歩20分

072-463-3359 072-463-3359 園長 中西　小夜子 随時

元公立の保育所から民営化で民間保育園となり、平成27年に認
定こども園になりました。定員70名の小規模園です。まわりは田
畑もあり、のどかな環境です。子どもたちには遊びを通してしっか
り体を動かし、毎日輝いてほしいと願っています。

325 民 社会福祉法人 日新親友会 認定こども園　なかよし保育園 幼保連携型認定こども園 262 598-0002 泉佐野市 泉佐野市中庄831-5

南海本線「泉佐野駅」より徒歩17分
または南海本線「井原里駅」より徒歩
13分
またはJR「熊取駅」より徒歩21分

072-464-5010 072-464-5206 園長 中村谷　淳子 随時 せっかくお持ちの資格を、体験することで活用しませんか？

326 民 社会福祉法人　光会 上之郷保育園 幼保連携型認定こども園 140 598-0024 泉佐野市 泉佐野市上之郷1651-1 JR阪和線「日根野駅」より徒歩25分 072-467-0793 072-467-0794 園長 谷口　千暁 随時
当園は、若い保育士さんもベテランの保育士さんも協力し合って
園をもりたてています。

327 民 社会福祉法人　幸楽会 泉佐野すえひろ保育園 幼保連携型認定こども園 170 598-0031 泉佐野市 泉佐野市東羽倉崎町9-14 南海本線「羽倉崎駅」より徒歩15分 072-466-0300 072-466-5827 田中　亜矢 随時

H27年度より認定こども園としてスタートしました。メリハリのある保
育を目指し、子ども達もやる時はやる！あそぶ時はあそぶ！での
びのびと毎日過ごしています。元気な子がたくさんいますのでお
気軽にお越しください。
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328 民 社会福祉法人　あおい会 あおいこども園 幼保連携型認定こども園 240 598-0034 泉佐野市 泉佐野市長滝4067
南海「泉佐野駅」より徒歩25分
またはJR「日根野駅」より徒歩22分

072-464-3466 072-464-3466 主任 射手矢　順子 随時
子どもと一緒に遊んだり、絵本を読んだり、歌を歌ったりして子ど
もの世界を楽しんでみませんか？

329 民 社会福祉法人　みやび ひかり保育園 保育所 80 598-0035 泉佐野市 泉佐野市南中樫井1065番
地

南海本線「吉見の里駅」より10分 072-465-1447 072-465-5788 釈迦堂　正和 随時

私たちは子ども達に「やさしい心の持ち主」になって欲しいと願っ
ています。職場復帰にあたり人の「やさしさ」の喜びと大切さを再
認識していただいて、たくさんの子どもたちに憧れられる保育士さ
んになってもらえるとうれしいです。

330 民 社会福祉法人　杉の子会 こども園つばさ 幼保連携型認定こども園 100 598-0044 泉佐野市 泉佐野市笠松一丁目2-18 南海本線「泉佐野駅」より徒歩約8分 072-463-3713 072-462-9696 園長 杉岡　繁昭 随時

家族的な雰囲気の中で、子ども達の安心を大切にするため、保育
教諭自身が遊びや体育指導を行います。また、日頃の子ども達の
様子を見ていただくため、運動会などの行事はこども園で行って
います。さらに、地域の子育て支援にも力を入れており、町内会の
子育て支援グループの支援なども行っています。

331 民 社会福祉法人　幸楽会 こだま保育園 幼保連携型認定こども園 125 598-0046 泉佐野市 泉佐野市羽倉崎4-2-32
南海本線　「羽倉崎駅」or「りんくうタウ
ン駅」

072-464-2598 072-464-2590 園長 奥野　祥行 指定あり
行事前は受入不可（運動会・発
表会）

出会いを御縁として、大切にしたいと思います。短い期間ではあり
ますが、体験を通じて「よかった」と思えるよう進めていきたいと思
いますので、遠慮なく何でも質問してください（笑）

332 民 社会福祉法人　杉の子会 こども園杉の子 幼保連携型認定こども園 132 598-0071 泉佐野市 泉佐野市鶴原1757 南海本線「鶴原駅」より徒歩3分 072-464-0379 072-464-0111 施設長 杉岡　由美 随時

こども園杉の子は、南海本線鶴原駅徒歩3分、定員132名、田んぼ
や畑に囲まれた所にあります。子ども達の情緒の安定を一番に考
えて、教育・保育を行っています。是非一度、お気軽に保育士体
験にお越しください。

333 公 阪南市立尾崎保育所 保育所 120 599－0201 阪南市 阪南市尾崎町4丁目23-2 南海本線「尾崎駅」より徒歩約10分 072-471-5678 072-473-3504
阪南市役所　こど
も未来部こども家

庭課
若野 随時

保育士の仕事は大変ですが、毎日接していると子どもたちの笑顔
や言葉、しぐさの可愛さに元気が出てきます。子どもたちが大好き
な方、子どもたちと一緒に遊びを楽しみ、楽しく笑い合えるよう保
育士を目指して体験実習していただければ嬉しく思います。

334 民 社会福祉法人　夢らんど二田 アルン西鳥取夢学舎 幼保連携型認定こども園 207 599-0204 阪南市 阪南市鳥取70 南海本線「尾崎駅」　より徒歩15分 072-471-7111 072-471-6464 園長 梶田　真美 随時 随時

335 公 阪南市立石田保育所 保育所 120 599－0221 阪南市 阪南市石田600-1
南海本線「尾崎駅」より徒歩約15分
またはJR阪和線「和泉鳥取駅」より徒
歩約20分

072-471-5678 072-473-3504
阪南市役所
こども未来部
こども家庭課

若野 随時

保育士は子どもの気持ちに寄り添える温かい心を持った人であっ
てほしいと思います。集団の中で育つ子どもたちに遊びを通して
人間関係の大切な基礎や考える力を学んでいける保育を一緒に
目指していきましょう。

336 公 阪南市立下荘保育所 保育所 150 599－0232 阪南市 阪南市箱作998-1 南海本線「箱作駅」より徒歩約10分 072-471-5678 072-473-3504
阪南市役所
こども未来部
こども家庭課

若野 随時

子どもの笑い声、泣き声、おしゃべりする声に心がほっこりします。
明るく健康でたくましく意欲を持って行動できる子どもに育ってほし
いと願って日々保育しています。子どもの気持ちに共感できる保
育士を目指して体験実習していただければ嬉しく思います。

337 公 島本町立第二保育所 保育所 120 618-0011 島本町 三島郡島本町広瀬5丁目
2-22

阪急京都線「水無瀬駅」徒歩8分
またはJR京都線「島本駅」徒歩10分

075-962-7461 075-962-0611
島本町教育子ど
も部　子育て支援

課
三宅 随時 9:00～17:30

保育経験のある方に再度働いていただけるのは保育所側としても
大変ありがたいです。子どもも保護者も大切にする保育士になっ
てください。

338 公 島本町立第四保育所 保育所 150 618-0022 島本町 三島郡島本町桜井2丁目
7-1

JR京都線「島本駅」徒歩5分
または阪急京都線「水無瀬駅」徒歩11
分

075-962-7461 075-962-0611
島本町教育子ど
も部　子育て支援

課
乾 随時 9:00～17:30

０～２歳児は担当制保育、３～５歳児は異年齢保育をしています。
創設以来、障害児保育を実施し、アレルギー児への対応も行って
います。保育士の年齢も幅広く、一人一人を大切に子どもの思い
を聞きながら保育しています。


