
NO 公・民
法人名

事業所名
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随時

ｏｒ

指定

あり

受入可能時期 メッセージ

1 民
社会福祉法人　明の守福祉会
明の守なかざき園

保育所型認定こども園 80 大阪市
〒530-0016

大阪市北区中崎1-7-8
Osaka Metro「中崎町駅」より徒歩1分

ＴＥＬ　06-6373-0080
ＦＡＸ　06-6373-0090

園長
門谷 一希

随時

2 民
株式会社　ニチイ学館
ニチイキッズ大淀中保育園

認可小規模保育園 19 大阪市

〒531-0076

大阪市北区大淀中
3-11-32
ドリーム北三番館1F

阪急「中津駅」より徒歩11分
またはＪＲ環状線「福島駅」より徒歩12分
またはＪＲ環状線「大阪駅」より徒歩16分

ＴＥＬ　06-6442-3631
ＦＡＸ　06-6442-3632

施設長
千葉 瑞恵

随時

3 民
社会福祉法人　明の守福祉会
明の守保育園

保育所 60 大阪市

〒532-0001

大阪市淀川区十八条
3-11-2

阪急宝塚線「三国駅」より徒歩12分
ＴＥＬ　06-6395-6600
ＦＡＸ　06-6395-5400

園長
吉竹 留美

随時
事前ご連絡頂き日程を調整させ
て頂きます。

年齢もキャリアも幅広い先生たちが活躍しており、分からないことや不安なことも
一緒に考えサポートし、安心して働ける環境づくりに努めています。まずは、園の
雰囲気を見ていただける見学からでも大歓迎です。元気いっぱい、笑顔いっぱい
の子どもたちとお待ちしていますのでお気軽にお問合せ下さい。

4 民
株式会社　ニチイ学館
ニチイキッズ木川東保育園

認可小規模保育園 19 大阪市

〒532-0012

大阪市淀川区木川東
3-10-20
NLC新大阪ﾋﾞﾙ1階

Osaka Metro御堂筋線「西中島南方駅」より
徒歩10分
または阪急京都線「南方駅」より徒歩13分

ＴＥＬ　06-4805-8315
ＦＡＸ　06-4805-8316

施設長
北野 美智

随時

5 民
社会福祉法人　博愛社
博愛社こども園

幼保連携型認定こども園 153 大阪市

〒532-0028

大阪市淀川区十三元今里
3-1-72

阪急全線「十三駅」西口を出て西に600m北側
ＴＥＬ　06－6302-3405
ＦＡＸ　06-6308-2186

主任
山口　あつ子

指定
あり

コロナ感染症対策の為、現時点
では受入れ不可です。7月・8月
受入希望します。

6 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 大阪市

〒533-0023

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

ＴＥＬ　06-6321-3201
ＦＡＸ　06-6321-2977

主任
碩　由香

指定
あり

4月・3月を除く。

7 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 大阪市

〒533-0023

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

ＴＥＬ　06-6321-3201
ＦＡＸ　06-6321-2977

主任
植田 早苗

指定
あり

4月を除く。

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 大阪市

〒534-0021

大阪市都島区都島本通
3-16-10

Osaka Metro谷町線「都島駅」より徒歩4分
ＴＥＬ　06-6921-7221
ＦＡＸ　06-6921-7216

主任保育士
谷水 梨恵

指定
あり

行事等でお受けできない日もあ
ります。

0・1・2歳児の保育園です。気候の良い日は屋上で元気に走り、遊具で遊び、人工
芝の上で休憩するなど、個々に好きな場所で過ごしたり、近くの公園に散歩に行
き、季節を感じる保育を行っています。室内では保育室だけでなく、フリールーム
等を活用し、広々と過ごしたり、子ども達が安心して過ごせるようにするなど工夫
して過ごしています。乳児保育だからこそ、ゆったりと丁寧に関わる保育を大切に
日々関わっています。

9 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 90 大阪市

〒534-0021

大阪市都島区都島本通
3-4-14

Osaka Metro谷町線「都島駅」より徒歩5分
ＴＥＬ　06-6922-4120
ＦＡＸ　06-6922-6078

園長
山口　涼子

指定
あり

行事等でお受けできない日もあ
ります。感染症の状況でお受け
できないことがあります。

大変な時期ですが、子ども達は見守りと安全な環境が必要出会う。是非、体験し
てみてください。

10 民
社会福祉法人 都島友の会
幼保連携型認定こども園
都島児童センター

幼保連携型認定こども園 309 大阪市

〒534-0021

大阪市都島区都島本通
3-4-3

Osaka Metro谷町線「都島駅」より徒歩6分
またはJR大阪環状線「桜ノ宮」駅より徒歩12分

ＴＥＬ　06-6921-5323
ＦＡＸ　06-6921-5783

主幹教諭
兵頭　ゆかり

指定
あり

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。

令和4年度 保育士体験受入施設一覧【全域】（令和４年11月10日現在/登録施設数304 ） ※コロナの感染状況で受入不可となる場合もございますので、まずは大阪府保育士・保育所支援

センターにお問い合わせください。
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11 民
株式会社　ニチイ学館
ニチイキッズ都島南通り保育園

保育所 90 大阪市

〒534-0023

大阪市都島区都島南通
1-22-11

Osaka Metro「都島駅」より徒歩7分
またはＪＲ環状線「桜ノ宮駅」より徒歩7分

ＴＥＬ　06-6923-8722
ＦＡＸ　06-6923-8723

施設長
村田 ひとみ

随時
ニチイ都島南通り保育園は、開園8年目の保育園です。「思い切り遊ぶ　おもいき
り学ぶ」を保育目標としていますので、心も身体も開放的に保育者も子どもも楽し
む保育を大切にしています。是非、体験にお越しください。

12 民
社会福祉法人 都島友の会
幼保連携型認定こども園
桜宮児童センター

幼保連携型認定こども園 206 大阪市

〒534-0027

大阪市都島区中野町
5-10-80

JR大阪環状線「桜宮駅」より徒歩5分
またはOsaka Metro「都島駅」より徒歩5分

ＴＥＬ　06-6922-2670
ＦＡＸ　06-6922-1453

主任
山下　知子

随時
０～５歳児の子ども達が過ごす園です。園児と関わる楽しさを感じてほしいと思い
ます。

13 民
株式会社 キッズ1ハート
キッズ1ハート旭保育所

企業主導型保育所 12 大阪市

〒535-0022

大阪市旭区新森4-23-8
Villetta新森公園1階

Osaka Metro今里筋線「新森古市駅」より
徒歩6分
または京阪本線「森小路駅」より徒歩8分

ＴＥＬ　06-6955-3787
ＦＡＸ　06-6955-3789

園長
岸本

随時

14 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
170

（205）
大阪市

〒536-0001

大阪市城東区古市1-16-12

Osaka Metro長堀鶴見緑地線「今福鶴見駅」
より北へ徒歩6分

ＴＥＬ　06-6930-7050
ＦＡＸ　06-6930-7065

園長
西 良人

指定
あり

5/11～3/20

当園では、保育教諭がいちいち支持誘導したり、教え込んだりするのではなく、で
きるだけ一人一人の行動を見守り・必要に応じて適切な援助をする。「見守る保
育」を重視するとともに異年齢保育を行っています。年齢②応じた保育も行いなが
ら、日常的には異年齢での遊びを通して、小さい子は大きい子のすることや様子
を見ながら遊びを早く覚えたり、学んだりすることができます。また、大きい子は小
さいこの面倒を見たり、教えたりすることで、思いやりや年長としてんぽ自覚も生ま
れるなど、それぞれの良い部分を活かして、子ども達の成長と発達を支援してい
ます。

15 民
株式会社　ニチイ学館
ニチイキッズ深江橋保育園

認可小規模保育園 19 大阪市

〒536-0021

大阪市城東区諏訪
4-13-33

Osaka Metro中央線「深江橋駅」より徒歩5分
ＴＥＬ　06-6167-5761
ＦＡＸ　06-6167-5762

施設長
柳瀬 まゆみ

指定
あり

年末年始、年度末、年度初め以
外であれば相談による。

5月11日、12日と実習に来て下さることが決まっております。まずは、明るい笑顔と
元気なあいさつでお越しください。

16 民
社会福祉法人　明の守福祉会
明の守たまつ保育園

保育所 90 大阪市
〒537-0023

大阪市東成区玉津2-3-14

JR環状線「玉造駅」徒歩6分
またはOsaka Metro千日前線・今里線「今里駅」
より徒歩6分

ＴＥＬ　06-6977-5100
ＦＡＸ　06-6977-5111

園長
日野　正信

指定
あり

新型コロナ感染状況に応じて要
相談。

保育所で体験をしていただく中で、子ども達との関わりや、また保育士の仕事の
やりがいを実感していただきたいと思います。

17 民
社会福祉法人　吹田みどり福祉会
保育ルーム・キッズもみの木

企業主導型保育所 19 大阪市

〒540-0033

大阪市中央区石町2-5-3
ｴﾙ･大阪南館2階

Osaka Metro谷町線「天満橋駅」・京阪本線
「天満橋駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　06-6948-8430
ＦＡＸ　06-6948-8430

管理者・連携推進員
大村　佳輝
倉田　美穂

指定
あり

新型コロナウイルス感染拡大防
止対策のため、法人内の保育
施設に就職希望かつ配属可能
な方のみ対象。

18 民
株式会社　ニチイ学館
ニチイキッズニッセイみらい淀屋橋保育
園

企業主導型保育所 18 大阪市

〒541-0042

大阪市中央区今橋
3-2-20
洪庵日生ビル1F

Osaka Metro御堂筋線「淀屋橋駅」・京阪本線
「淀屋橋駅」より徒歩3分

ＴＥＬ　06-6203-8161
ＦＡＸ　06-6203-8162

施設長
山田 有美

随時

19 民
株式会社　ニチイ学館
ニチイキッズ上本町保育園

企業主導型保育所 18 大阪市

〒543-0001

大阪市天王寺区上本町
8-2-1
クライス上本町1F

近鉄大阪線「大阪上本町駅」・Osaka Metro
谷町線「谷町九丁目駅」より徒歩7分

ＴＥＬ　06-6776-7526
ＦＡＸ　06-6776-7527

施設長
平野 智香

随時

20 民
社会福祉法人　成光苑
くるみ愛育園

保育所 84 大阪市

〒544-0003

大阪市生野区小路東
2-7-13

Osaka Metro千日前線「小路駅」より徒歩3分
ＴＥＬ　06-6752-4463
ＦＡＸ　06-6752-4453

園長
中島 みさを

随時 　

職員同士仲が良く、休憩時間、笑い声が聞こえてくる。
愛着を大切に子どもの気持ちを受け止める保育を大切にしています。保育を楽し
んでお仕事してください。

21 民
社会福祉法人　成光苑
くるみ小規模保育園

地域型事業　小規模A型 19 大阪市

〒544-0003

大阪市生野区小路東
2-8-4

Osaka Metro千日前線「小路駅」より徒歩2分
ＴＥＬ　06-6755-7751
ＦＡＸ　06-6752-4487

園長
本田　かや

随時 　
家庭的な環境の中、子どもたちの成長を促すような保育を考えています。「楽しく
保育する」ことを常に心がけ、笑顔がたくさんの園ですので、ぜひ見学・体験にお
越しください。
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22 民
株式会社　ニチイ学館
ニチイキッズ東住吉保育園

認可小規模保育園 19 大阪市

〒546-0013

大阪市東住吉区湯里
5-19-9
ルミナス湯里1F

Osaka Metro御堂筋線「長居駅」より
いまざとライナーで「湯里6丁目」バス停前

ＴＥＬ　06-6770-5191
ＦＡＸ　06-6770-5192

施設長
中原　里華

随時

23 民
社会福祉法人　大阪愛保会
新町第２保育園

保育所 124 大阪市

〒550-0013

大阪市西区新町4-2-12

Osaka Metro千日前線「阿波座駅」より
徒歩6分・「西長堀駅」より徒歩4分、
またはOsaka Metro鶴見緑地線「西長堀駅」より
徒歩4分

ＴＥＬ　06-6541-0300
ＦＡＸ　06-6541-0311

理事長
山川　正道

随時 体験、見学随時受入可能

24 民
株式会社　ニチイ学館
ニチイキッズ南堀江保育園

企業主導型保育所 18 大阪市

〒550-0015

大阪市西区南堀江
1-4-14
銀泉道道頓堀ビル2F

ＪＲ大和路線「難波駅」より徒歩6分
Osaka Metro四ツ橋線「なんば駅」より徒歩6分

ＴＥＬ　06-4391-3760
ＦＡＸ　06-4391-3761

施設長
濱田 あかね

随時

「おもいきり遊ぶ、おもいきり学ぶ」の保育理念のもと子どもにとっても大人にとっ
ても「居心地の良い保育園」であることを心がけています。また、20代～50代と幅
広い年齢層の保育士が在籍しており、なかには「やっぱり保育の仕事がした
い！！」と転職し活躍している保育士もいます。是非、体験にお越しください。

25 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 大阪市

〒554-0012

大阪市此花区西九条
1-7-14

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

ＴＥＬ　06-6461-5329
ＦＡＸ　06-6461-5329

所長・主任
竹本 真由美
矢次 秀章

指定
あり

コロナウイルス感染症の状況に
より、受け入れをお断りさせてい
ただくこともあります。

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。

26 公 豊中市立のばたけこども園 幼保連携型認定こども園 176 豊中市
〒560-0001

豊中市北緑丘1-3-1

阪急宝塚線「豊中駅」・北大阪急行「千里中央
駅」下車、阪急バス「永楽荘4丁目」より徒歩3分、
または阪急箕面線「牧落駅」より徒歩16分

ＴＥＬ　06-6858-2808
ＦＡＸ　06-6854-9533

こども事業課運営
管理係
木田

指定
あり

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。

27 公 豊中市立北緑丘こども園 幼保連携型認定こども園 100 豊中市
〒560-0001

豊中市北緑丘2-2-1

阪急宝塚線「豊中駅」下車、阪急バス
「北緑丘団地前」・「北緑丘小学校前」より
徒歩3分

ＴＥＬ　06-6858-2808
ＦＡＸ　06-6854-9533

こども事業課運営
管理係
木田

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。

28 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 豊中市
〒560-0002

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、
または大阪モノレール「少路駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　06-6854-6015
ＦＡＸ　06-6854-1334

園長
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。体験を応援します！！気軽
にお問合せ下さい。

29 公 豊中市立ゆたかこども園 幼保連携型認定こども園 176 豊中市
〒560-0003

豊中市東豊中町5-2-1

阪急バス「東豊中町5丁目」・阪急バス「二の切」
より徒歩5分

ＴＥＬ　06-6858-2808
ＦＡＸ　06-6854-9533

こども事業課運営
管理係
木田

指定
あり

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。

30 公 豊中市立東豊中こども園 幼保連携型認定こども園 140 豊中市
〒560-0003

豊中市東豊中町5-3-1

阪急京都線「豊中駅」下車、阪急バス
「東豊中小学校前」より徒歩5分

ＴＥＬ　06-6858-2808
ＦＡＸ　06-6854-9533

こども事業課運営
管理係
木田

指定
あり

5月～7月 0才からいる施設です。よろしくお願い致します。

31 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 豊中市
〒560-0011

豊中市上野西4-5-62

阪急宝塚線「豊中」駅より徒歩15分
または阪急バス「春日橋」より徒歩5分

ＴＥＬ　06-6857-2003
ＦＡＸ　06-6857-2086

園長
武田　愛子

指定
あり

コロナ関係でお断りさせて頂く
場合があります。ご了承下さ
い。

0歳児～2歳児がゆったりとした雰囲気の中で生活しています。自然物がたくさん
ある園庭で毎日のびのびと遊び、生活面では育児担当制を大切にした丁寧な保
育を行っています。乳児保育に興味関心がある方は、是非、保育士体験に来て下
さい。お待ちしています。

32 公 豊中市立本町こども園 幼保連携型認定こども園 120 豊中市
〒560-0021

豊中市本町5-8-52
阪急宝塚線「豊中駅」より徒歩15分

ＴＥＬ　06-6858-2808
ＦＡＸ　06-6854-9533

こども事業課運営
管理係
木田

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。
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33 公 豊中市立蛍池こども園 幼保連携型認定こども園 140 豊中市
〒560-0036

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

ＴＥＬ　06-6858-2808
ＦＡＸ　06-6854-9533

こども事業課運営
管理係
木田

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。

34 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 豊中市
〒560-0045

豊中市刀根山6-1-15
阪急宝塚線「蛍池駅」より北東へ500m、徒歩8分

ＴＥＬ　06-6858-2808
ＦＡＸ　06-6854-9533

こども事業課運営
管理係
木田

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。

35 公 豊中市立桜井谷こども園 幼保連携型認定こども園 70 豊中市
〒560-0055

豊中市柴原町3-11-35

阪急宝塚線「豊中駅」下車、阪急バス「桜井谷」
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

ＴＥＬ　06-6858-2808
ＦＡＸ　06-6854-9533

こども事業課運営
管理係
木田

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。

36 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 豊中市
〒560-0081

豊中市新千里北町1-18-1

北大阪急行「千里中央駅」より徒歩10分
または阪急バス「北町一丁目」下車すぐ
または大阪モノレール「千里中央駅」より
徒歩15分

ＴＥＬ　06-6832-2778
ＦＡＸ　06-6872-6904

主任
柳川 可奈絵

随時

37 公 豊中市立東丘こども園 幼保連携型認定こども園 140 豊中市
〒560-0082

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

ＴＥＬ　06-6858-2808
ＦＡＸ　06-6854-9533

こども事業課運営
管理係
木田

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。

38 公 豊中市立西丘こども園 幼保連携型認定こども園 140 豊中市
〒560-0083

豊中市新千里西町2-2-1
北大阪急行「千里中央駅」より徒歩8分

ＴＥＬ　06-6858-2808
ＦＡＸ　06-6854-9533

こども事業課運営
管理係
木田

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。

39 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 豊中市
〒560-0085

豊中市上新田3-7-1
北大阪急行「桃山台駅」より徒歩8分

ＴＥＬ　06-6858-2808
ＦＡＸ　06-6854-9533

こども事業課運営
管理係
木田

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。

40 民
社会福祉法人 あけぼの事業福祉会
認定こども園 あけぼのドロップス

幼保連携型認定こども園 60 豊中市
〒560-0085

豊中市上新田4-18-3

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

ＴＥＬ　06-6155-1101
ＦＡＸ　06-6155-1102

園長
越智　有貴子

随時

41 民
社会福祉法人 あおば福祉会
おひさま保育園

保育所 90 豊中市
〒560-0864

豊中市夕日丘1-13-15

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

ＴＥＬ　06-6856-1679
ＦＡＸ　06-6856-1689

総主任
菊池

随時
子どもと一緒に遊んだり、食事・排泄・着脱・午睡等えお援助するなど、関わって
頂きます。生後2ヶ月から就学前までの乳幼児を年齢別に保育しています。ぜひ、
ご参加下さい。

42 民
社会福祉法人
あけぼの事業福祉会
豊中あけぼのこども園

幼保連携型認定こども園 72 豊中市
〒561-0803

豊中市城山町1-2-25
阪急宝塚線「曽根駅」より徒歩8分

ＴＥＬ　06-6863-7050
ＦＡＸ　06-6863-1260

園長
三倉 敏浩

指定
あり

但し、日程により、調整あり。

木と日差しがあたたかい園舎と池や樹木に囲まれた園庭。子どもひとりひとりの
想いが大切にされている園です。そんな豊中のあけぼのこども園の元気いっぱい
な子ども達と楽しい時間を一緒に過ごしませんか？　　　　　　　　　　　素敵な出会
いをお待ちしています。

43 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 豊中市
〒561-0803

豊中市緑丘4-35-19

北大阪急行線「千里中央」下車、阪急バス
「北緑丘小学校前」より徒歩3分

ＴＥＬ　06-6853-3533
ＦＡＸ　06-6151-5455

園長
奥瀬 佳代子

指定
あり

コロナ感染症の動向により変化
します。

少人数の家庭的な雰囲気で保育園です。園児の姿に応じてていねいに関わって
います。
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44 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 豊中市
〒561-0804

豊中市曽根南町1-6-7
阪急宝塚線「曽根駅」より徒歩5分

ＴＥＬ　06-6864-5028
ＦＡＸ　06-6864-5028

工藤 夏子
指定
あり

園行事の時はお断りします。

45 公 豊中市立てしまこども園 幼保連携型認定こども園 176 豊中市
〒561-0804

豊中市曽根南町2-19-2

阪急宝塚線「曽根駅」より徒歩10分
または阪急宝塚線「服部天神駅」より
徒歩約12分

ＴＥＬ　06-6858-2808
ＦＡＸ　06-6854-9533

こども事業課運営
管理係
木田

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。

46 公 豊中市立原田こども園 幼保連携型認定こども園 140 豊中市
〒561-0808

豊中市原田元町2-22-1
阪急宝塚線「曽根駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　06-6858-2808
ＦＡＸ　06-6854-9533

こども事業課運営
管理係
木田

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。

47 公 豊中市立小曽根こども園 幼保連携型認定こども園 120 豊中市
〒561-0812

豊中市北条町3-15-1

阪急宝塚線「服部天神駅」下車、阪急バス
「小曽根」より徒歩5分
Osaka Metro御堂筋線「江坂駅」下車、阪急
バス「小曽根」より徒歩5分

ＴＥＬ　06-6858-2808
ＦＡＸ　06-6854-9533

こども事業課運営
管理係
木田

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をを学んでいただけたらと思
います。

48 公 豊中市立高川こども園 幼保連携型認定こども園 210 豊中市
〒561-0813

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「江坂駅」より徒歩20分

ＴＥＬ　06-6858-2808
ＦＡＸ　06-6854-9533

こども事業課運営
管理係
木田

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、いろいろな
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。

49 公 豊中市立豊南西こども園 幼保連携型認定こども園 85 豊中市
〒561-0816

豊中市豊南町西4-16-1
阪急宝塚線「庄内駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　06-6858-2808
ＦＡＸ　06-6854-9533

こども事業課運営
管理係
木田

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。

50 公 豊中市立庄内西こども園 幼保連携型認定こども園 94 豊中市
〒561-0825

豊中市二葉町1-17-1
阪急神戸線「神崎川駅」より徒歩17分

ＴＥＬ　06-6858-2808
ＦＡＸ　06-6854-9533

こども事業課運営
管理係
木田

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。

51 公 豊中市立栄町こども園 幼保連携型認定こども園 100 豊中市
〒561-0826

豊中市島江町1-3-9-101

阪急神戸線「神崎川駅」
または阪急宝塚線「庄内駅」より徒歩15分

ＴＥＬ　06-6858-2808
ＦＡＸ　06-6854-9533

こども事業課運営
管理係
木田

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。

52 公 豊中市立庄内こども園 幼保連携型認定こども園 70 豊中市
〒561-0827

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

ＴＥＬ　06-6858-2808
ＦＡＸ　06-6854-9533

こども事業課運営
管理係
木田

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。

53 公 豊中市立島田こども園 幼保連携型認定こども園 210 豊中市
〒561-0834

豊中市庄内栄町3-12-18
阪急宝塚線「庄内駅」より徒歩20分

ＴＥＬ　06-6858-2808
ＦＡＸ　06-6854-9533

こども事業課運営
管理係
木田

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。

54 公 豊中市立服部こども園 幼保連携型認定こども園 70 豊中市
〒561-0852

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

ＴＥＬ　06-6858-2808
ＦＡＸ　06-6854-9533

こども事業課運営
管理係
木田

指定
あり

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。
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55 民
社会福祉法人 夢工房
夢の鳥保育園

保育所 150 豊中市
〒561-0853

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

ＴＥＬ　06-6862-7611
ＦＡＸ　06-6862-0193

園長
山田 晃郎

随時 但し電話受付にて相談
環境に恵まれて、のびのびと子どもたちが遊ぶ保育園です。興味がある方は、是
非、一度お越しください。

56 公 豊中市立野田こども園 幼保連携型認定こども園 90 豊中市
〒561-0855

豊中市野田町1番2号
阪急宝塚線「庄内駅」より徒歩7分

ＴＥＬ　06-6858-2808
ＦＡＸ　06-6854-9533

こども事業課運営
管理係
木田

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。

57 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 豊中市

〒561-0858

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
ＴＥＬ　06-6868-8989
ＦＡＸ　06-6868-8988

施設長・主任
野口 由紀子
新谷 美佳

指定
あり

新型コロナウイルス感染症の状
況により受入をお断りする場合
もございます。

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。

58 公 豊中市立旭丘こども園 幼保連携型認定こども園 120 豊中市
〒561-0862

豊中市西泉丘1-9-1

北大阪急行「桃山台駅」下車、阪急バス
「熊野町」より徒歩5分

ＴＥＬ　06-6858-2808
ＦＡＸ　06-6854-9533

こども事業課運営
管理係
木田

指定
あり

時期により相談させていただき
ます。

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。

59 公 豊中市立てらうちこども園 幼保連携型認定こども園 176 豊中市
〒561-0872

豊中市寺内1-12-1
北大阪急行「緑地公園駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　06-6858-2808
ＦＡＸ　06-6854-9533

こども事業課運営
管理係
木田

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。

60 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 豊中市
〒561-0874

豊中市長興寺南2-8-16
阪急宝塚線「曽根駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　06-6867-0711
ＦＡＸ　06-6867-0712

園長山中　由貴子
指定
あり

乳児施設のため、4月～6月は
不可

0歳～2歳児の乳児の保育園になります。家庭的であたたかな雰囲気の中で子ど
も達は過ごしています。子ども達の成長や感動を感じてみませんか。是非、保育
士体験にお越しください。お待ちしています。

61 公
豊中市
ともだちこども園

幼保連携型認定こども園 90 豊中市
〒561-0884

豊中市岡町北3-13-7
阪急宝塚線「岡町駅」より徒歩7分

ＴＥＬ　06-6858-2808
ＦＡＸ　06-6854-9533

こども事業課運営
管理係
木田

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。

62 民
社会福祉法人 あおば福祉会
箕面保育園

保育所 140 箕面市
〒562-0001

箕面市箕面5-12-30
阪急箕面線「箕面駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　072-723-5252
ＦＡＸ　072-724-4031

主任
山脇

随時 相談に応じます。
一度現場を見て、仕事の様子、内容など知って頂けると嬉しいです。どなた様もぜ
ひ、体験にご参加下さい。お待ちしています。

63 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 170 箕面市
〒562-0004

箕面市牧落2-12-41
阪急箕面線「牧落駅」より徒歩5分

ＴＥＬ　072-722-2855
ＦＡＸ　072-734-6686 北島 愛子

随時 日程は要相談
緑の森の中、自然の多い園内で、0才～5才の元気いっぱいの子どもたちが待っ
ています。

64 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 箕面市
〒562-0012

箕面市白島2-15-12

北大阪急行「千里中央駅」・阪急箕面線
「箕面駅」下車、阪急バス「白島」より
徒歩10分

ＴＥＬ　072-723-1075
ＦＡＸ　072-722-2850

園長
藤原あかね

随時
20代～60代まで幅広い年代が活躍できる職場です。お気軽に体験に来て下さ
い。

65 民 宗教法人　法泉寺保育園 保育所 60 箕面市

〒562-0022

箕面市粟生間谷東
5-21-14

大阪メトロ「千里中央駅」・阪急千里線「北千里
駅」下車、阪急バス「山之口バス停」より徒歩5分
または大阪モノレール「彩都西駅」より徒歩20分

ＴＥＬ　072-729-3319
ＦＡＸ　072-729-3308

園長
佐々木　幸枝

随時

はじめまして。本園は、京都の知恩院を祖山とする法泉寺を母体とし、認可を受け
て７４年になる保育園です。小さな保育園ですので、家庭的でのびのびとした保育
を心がけています。保育士という仕事は、子どもたちと楽しく遊ぶほかにも、子ども
たちの生きてゆく力の育みや、自立を支えるという役目があります。楽しいばかり
の仕事ではありませんが、日常でこんなに大笑いできる職種もあまりないと感じま
す。ぜひ体験してみてください。
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66 民
社会福祉法人 みのり会
彩都みのり保育園

保育所 80 箕面市
〒562-0028

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

ＴＥＬ　072-749-1500
ＦＡＸ　072-749-1515

園長
高橋 玉喜

指定
あり

随時ですが、園行事・新型コロ
ナウイルス感染症の状況等によ
り、ご希望に添えない事あり。

自然あふれる住宅街で、近くには公園がたくさんあります。子ども達は毎日散歩に
出掛け、自然とふれあって暮らしています。

67 民
社会福祉法人 夢工房
桜保育園

保育所 120 箕面市
〒562-0041

箕面市桜2-15-14
阪急箕面線「牧落駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　072-724-9614
ＦＡＸ　072-724-9615

園長・主任
今西
結城

随時 随時相談
笑顔いっぱいの子ども達と、共に成長できるやりがいのあるお仕事ですので、ぜ
ひ一度体験に来て下さい。

68 民
学校法人 宣真学園
宣真認定こども園 幼稚園

幼保連携型認定こども園 240 池田市
〒563-0031

池田市天神1-1-41
阪急宝塚線「石橋駅」より徒歩13分

ＴＥＬ　072-762-4500
ＦＡＸ　072-762-4510

副園長
田中　真弓

指定
あり

コロナ感染症対策の為、現時点
では受入れ不可です。

69 民
学校法人 宣真学園
宣真認定こども園 乳児院

幼保連携型認定こども園 47 池田市
〒563-0031

池田市天神1-1-41
阪急宝塚線「石橋駅」より徒歩13分

ＴＥＬ　072-762-4500
ＦＡＸ　072-762-4510

副園長
田中　真弓

指定
あり

コロナ感染症対策の為、現時点
では受入れ不可です。

70 公 能勢町立のせ保育所 保育所 120 能勢町
〒563-0361

豊能郡能勢町今西25-1

能勢電鉄「山下駅」下車、阪急バス「森上」
より徒歩7分

ＴＥＬ　072-734-0079
ＦＡＸ　072-734-0010

所長
瀬川 寛

随時

71 民
社会福祉法人 紫峯會
あびにょん保育園

保育所 140 吹田市
〒564-0001

吹田市岸部北5-45-1

JR京都線「岸部駅」下車、阪急バス
「亥子谷名神下」より徒歩1分

ＴＥＬ　06-6878-0008
ＦＡＸ　06-6878-5540

園長
安達 浩司

随時 随時
少しづつでも保育を体験することで業務に参加できる機会を提供できればと思っ
ています。気軽に体験申込いただければと思います。

72 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 吹田市
〒564-0083

吹田市朝日が丘1-5
JR京都線「吹田駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　06-6388-0619
ＦＡＸ　06-6387-6556

園長
武内

随時
行事日以外。日によりますの
で、ご相談下さい。

73 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 吹田市
〒565-0815

吹田市千里丘北1-3

JR京都線「千里丘駅」より徒歩15分
または阪急京都線「摂津市駅」より自転車で
15分

ＴＥＬ　06-6876-4154
ＦＡＸ　06-6876-4159

副園長
富澤 雅子
担当
山口

指定
あり

コロナ感染症対策の為、現時点
では受入れ不可です。

74 民
社会福祉法人 成光苑
認定こども園　きりん愛育園

保育所 250 吹田市
〒565-0816

吹田市長野東13-5
JR京都線「千里丘駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　06-6878-5551
ＦＡＸ　06-6878-5586

園長
財津久美子

指定
あり

7月・8月 私達と一緒に子ども達と楽しくあそびませんか？

75 民
社会福祉法人 こばと会
さくら保育園

保育所 60 吹田市
〒565-0823

吹田市山田南45-10

JR京都線「岸部駅」下車、阪急バス「七尾西」
下車

ＴＥＬ　06-6878-4322
ＦＡＸ　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

こどもたちと触れ合い、保育するやりがいを感じてみなせんか？

76 民
社会福祉法人 愛の園
あやめ保育園

保育所 120 吹田市
〒565-0862

吹田市津雲台4-9-1

阪急千里線「山田駅」・大阪モノレール「山田駅」
より徒歩5分

ＴＥＬ　06-6871-0061
ＦＡＸ　06-6871-6108

主任保育士
東（あずま） 年江

指定
あり

コロナの状況により変更するこ
ともあります。ご相談下さい。

豊かな自然に囲まれた保育園です。園庭で遊んだり、子ども達とおしゃべりした
り、着換えを手伝ったり一度体験してみませんか？遊びに来てみてください。
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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 摂津市
〒566-0022

摂津市三島3-13-1
阪急京都線「摂津市駅」より徒歩7分

ＴＥＬ　070-2304-6283
ＦＡＸ　072-654-5109

事務管理室
園田 レナ

指定
あり

コロナウイルス感染症拡大防止
のため、受入れを中断させてい
ただくことがあります。

「遊び」と「学び」が融合した部分が「遊育」。主体的な遊びと、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 摂津市
〒566-0023

摂津市正雀4-12-23
阪急京都線「正雀駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　06-6382-2600
ＦＡＸ　06-6382-8245

主幹保育教諭
舩津 奈緒子

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。

保育の仕事が初めてという方も、久し振りの方も、ぜひ一度体験して子どもたちと
過ごす楽しさを思い出してみてください。子どもたちと楽しく笑顔で遊び、充実した
時間を過ごしましょう。お待ちしております。

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 摂津市
〒566-0033

摂津市学園町1-2-33
阪急京都線「摂津市駅」より徒歩11分

ＴＥＬ　070-2304-6283
ＦＡＸ　072-654-5109

事務管理室
園田 レナ

指定
あり

コロナウイルス感染症拡大防止
のため、受入れを中断させてい
ただくことがあります。

「遊び」と「学び」が融合した部分が「遊育」。主体的な遊びと、本園は利便性の良
い南千里丘地区にて、分園は小規模保育園で、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 105 摂津市
〒566-0035

摂津市鶴野2-7-16

大阪モノレール「摂津駅」より徒歩３分
または阪急京都線「摂津市駅」より徒歩15分
またはＪＲ京都線「千里丘駅」より徒歩20分

ＴＥＬ　072-632-1115
ＦＡＸ　072-632-2660

主幹保育教諭
中東　佳奈

随時

81 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 摂津市
〒566-0062

摂津市鳥飼上3-2-25

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

ＴＥＬ　070-2304-6283
ＦＡＸ　072-654-5109

事務管理室
園田 レナ

指定
あり

コロナウイルス感染症拡大防止
のため、受入れを中断させてい
ただくことがあります。

「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。
私たちと一緒に「あそびこみ」ませんか？

82 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 摂津市
〒566-0064

摂津市鳥飼中1-20-1

JR京都線「千里丘駅」下車、阪急バス「勝安寺」
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」より徒歩7分

ＴＥＬ　070-2304-6283
ＦＡＸ　072-654-5109

事務管理室
園田 レナ

指定
あり

コロナウイルス感染症拡大防止
のため、受入れを中断させてい
ただくことがあります。

「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。
私たちと一緒に「あそびこみ」ませんか？

83 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 茨木市
〒567-0007

茨木市南安威2-1-13

JR京都線「茨木駅」下車、阪急バス「安威団地」
より徒歩3分

ＴＥＬ　072-643-4929
ＦＡＸ　072-641-4808

園長
三角 智昭

随時

84 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 茨木市
〒567-0034

茨木市中穂積3-1-22
JR京都線「茨木駅」より徒歩7分

ＴＥＬ　072-645-0005
ＦＡＸ　072-645-0009

園長
最田 貴子

指定
あり

コロナウイルス感染症の状況に
よります。

将来保育士になりたい学生さん！！資格を」持っているけれど、現場で働いたこと
がない・・・など　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一歩
前に踏み出す、チャレンジをしてみませんか！！お気軽にお申込み下さい。

85 民
社会福祉法人 穂積福祉会
ほづみ保育園

保育所 90 茨木市
〒567-0036

茨木市上穂積2-3-45
JR京都線「茨木駅」より徒歩12分

ＴＥＬ　072-627-5200
ＦＡＸ　072-623-9100

園長
坂手 佳子

指定
あり

大きな行事の前は場合により調
整。基本的には随時行うが、新
型コロナウイルス感染症の状況
による。一度問い合わせて下さ
い。

かわい子ども達と遊んでみませんか？

86 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 茨木市
〒567-0814

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10分
またはJR京都線「総持寺駅」より約900m、
徒歩12分

ＴＥＬ　072-626-1606
ＦＡＸ　072-626-3164

園長
森　裕一郎

指定
あり

事前に問い合わせて頂ければ
対応します。

もう一度保育をしてみませんか。お待ちしています。

87 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 茨木市
〒567-0819

茨木市片桐町14-10
阪急京都線「茨木駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　072-622-2777
ＦＡＸ　072-627-0461

園長
太田 久子

随時 (随時）行事でのお手伝いも歓迎
いたします。2人

子ども達と楽しく遊んで、保育への生きがいややりがいを感じてもらって保育の仕
事に喜びを味わって下さい。土曜日の園での子ども達との保育活動の体験も歓
迎いたします。



NO 公・民
法人名

事業所名
施設類型 定員数 市町村名 所在地 交通アクセス 連絡先 担当者

随時

ｏｒ

指定

あり

受入可能時期 メッセージ

88 民
社会福祉法人 天王福祉会
てんのう中津保育園

保育所 175
（150）

茨木市
〒567-0824

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」下車、阪急バス
「茨木駅」下車

ＴＥＬ　072-635-4500
ＦＡＸ　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

子ども達は、毎日新しい発見をしています。一緒に感動し、こどもの思いが共有で
きる方、是非、一緒に新しい発見をしましょう。

89 民
社会福祉法人 親和会
玉島保育園

保育所 120 茨木市
〒567-0845

茨木市平田2-36-13

阪急京都線「茨木市」下車、近鉄バス
「玉島一丁目」より徒歩7～8分

ＴＥＬ　072-635-5700
ＦＡＸ　072-635-7297

園長
木村　正子 随時 特になし

法人理念の　努力、誠実、笑顔、元気をモットーに毎日、楽しく子ども達と過ごして
います。
是非、体験にお越しください！！　お待ちしております。

90 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 茨木市
〒567-0895

茨木市玉櫛1-3-1
阪急京都線「南茨木駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　072-632-6669
ＦＡＸ　072-638-4907

副園長
坂本 容子

随時 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。

91 民
社会福祉法人 久護福祉会
大冠保育園

保育所 110 高槻市
〒569-0022

高槻市須賀町69-3

阪急京都線「高槻市駅」下車、高槻市バス
「大冠校」下車すぐ
またはJR「高槻駅」下車、市バス北大塚行
「大冠校前」下車すぐ

ＴＥＬ　072-676-1064
ＦＡＸ　072-675-1133

主任
薮口 実香

随時
子ども達と楽しくたくさんふれあう中で、保育園での生活の様子を知り、保育の仕
事の楽しさ、やりがいを感じてほしい。

92 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 高槻市
〒569-0025

高槻市藤の里町38-28

阪急京都線「高槻市駅」より徒歩20分
または京阪バス枚方市行「城東町」より
徒歩5分

ＴＥＬ　072-672-0124
ＦＡＸ　072-672-0125

園長
久野 弘美

随時

体験実習で子ども達の笑顔にたくさん触れていただきたいと思ってます。キリスト
教に基づく隣人愛の精神を大切にし、みんなちがってみんないい！！一人ひとり
が居心地の良さを感じる園作りを目指しています。経験のある方、ブランクのある
方、どなたでもお気軽にお問い合わせ下さい。

93 民
特定非営利活動法人 地域ひといき
大塚わくわく園

企業主導型保育所 50 高槻市
〒569-0034

高槻市大塚町5-30-6

阪急京都線「高槻駅」下車、京阪バス「大塚」
より徒歩5分
京阪本線「枚方駅」下車、京阪バス「大塚」より
徒歩5分

ＴＥＬ　072-629-0109
ＦＡＸ　072-629-0209

園長
木村　春奈

随時 とにかく一度おこし下さい。温かい環境があなたを待っています。

94 民
社会福祉法人 多邦会
城南宙認定こども園

保育所型認定こども園 90 高槻市
〒569-0056

高槻市城南町2-45-10
阪急京都線「高槻市駅」より徒歩15分

ＴＥＬ　072-670-5077
ＦＡＸ　072-670-5088

主任
吉村 伸子

指定
あり

6月～2月
笑顔いっぱい子どもたちにかこまれ、たくさん遊びませんか。笑声に元気をもらえ
ますよ。　一度　体験しに来て下さい。

95 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 高槻市
〒569-0083

高槻市永楽町10-2

JR京都線「高槻駅」・阪急京都線「高槻市駅」
下車、高槻市バス「六中前」より北へ徒歩2分

ＴＥＬ　072-662-6700
ＦＡＸ　072-662-6800

園長
勝田 伊織

指定
あり

新型コロナウイルス感染拡大防
止対策のため、就職予定・就職
希望の方のみ対象。

96 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 高槻市
〒569-0822

高槻市津之江町1-37-9

JR京都線「高槻駅」より徒歩20分
または阪急京都線「冨田駅」より徒歩20分

ＴＥＬ　072-673-7015
ＦＡＸ　072-675-2913

主任
安藤

指定
あり

緊急事態宣言またはまん延防
止が出たら、中止または延期で
お願いします。

子どもが大好きな人なら大歓迎です。

97 民
社会福祉法人 大阪厚生福祉会
南総持寺保育園

保育所 105 高槻市
〒569-0851

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

ＴＥＬ　072-693-8531
ＦＡＸ　072-693-8531

園長
有長 太一

指定
あり

コロナ感染症対策の為、現時点
では受入不可です。

98 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 高槻市
〒569-1025

高槻市芝谷町19-7

JR京都線「高槻駅」・阪急京都線「高槻市駅」
下車、高槻市バス「芝谷町」より徒歩1分

ＴＥＬ　072-689-8720
ＦＡＸ　072-689-8730

園長
川畑 弘二

指定
あり

令和4年5月～令和5年2月
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99 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 105 高槻市
〒569-1042

高槻市南平台5-68-9

JR京都線「高槻」駅下車、高槻市バス
「西之川原橋」より徒歩2分

ＴＥＬ　072-697-2888
ＦＡＸ　072-697-2877

園長
清水 百合

指定
あり

土、日、祝日
（8/13～15、12/29～1/4、3/31
以外の平日）

自然豊かな環境の中に立地しています。こどもの”今”によりそい、子どもたちの”
やりたい”が実現できる環境を用意し、日々楽しく仕事をしています。保育士とし
て、もう一度頑張ってみようと思う方に是非、お越し頂き志を呼び覚ますきっかけ
となればうれしく思います。

100 民
社会福祉法人 大阪ＹＭＣＡ
ＹＭＣＡたかつきあま保育園

幼保連携型認定こども園 63 高槻市
〒569-1105

高槻市安満中の町25-1

ＪＲ京都線「高槻駅」・阪急京都線「高槻市駅」
下車、高槻市バス「磐手校前」より徒歩5分

ＴＥＬ　072-682-2077
ＦＡＸ　072-682-2080

園長
秋山 健二

指定
あり

ご相談ください。
育児担当制を取り入れ、温かい雰囲気ｎの中、子どもの心に寄り添い丁寧に関わ
る保育を心がけています。是非、お気軽にお問合せ下さい。

101 民
社会福祉法人 愛和会
高槻あいわ保育園

保育所 150 高槻市
〒569-1123

高槻市芥川町1-2-B-0114
JR京都「高槻駅」北側より徒歩1分

ＴＥＬ　072-682-4152
ＦＡＸ　072-682-4153

園長・主任
植田
水廣

指定
あり

新型コロナウイルス感染状況に
よっては、受け入れを控えさせ
ていただく場合があります

職員、子どもたちの笑顔で溢れる保育園です。体験される際には丁寧に対応させ
ていただきます。参加をお待ちしています！

102 民
社会福祉法人門真福祉会
脇田こども学園

幼保連携型認定こども園 166 門真市
〒571-0011

門真市脇田町2-8

京阪本線「大和田駅」下車、
京阪バス「門真団地」より徒歩7分

ＴＥＬ　072-885-4310
ＦＡＸ　072-885-2880

園長
森永 知子

随時
その都度、話し合い決定で大丈
夫です。

将来のお仕事を決めるための練習でも、小さな子ども達が大好きで体験したいと
思っている方でも大歓迎です。是非、体験しに来て下さい。

103 民
社会福祉法人　晋栄福祉会
幼保連携型認定こども園　智鳥保育園

幼保連携型認定こども園 213 門真市
〒571-0026
門真市北島町14-28

Osaka Metro鶴見緑地線「門真南駅」より
徒歩13分
または京阪本線「古川橋駅」より徒歩25分
（最寄バス停有3分）

TEL　072-881-3755
FAX　072-881-9505

副園長
安井　貞子

随時
各年齢（20代～70代）の職員40名勤務しています。
子育て中のお母ちゃん先生、頑張っています。自然に恵まれ、ゆったり保育をして
います。職員和気合々と楽しく仲良いです。

104 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 門真市
〒571-0031

門真市古川町7-3

京阪本線「古川橋駅」・京阪本線「大和田駅」
より徒歩5分

ＴＥＬ　06-6908-4529
ＦＡＸ　06-6900-2123

秋山　 尚美 随時 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ください。
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。

105 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 門真市
〒571-0041

門真市柳町14-10

京阪本線「門真市駅」・京阪本線「古川橋駅」
より徒歩10分

ＴＥＬ　06-6908-1010
ＦＡＸ　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

106 民
社会福祉法人愛美会
門真保育園

保育所 110 門真市
〒571-0046

門真市本町19-5
京阪本線「西三荘駅」より南へ徒歩3～4分

ＴＥＬ　06-6908-2514
ＦＡＸ　06-6909-5075

内海 知子
指定
あり

新型コロナウイルス感染症の拡
大状況を鑑み、期間・時期によ
り判断する。

107 民
社会福祉法 人まりも会
なでしこ保育園

保育所 150 寝屋川市
〒572-0006

寝屋川市美井元町28-3
京阪本線「香里園駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　072-832-3777
ＦＡＸ　072-832-3713

副園長
田中 聖子

随時
園庭が広く子どもたちが元気いっぱい走っています。夏はどろんこなどめいいっぱ
い身体も心も解放する遊びをしています。お待ちしています。

108 民
社会福祉法人 明徳園
明徳保育園

保育所 100 寝屋川市
〒572-0011

寝屋川市明徳2-11-18

京阪本線「寝屋川市駅」下車、京阪バス
「寝屋川団地」より徒歩1分

ＴＥＬ　072-822-0841
ＦＡＸ　072-822-0930

主任
福井 直子

随時
「あしたも遊びたいな！」「ここに預けてよかった！」「ここで働けてよかった！」と思
える笑顔溢れる保育園を目指し保育を行っています。子育て中の方や子育てを終
えた方なども多数働いていますので、お気軽にお申込み下さいね。

109 民
社会福祉法人 寝屋川めぐみ園
寝屋川めぐみ園

幼保連携型認定こども園 106 寝屋川市
〒572-0022

寝屋川市緑町13-20
京阪本線「香里園」より徒歩15分

ＴＥＬ　072-833-0020
ＦＡＸ　072-833-0180

園長
永井 正志

随時

当園は令和3年4月より保育園から幼保連携型認定こども園に移行した定員106
名の施設です。当園は、子ども一人ひとりの成長過程を大切にする保育をずっと
続けてきており、今後も変わりなく受け継がれていきます。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？
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110 民
社会福祉法人 たちばな会
認定子ども園　石津保育園

幼保連携型認定こども園 130 寝屋川市
〒572-0027

寝屋川市石津東町20-20

京阪本線「香里園」より徒歩15分
(バスも有り)

ＴＥＬ　072-829-0800
ＦＡＸ　072-827-0111

園長
西邨（ニシムラ）

随時 いつでも大丈夫です。
保育士のお仕事は、子どもと一緒にご自身も沢山の学びをし、生きがいを見い出
されます。勇気をもって、お仕事してみて下さい。

111 公 寝屋川市立さざんか保育所 保育所 150 寝屋川市
〒572-0029

寝屋川市寿町15-6
京阪本線「香里園駅」より徒歩15分

ＴＥＬ　072-834-1555
ＦＡＸ　072-834-1555

所長
村崎

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。

112 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 132 寝屋川市
〒572-0030

寝屋川市池田本町4-10
京阪本線「寝屋川市駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　072-827-3456
ＦＡＸ　072-827-3488

副園長
乾 政典

随時

本園は開園して46年目になります。”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てみようと考えている方は、ぜひ本
園に体験実習にお越し下さい。

113 民
社会福祉法人寝屋川福祉会
桜木保育園

保育所 80 寝屋川市
〒572-0041

寝屋川市桜木町6-11
京阪本線「寝屋川市駅」より徒歩8分

ＴＥＬ　072-829-5921
ＦＡＸ　072-829-7032

園長
森本 英嗣

随時

114 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 76 寝屋川市
〒572-0051

寝屋川市高柳4-6-23

京阪本線「寝屋川市駅」より徒歩15分
または京阪本線[寝屋川市駅」下車、京阪バス
「対馬江」より徒歩5分

ＴＥＬ　072-827-1291
ＦＡＸ　072-827-1278

園長
石橋

随時

115 民
社会福祉法人 なかよし福祉会
すずらん保育園

保育所 130 寝屋川市
〒572-0051

寝屋川市高柳5-28-1

京阪本線「宜島駅」徒歩20分
または京阪バス「神田天満宮前」より徒歩1分

ＴＥＬ　072-827-5544
ＦＡＸ　072-827-5548

園長
水﨑 教夫

随時 随時（年末年始を除く） 住宅街にあるのんびりした保育園です。ゆっくり体験してみませんか。

116 民
社会福祉法人　真清福祉会
かえで保育園

保育所 140 寝屋川市
〒572-0053

寝屋川市中神田2-2
京阪本線「萱島駅」より徒歩13分

ＴＥＬ　072-829-8218
ＦＡＸ　072-829-8239

坂井 里美
指定
あり

イベント時以外

117 公 寝屋川市立コスモス保育所 保育所 90 寝屋川市

〒572-0061

寝屋川市長栄寺町22-13
京阪本線「寝屋川市駅」より徒歩15分

ＴＥＬ　072-828-9111
ＦＡＸ　072-828-9111

所長
新宮 由紀

随時
今は、様々な背景をかかえた子ども達が多くいます。個々の状況に合わせゆった
り対応して下さる方お待ちしています。

118 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 110 寝屋川市
〒572-0061

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

ＴＥＬ　072-829-0948
ＦＡＸ　072-838-4024

水﨑 隆司
指定
あり

6～8月、10月中旬～12月、
1～2月

一度お気軽にお問合せ下さい。元気な子ども達と楽しく過ごしましょう♪

119 民
社会福祉法人　東仁福祉会
こまどり保育園

保育所 100 寝屋川市

〒572-0076

寝屋川市仁和寺本町
3-12-20

京阪本線「寝屋川市駅」下車、京阪バス
「仁和寺」より徒歩すぐ

ＴＥＬ　072-838-1515
ＦＡＸ　072-838-0505

園長
松岡 幸進

随時

120 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 寝屋川市
〒572-0077

寝屋川市点野4-1-32

京阪本線「寝屋川市駅」下車、京阪バス
「葛原（くずはら）」より徒歩3分

ＴＥＬ　072-827-5555
ＦＡＸ　072-827-3900

園長
小谷 牧

指定
あり

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。
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121 民
社会福祉法人　東仁福祉会
しらゆり保育園

保育所 140 寝屋川市
〒572-0810

寝屋川市堀溝北町25-1

京阪本線「寝屋川駅」より自転車で7分、または
徒歩20分

ＴＥＬ　072-822-3935
ＦＡＸ　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。

こども達と楽しくすごして下さい。

122 公 寝屋川市立たんぽぽ保育所 保育所 120 寝屋川市
〒572-0861

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

ＴＥＬ　072-823-2433
ＦＡＸ　072-823-2433

所長
河流（かわりゅう）

指定
あり

新型コロナウイルス感染症の状
況により、受入ができない場合
もございます。

自然に恵まれた環境にあり、子育て支援センターも同じ敷地にあります。

123 民
社会福祉法人徳風会
徳風保育園

保育所 150 枚方市
〒573-0001

枚方市田口山2-5-1

京阪本線「枚方市駅」下車、京阪バス「山田池」
より徒歩7分

ＴＥＬ　072-857-2997
ＦＡＸ　072-857-2862

園長
三舩 千里

指定
あり

6月・7月・8月　受入可能です。

124 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 枚方市
〒573-0011

枚方市中宮山戸町15-1

京阪本線「枚方市駅」下車、京阪バス
「関西外大前」より徒歩10分

ＴＥＬ　072-840-2780
ＦＡＸ　072-840-3212

園長
松尾

指定
あり

行事前等除く。

125 民
社会福祉法人　めぐみ会
常称寺保育園

保育所 130 枚方市
〒573-0047

枚方市山之上4-4-14

京阪本線「枚方市駅」下車、京阪バス「山之上」
より徒歩3分

ＴＥＬ　072-845-2130
ＦＡＸ　072-845-2144

副園長
白神 明子

指定
あり 9月5・6・7日

常称寺保育園は昭和9年農繁期季節託児所として、常称寺本堂にてスタートしま
した。仲間の中で育つ子ども達、そして子どもと保護者、職員が共に育ち合える保
育を行っています。ぜひ　いらしてください。

126 民
社会福祉法人　めぐみ会
さだ保育園

保育所 90 枚方市
〒573-0064

枚方市北中振2-3-47
京阪本線「光善寺駅」より徒歩5分

ＴＥＬ　072-832-2601
ＦＡＸ　072-832-2602

主任保育士
田中 順子

随時 随時 保育の仕事に興味・関心のある方、子どもが好きな方、お気軽にお越し下さい。

127 民
社会福祉法人　明徳園
川越保育園

保育所 100 枚方市
〒573-0081

枚方市釈尊寺町25-28

京阪交野線「郡津駅」より徒歩15分
または京阪本線「枚方市駅」下車、京阪バス
「釈尊寺団地」よりすぐ

ＴＥＬ　072-853-8668
ＦＡＸ　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。

心づくりと体づくりに重きをおき、心の通った温かい保育を心がけています。ぜひ、体験にい
らして下さい。

128 民
社会福祉法人　聖徳園
中振敬愛保育所

保育所 185 枚方市
〒573-0093

枚方市東中振1-12-1
京阪本線「光善寺駅」より徒歩12分

ＴＥＬ　072-834-2331
ＦＡＸ　072-832-5965

園長代理
寺下　元子

指定
あり

6月以降でお願いいたします。
子ども達と一緒に楽しくあそびましょう。和気あいあいとした職場です。お待ちして
います。

129 民
社会福祉法人　氷室保育園
氷室保育園

保育所 120 枚方市
〒573-0112

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」より徒歩3分

ＴＥＬ　072-858-0058
ＦＡＸ　072-858-0176

主任
林 　優子

指定
あり

コロナの影響が落ち着けば受入
したいと思っています。

緑豊かな環境のなかで子ども達と一緒に過ごしています。子どもたちと関わり、成
長や発達を身近に感じながら保育者の仕事をしてみませんか？
ぜひ、ご参加下さい。

130 民
社会福祉法人　まりも会
まりも保育園

保育所 140 枚方市
〒573-0137

枚方市春日北町4-1-7
JR学研都市線「津田駅」より徒歩20分

ＴＥＬ　072-858-5255
ＦＡＸ　072-858-5267

園長
松藤

随時

131 民
社会福祉法人　ボランテ枚方
明善めぐみ園

幼保連携型認定こども園 140 枚方市
〒573-0156

枚方市藤阪南町2-26-1
ＪＲ学研都市線「藤阪駅」より徒歩2分

ＴＥＬ　072-851-0022
ＦＡＸ　072-851-6063

園長
亀井

指定
あり

7月
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132 民
社会福祉法人　長尾会
第2長尾保育園

保育所 120 枚方市
〒573-0161

枚方市長尾北町3-2-1

JR学研都市線「長尾駅」より徒歩10分
または京阪本線「枚方市駅」下車、京阪バス
「長尾中学校前」より徒歩1分

ＴＥＬ　072-857-0234
ＦＡＸ　072-857-0027

主任
安達　充代

随時
子どもたちと一種に遊んだり、生活する中で保育士という仕事の楽しさを知り、自
信を持って復帰できるよう、お手伝いさせていただきます。保育士資格を生かして
いきましょう。

133 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 枚方市
〒573-1104

枚方市楠葉丘1-19-1

京阪本線「樟葉駅」より徒歩13分
京阪バス「あさひ」または「みさき」より徒歩5分

ＴＥＬ　072-855-5457
ＦＡＸ　072-850-8515

園長
井口 啓

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。

134 民
社会福祉法人　イエス団
くずは光の子保育園

保育所 170 枚方市
〒573-1111

枚方市楠葉朝日1-22-10

京阪本線「樟葉駅」より徒歩20分
または京阪本線「樟葉駅」下車、京阪バス
「美咲」・「藤原」より徒歩5分

ＴＥＬ　072-856-8882
ＦＡＸ　072-856-8895

園長
柴田 弘子

指定
あり

お盆の時期 8月中旬と3月末以
外であれば受入れ可能です。

子どもたちとふれあう中で、保育士という仕事んお楽しさ、尊さを感じて下さったら
嬉しいです。お待ちしています。

135 民
社会福祉法人　船橋福祉会
船橋保育園

保育所 130 枚方市
〒573-1122

枚方市西船橋1-83-1
京阪本線「樟葉駅」より徒歩約10分

ＴＥＬ　072-855-5371
ＦＡＸ　072-855-5577

園長
田中 将也

随時

136 民
社会福祉法人　イエス団
宇山光の子保育園

保育所 130 枚方市
〒573-1136

枚方市宇山東町8-30
京阪本線「牧野駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　072-851-0560
ＦＡＸ　072-851-1962

園長・主任
谷口 浩美
または
矢野 眞理

随時 子ども達と一緒に元気に楽しく遊んで下さい。

137 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 枚方市
〒573-1155

枚方市招提南町1-3-18

京阪本線「牧野駅」より徒歩15～20分
または京阪バス「招提中町」より5分

ＴＥＬ　072-868-5541
ＦＡＸ　072-868-5542

園長・事務
曽我部
横田

随時
0～2才児クラスまでの乳児施設です。子ども一人ひとりと丁寧に関わり、心と身体
の育ちを支援する事ができます。体験を通して保育の魅力を是非味わって下さ
い。

138 民
社会福祉法人　交北会
青桐保育園

保育所 230 枚方市
〒573-1161

枚方市交北4-1247-1

京阪本線「枚方市駅」下車、京阪バス「田ノ口」
より8分

ＴＥＬ　072-855-3916
ＦＡＸ　072-868-2222

副園長
森川 美希

指定
あり

コロナ感染症対策の為、現時点
では受入れ不可です。

139 民
社会福祉法人　上島会
小倉保育園

保育所 120 枚方市
〒573-1173

枚方市小倉町13-16
京阪本線「牧野駅」より徒歩20分

ＴＥＬ　072-868-6881
ＦＡＸ　072-868-6887

主任
上野

指定
あり

7/25(月）～8/5(金）
子どもたちひとりひとりが大人やとも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。子どもたちとかかわる楽しさ
や成長を感じる瞬間を体験してほしいです。

140 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 枚方市
〒573-1194

枚方市中宮北町10-14

京阪本線「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

ＴＥＬ　072-840-2083
ＦＡＸ　072-840-9614

園長
酒井 　眞澄

随時 相談に応じます。
保育士の仕事は、子どもたちの成長にふれる、やりがいのある仕事です。ぜひ、
体験してみてください。

141 民
社会福祉法人　たんぽぽ福祉会
つくし保育園

保育所 30 枚方市
〒573-1196

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」より徒歩3分

ＴＥＬ　072-848-5734
ＦＡＸ　072-807-3294

園長
牛濵

随時

142 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 大東市
〒574-0011

大東市北条1-21-36

JR学研都市線「野崎駅」より徒歩8分
またはJR学研都市線「四条畷駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　072-878-4121
ＦＡＸ　072-878-4146

副園長
山下 綾子

随時
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143 民
学校法人　明善学園
ひらりす保育園

保育所 80 大東市
〒574-0013

大東市野崎4-5-6
JR学研都市線「野崎駅」より徒歩8分

ＴＥＬ　072-803-2020
ＦＡＸ　072-803-2022

園長
中村

指定
あり

4月～2月頃
楽しくのびのび遊びの中から学ぶことを大切ｊにしている保育園です。職員同士、
助け合い、楽しく頑張っています。一度　園見学してみて下さい。

144 民
社会福祉法人　聖心会
第二聖心保育園

幼保連携型認定こども園 90 大東市
〒574-0014

大東市寺川1-20-1
JR学研都市線「野崎駅」より徒歩18分

ＴＥＬ　072-874-0981
ＦＡＸ　072-874-0982

園長
永田 久史

指定
あり

7月～1月

145 民
社会福祉法人　たんぽぽ福祉会
津の辺保育園

保育所 90 大東市
〒574-0016

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

ＴＥＬ　072-876-8327
ＦＡＸ　072-876-8347

園長
日野

指定
あり

新型コロナウイルス感染症対策
の為、赤信号時以外

子どもと共に成長できるとても素敵な職業です。ぜひ、体験してみて下さい。

146 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 大東市
〒574-0017

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

ＴＥＬ　072-879-2777
ＦＡＸ　072-879-2771

主幹保育教諭
乾 知子

随時

147 民
社会福祉法人　秀英会
新町保育園

保育所 90 大東市
〒574-0031
　
大東市川中新町9-1

ＪＲ学研都市線「住道駅」より徒歩10分
TEL　072-874-2881
FAX　072-874-2881

主任
松平　順子

随時 相談の上
「しつけ」「集中力」「知育教育」「体力づくり」等の向上に向け、職員一同、全力で
取り組んでいます。
新人の先生には、一からやさしく丁寧に指導させていただきます。

148 民
株式会社　ホームタウン
だいとうSAKURA保育園

企業主導型保育所 19 大東市

〒574-0046

大東市赤井1-3-33
メゾンドールソフィア2階

JR学研都市線「住道駅」より北へ徒歩3分

　第１連絡
　090-9168-3391
　ＴＥＬ　072-396-9097
　ＦＡＸ　072-396-9098

施設長
松本 祥子

指定
あり

ただし、施設長が在園時にお願
いできれば有難い。

149 民
社会福祉法人　朋友福祉会
幼保連携型認定こども園
新田保育園

幼保連携型認定こども園 99 大東市
〒574-0056

大東市新田中町4-9

JR学研都市線「鴻池新田駅」より徒歩17分
またはOsaka Metro鶴見緑地線「門真南駅」
より徒歩20分

ＴＥＬ　072-870-6680
ＦＡＸ　072-870-6681

園長
眞茅（マカヤ）直子

随時
先生、子どもたちの笑顔がいっぱいのこども園です。かわいい子どもたちと楽しい
時間を過ごしてみませんか。興味のある方ぜひ体験にお越しください。

150 民
社会福祉法人　北出福祉会
四條畷すみれ保育園

認定こども園 64 四條畷市
〒575-0043

四條畷市北出町11-7
JR学研都市線「四条畷駅」より徒歩15分

ＴＥＬ　072-878-5961
ＦＡＸ　072-862-1477

園長
上農 典子

指定
あり

7月～9月
０～３歳児のこども園です。
乳児保育に関心のある方お待ちしています。

151 民
社会福祉法人　晋栄福祉会
あまだのみやちどりこども園

幼保連携型認定こども園 210 交野市
〒576-0031
交野市森南2-15-1

京阪交野線「河内森駅」より徒歩4分
またはJR学研都市線「河内磐船駅」より徒歩6分

TEL　072-892-1351
FAX　072-892-1460

副園長
横尾　ゆかり

随時

自然豊かな環境に恵まれて、子どもたちも職員も、開放的にのびのびと元気いっ
ぱい過ごしています。職員同士の風通しもよく、意見を出し合いながら、保育を楽
しんでいます。子ども一人一人に寄り添い、個性を認め合い、地域に根差す子ど
も園で、ともに成長していきましょう。

152 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 交野市
〒576-0052

交野市私部1-22-1
京阪交野線「交野市駅」より徒歩7分

ＴＥＬ　072-891-1824
ＦＡＸ　072-891-1845

副園長
白田 美紀

随時 要相談
自然豊かな環境の中にあり、0～5歳児定員154名の園です。保育体験を通じて、
保育士・保育教諭として復職されるためのお手伝いができればと思っています。ど
うぞお気軽にお越しください。お待ちしています。

153 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 60 交野市
〒576-0053

交野市郡津5-76-1
京阪交野線「郡津駅」より徒歩5分

ＴＥＬ　072-892-6789
ＦＡＸ　072-892-0055

主幹保育教諭
上月　のり子

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60名のこども園です。
元気な子どもたち、私たちと一緒に楽しく過ごしてみませんか？
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154 民
社会福祉法人　公共社会福祉事業協会
はるみやこども園

幼保連携型認定こども園 160 東大阪市
〒577-0011

東大阪市荒本北1-5-44

Osaka Metro中央線「長田駅」より徒歩10分
または近鉄けいはんな線「荒本駅」より徒歩5分

ＴＥＬ　06-6744-3857
ＦＡＸ　06-6744-6597

主任
桑原 喜代美

随時 元気いっぱい遊んでいただきたいです。

155 民
社会福祉法人　道信福祉会
うみがめ保育園

保育所 60 東大阪市
〒577-0032

東大阪市御厨1-1-18
近鉄奈良線「小阪駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　06-6789-0200
ＦＡＸ　06-6789-0900

園長
木田 裕子

指定
あり

コロナ感染症対策の為、現時点
では受入れ不可です。

156 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 東大阪市
〒577-0061

東大阪市森河内西2-31-1

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Osaka Metro中央線「高井田駅」より
徒歩10～15分

ＴＥＬ　06-6783-1733
ＦＡＸ　06-6783-1734

園長
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。

フタバ学園は、全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、子どもたちを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。

157 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 東大阪市
〒577-0804

東大阪市中小阪5-14-2
近鉄奈良線「八戸ノ里駅」より徒歩8分

ＴＥＬ　06-6723-7588
ＦＡＸ　06-6723-7598

園長
大西 泰冶

随時 要相談

158 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 東大阪市
〒577-0848

東大阪市岸田堂西1-6-37

Osaka Metro千日前線「北巽駅」より徒歩8分
または近鉄大阪線・奈良線「布施駅」より
徒歩15分

ＴＥＬ　06-6721-6241
ＦＡＸ　06-6721-6242

副園長
増山 和久

随時

159 民
社会福祉法人　春日会
春日保育園

保育所 60 東大阪市
〒578-0924

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

ＴＥＬ　072-964-1101
ＦＡＸ　072-964-2654

仲
指定
あり

随時相談のうえ決定。

「楽しい園生活で元気に育つ」の保育理念を第一に、毎日が楽しく充実した園生活
が送れるように一同日々取り組んでいます。小さめの規模を生かし、家庭的で温
かい保育を大事にしています。保育の仕事は楽しみと喜びがいっぱいです。いつ
でも体験しに来て下さい。

160 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 東大阪市
〒578-0924

東大阪市吉田5-8-2
近鉄奈良線「東花園駅」より徒歩5分

ＴＥＬ　072-962-5010
ＦＡＸ　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。

161 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 105 東大阪市
〒578-0932

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

ＴＥＬ　072-966-7778
ＦＡＸ　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

大変だけど、楽しい職場です。保育士体験をしてみて下さい。子どもたちの笑顔が
とっても素敵ですよ。

162 民
社会福祉法人　江東会
エンゼル保育園

保育所 120 東大阪市
〒578-0935

東大阪市若江東町2-6-1

近鉄奈良線「若江岩田駅」
または近鉄奈良線「河内花園駅」より徒歩15分

ＴＥＬ　06-6724-2069
ＦＡＸ　06-6730-5050

主任保育士
三浦 智恵美

指定
あり

現在はコロナウイルス感染拡大
の状況を受け、受入を見送りま
す。

163 民
社会福祉法人　信光園
若江こども園

幼保連携型認定こども園 110 東大阪市
〒578-0941

東大阪市岩田町3-3-29
近鉄大阪線「若江岩田駅」より徒歩5分

ＴＥＬ　06-6723-6640
ＦＡＸ　06-6723-6644

中井 久子
指定
あり

事前に意向の連絡が必要 体験を通して子どもたちの成長や一緒に過ごす楽しさや喜びを感じてほしい。

164 民
社会福祉法人　青雲福祉会
はるか保育園

保育所 130 東大阪市
〒578-0976

東大阪市西鴻池町2-3-21
JR学研都市線「鴻池新田駅」より徒歩3分

ＴＥＬ　06-6746-2208
ＦＡＸ　06-6746-2753

理事長
好川 智也

指定
あり

夏休み期間（8/13～8/15はお
盆休みのため休園です）

子どもたちと楽しくすごしましょう！！
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165 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 東大阪市
〒578-0982

東大阪市吉田本町1-10-30

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

ＴＥＬ　072-962-2200
ＦＡＸ　072-962-8762

園長
中角　真希子

指定
あり

盆（8/11～8/15）以外

166 民
社会福祉法人　奥真会
石切山手保育園

幼保連携型認定こども園 93 東大阪市
〒579-8011

東大阪市東石切町4-15-54
近鉄奈良線「石切駅」北西出口より徒歩3分

ＴＥＬ　072-985-7725
ＦＡＸ　072-985-7762

主幹保育教諭
西岡 梢

指定
あり

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。

生駒山の中腹にある緑豊かな認定こども園です。保育の楽しさを子ども達の笑顔
を通して感じてください。

167 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 東大阪市
〒579-8047

東大阪市桜町9-5
近鉄奈良線「瓢箪山駅」より徒歩7分

ＴＥＬ　072-984-8827
ＦＡＸ　072-985-0473

主幹保育教諭
本村 規子

指定
あり

夏頃（6～8月頃）
本園では、乳児保育に力を入れており、少人数のグループ保育をしています。子
どもとたくさん関わることができると思います。興味のある方はぜひお問合せ下さ
い。

168 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 東大阪市
〒579-8061

東大阪市六万寺町2-6-35
近鉄奈良線「瓢箪山駅」より南へ徒歩20分

ＴＥＬ　072-987-0800
ＦＡＸ　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。
8月のお盆休み（8/12～15）
12月の休み（12/29～1/5）以外
大丈夫です。

子ども達の未来を育んで行く　楽しい仕事です。明るい職場で子育て体験をしま
しょう！

169 民
社会福祉法人　若葉福祉会
めだかこども園

幼保連携型認定こども園 120 東大阪市
〒579-8065

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

ＴＥＬ　072-987-2340
ＦＡＸ　072-987-7766

事務
仲津

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。

170 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 松原市
〒580-0016

松原市上田6-10-24
近鉄南大阪線「河内松原駅」より徒歩8分

ＴＥＬ　072-337-0283
ＦＡＸ　072-331-0516

主任
北原 めぐみ

指定
あり

コロナ感染症対策の為、現時点
では受入れ不可です。

新型コロナウィルスの影響でマスク生活ですが、なるべく表情豊かにできるよう
子ども達に接しています。実習生の皆さまもこれからの日中　暑くなってくる季節
なので、気をつけて頂ければと思います。

171 民
社会福祉法人　聖徳会
うえだおおぞら保育園

保育所 90 松原市
〒580-0016

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

ＴＥＬ　072-337-6051
ＦＡＸ　072-337-6050

園長
小原有香子

指定
あり

新型コロナウイルス感染症の状
況により受け入れできないこと
がございます。

172 民
社会福祉法人　立青福祉会
天美北保育園

保育所 170 松原市
〒580-0031

松原市天美北1-360-1
近鉄南大阪線「河内天美駅」より徒歩15分

ＴＥＬ　072-339-1750
ＦＡＸ　072-339-1751

主任
田巻 尚子

指定
あり

8月のお盆期間は受入不可

173 民
社会福祉法人　立青福祉会
天美保育園

保育所 90 松原市
〒580-0032

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

ＴＥＬ　072-332-0341
ＦＡＸ　072-330-1139

園長
南野　真紀

随時 応相談
「みんなちがって　みんないい」様々なタイプの職員がいる天保で、保育士の再ス
タートをきりましょう！

174 民
社会福祉法人　立青福祉会
松原保育園

保育所 90 松原市
〒580-0042

松原市松ヶ丘3-845
近鉄南大阪線「松原駅」より徒歩10～15分

ＴＥＬ　072-337-9477
ＦＡＸ　072-337-9488

主任
仲川 規子

随時

7～８月は、水遊びやプール活動、すいか割り等夏ならではの活動を楽しんでいま
す。9～12月頃は、運動会に向けての取り組みや、作品作り等皆で経験します。1
～2月は、発表会に向けて楽器に触れたり、劇あそ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もできます。野菜やお花を育てた
り、ミニクッキング、体操や英会話、絵本、おにごっこ、サッカー、ドッチボール等、
得意なことで子ども達に関わってみて下さい。

175 民
社会福祉法人　あおば福祉会
みつばち保育園

保育所 120 松原市
〒580-0045

松原市三宅西2-466-4
近鉄南大阪線「河内天美駅」より徒歩15分

ＴＥＬ　072-336-4900
ＦＡＸ　072-349-6016

主任
上田 瑛士

随時
来園して簡単な面接をした後に
受入になります。
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176 公
八尾市立
南山本せせらぎ子ども園

幼保連携型認定こども園 243 八尾市
〒581-0013

八尾市山本町南3-1-39
近鉄大阪線「河内山本駅」より徒歩5分

ＴＥＬ　072-924-3840
ＦＡＸ　072-924-9548

八尾市役所
こども若者部
こども施設運営課
山田

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
設運営課）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教育、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担っているやりがいのある仕事です。

177 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 八尾市
〒581-0017

八尾市高美町1-4-16

JR大和路線・近鉄大阪線「八尾駅」より
徒歩20分

ＴＥＬ　072-922-1033
ＦＡＸ　072-992-1243

園長
中野 薫

指定
あり

7月～8月（盆除く）、10月末～12
月（年末除く）

”あなた”にできること始めましょう。施設見学　オンライン説明会　随時受付中で
す。ＤＭやお電話にてお待ちしております！社会福祉法人　八尾隣保館　インスタ
グラムにて、職員や教育　保育内容など公開中。ぜひ　チェックして下さい。

178 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 132 八尾市
〒581-0023

八尾市大字都塚102-1

JR大和路線「志紀駅」・近鉄大阪線「恩智駅」
より徒歩10分

ＴＥＬ　072-991-9900
ＦＡＸ　072-991-9916

園長
浅井 孝之

指定
あり

新型コロナウイルス感染拡大防
止対策のため、当園に就職希
望の方のみ対象。

保育園は子ども達が1日の多くを過ごす場所です。
当園は「第二のお家」であり、職員は「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思って保育に取り組んでいます。

179 民
社会福祉法人　幸悠会
ゆめの子保育園

保育所 60 八尾市
〒581-0031

八尾市志紀町2-18-2
JR大和路線「志紀駅」より徒歩3分

ＴＥＬ　072-948-1161
ＦＡＸ　072-948-3138

園長
木村 百合加

指定
あり

6月～12月 かわいい子ども達と一緒に遊びましょう。

180 民
株式会社　ニチイ学館
ニチイキッズ八尾太子堂保育園

認可小規模保育園 19 八尾市
〒581-0063

八尾市太子堂4-4-29
ＪＲ大和路線「久宝寺駅」より徒歩15分

ＴＥＬ　072-923-4391
ＦＡＸ　072-923-4392

施設長
福田 真喜子

随時
2021年4月に開園したばかりのピカピカな保育園です。明るく、楽しい保育園作り
をしていきたいと思っています。是非、体験にお越し下さいね。

181 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

認定こども園 125 八尾市
〒581-0075

八尾市渋川町4-10-29
JR大和路線「八尾駅」より徒歩8分

ＴＥＬ　072-940-7000
ＦＡＸ　072-940-7022

園長
音川 律子

指定
あり

保育園に連絡の上、時期相談
働くお母さんのためもう一度保育の現場でお仕事してみませんか？かわいいこ子
どもたちが待っています。私達と一緒にがんばりましょう。

182 民
社会福祉法人　どんぐり福祉会
久宝寺保育園

保育所

本園
160

分園
30

八尾市
〒581-0076

八尾市南久宝寺3-18-1
ＪＲ大和路線「久宝寺駅」より徒歩5分

ＴＥＬ　072-943-0270
ＦＡＸ　072-943-0271

園長
松岡 純子

指定
あり

保育園の行事等の都合で、調
整させて下さい。

子ども達がたくさんいますが、職員もたくさんいます。20代～70代まで「働く母」が
多くいます。裸足で園庭遊びができたり。和食中心の自慢の手作り給食やおやつ
があります。一度遊びに来てみて下さい。

183 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 八尾市
〒581-0081

八尾市南本町8-2-20
JR大和路線「八尾駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　072-994-7470
ＦＡＸ　072-995-3613

園長
主幹保育教諭
重谷
山口

指定
あり

6月～12月

コロナウイルスの状態によって
は受入不可の可能性も有

184 公 八尾市立安中ひかりこども園 幼保連携型認定こども園 243 八尾市

〒581-0085

八尾市安中町8-6-23
JR大和路線「八尾駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　072-924-3840
ＦＡＸ　072-924-9548

八尾市役所
こども若者部
こども施設運営課
山田

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
設運営課）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。

185 公 八尾市立志紀おおぞらこども園 幼保連携型認定こども園 243 八尾市

〒581-0094

八尾市志紀町西2-1-10
ＪＲ大和路線「志紀駅」より徒歩15分

ＴＥＬ　072-924-3840
ＦＡＸ　072-924-9548

八尾市役所
こども若者部
こども施設運営課
山田

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
設運営課）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。

186 民
社会福祉法人　ふじ福祉会
ふじ保育園

認定こども園 248 八尾市
〒581-0801

八尾市山城町5-2-6
近鉄大阪線「八尾駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　072-998-9543
ＦＡＸ　072-998-4000

三代 随時 日程はご相談に応じます。 是非、お気軽にお問合せ下さい。
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187 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 八尾市

〒581-0802

八尾市北本町1-2
ﾍﾟﾝﾄﾓｰﾙ八尾2番街6号

近鉄大阪線「八尾駅」西口より徒歩1分
ＴＥＬ　072-990-1380
ＦＡＸ　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
保育園と分園にじのこ保育園、姉妹園龍華こども園と分園とらの子保育園、姉妹
園美加の台保育園、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下さい。

188 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 八尾市
〒581-0803

八尾市光町1-38
近鉄大阪線「八尾駅」より徒歩5分

ＴＥＬ　072-924-8801
ＦＡＸ　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。

189 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 八尾市
〒581-0823

八尾市桂町2-1-1

近鉄大阪線「八尾駅」下車、近鉄バス「西郡」より
徒歩5分
または近鉄奈良線「若江岩田駅」下車、近鉄
バス「西郡」より徒歩5分

ＴＥＬ　072-998-7115
ＦＡＸ　072-923-3513

園長
古賀 壽

随時
是非、一度登園で職場体験してみませんか？仲の良い職場環境です。保育の楽
しさを感じて頂ければなと思います。

190 公 八尾市立西郡そよかぜこども園 幼保連携型認定こども園 183 八尾市

〒581-0823

八尾市桂町2-33

近鉄大和路線「八尾駅」下車、近鉄バス「西郡」
下車

ＴＥＬ　072-924-3840
ＦＡＸ　072-924-9548

八尾市役所
こども若者部
こども施設運営課
山田

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
設運営課）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認定こども園での体験をし、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。

191 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 八尾市
〒581-0837

八尾市緑ヶ丘1-50
近鉄大阪線「八尾駅」より徒歩12分

ＴＥＬ　072-996-7093
ＦＡＸ　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。

192 公 八尾市立東山本わかばこども園 幼保連携型認定こども園 243 八尾市
〒581-0861

八尾市東町3-5
近鉄大阪線「山本駅」より徒歩20分

ＴＥＬ　072-924-3840
ＦＡＸ　072-924-9548

八尾市役所
こども若者部
こども施設運営課
山田

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
設運営課）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。

193 民
社会福祉法人　大幸福祉会
まどか保育園

保育所 120 柏原市
〒582-0018

柏原市大県4-631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

ＴＥＬ　072-971-4520
ＦＡＸ　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。

194 民
株式会社　ニチイ学館
ニチイキッズ柏原保育園

認可小規模保育園 19 柏原市

〒582-0025

柏原市国分西1-1-17
幸喜ﾋﾞﾙ2階

近鉄大阪線「河内国分駅」より徒歩１分
ＴＥＬ　072-975-2225
ＦＡＸ　072-975-2226

施設長
小野眞由美

随時

195 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 柏原市
〒582-0026

柏原市旭ヶ丘3-13-43

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

ＴＥＬ　072-976-1912
ＦＡＸ　072-975-3636

主任
柳内 美帆子

随時
コロナの感染状況とそれに対す
るコロナの防止対策が可能な時
期のみ応相談。

大切な子どもたちの未来を担う保育士という職業の魅力とやりがいをどうぞ見つ
けに来て下さい。

196 公 藤井寺市立第５保育所 保育所 80 藤井寺市
〒583-0006

藤井寺市国府1-3-28
近鉄南大阪線「土師ノ里駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　072-939-7148
ＦＡＸ　072-939-7148

園長
中西 江利子

随時

197 公 藤井寺市立第３保育所 保育所 120 藤井寺市
〒583-0024

藤井寺市藤井寺1-19-58
近鉄南大阪線「藤井寺駅」より徒歩2分

ＴＥＬ　072-939-7128
ＦＡＸ　072-939-7128

所長
辻井　美保

随時
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198 公 藤井寺市立第６保育所 保育所 70 藤井寺市
〒583-0033

藤井寺市小山1-16-18
近鉄南大阪線「藤井寺駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　072-938-0909
ＦＡＸ　072-938-0909

所長
松本 充代

随時

199 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 羽曳野市
〒583-0852

羽曳野市古市2-2-27
近鉄南大阪線「古市駅」より徒歩約5分

ＴＥＬ　072-950-1105
ＦＡＸ　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

経験豊富な保育士がたくさんいます。子どもと一緒に遊びましょう。

200 民
社会福祉法人　四天王寺福祉事業団
四天王寺悲田院こども園

幼保連携型認定こども園 160 羽曳野市
〒583-0868

羽曳野市学園前6-1-1

近鉄南大阪線「藤井寺駅」・近鉄南大阪線
「古市駅」下車、近鉄バス「桃山台２丁目」
より徒歩5分

ＴＥＬ　072-957-7517
ＦＡＸ　072-950-3457

保育長
廣谷　友美

随時

201 民
社会福祉法人　明の守福祉会
明の守こども園

幼保連携型認定こども園 175 羽曳野市
〒583-0881

羽曳野市島泉9-18-20
近鉄南大阪線「高鷲駅」より徒歩8分

ＴＥＬ　072-954-9630
ＦＡＸ　072-954-8391

事務
門谷 朋佳

指定
あり

202 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 羽曳野市
〒583-0882

羽曳野市高鷲9-2-17
近鉄南大阪線「高鷲駅」より徒歩2分

ＴＥＬ　072-930-0240
ＦＡＸ　072-937-3824

園長
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。

203 民
社会福祉法人　華芯会
ふれんど保育園

保育所 89 富田林市
〒584-0013

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

ＴＥＬ　0721-26-3571
ＦＡＸ　0721-23-6279

理事
西谷 幸子

随時 随時
もう一度保育士として、現場で子ども達と一緒に楽しく元気に過ごしてみません
か？お待ちしています。

204 民
社会福祉法人　千早赤阪福祉会
富田林桜げんき園

保育所 105 富田林市
〒584-0036

富田林市甲田1-14-9
近鉄南大阪線「西口駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　0721-68-7018
ＦＡＸ　0721-68-7038

園長
向井 万規子

指定
あり

行事等以外でお願いできれば
有難いです。

イキイキわくわく楽しみましょう！

205 公 富田林市立大伴保育園 保育所 100 富田林市

〒584-0042

富田林市北大伴町2-12-4
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

ＴＥＬ　0721-23-6579
ＦＡＸ　0721-24-9272

園長
太田　純子

随時 随時

206 公 富田林市立金剛東保育園 保育所 90 富田林市
〒584-0071

富田林市藤沢台1-4-4

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

ＴＥＬ　0721-29-1600
ＦＡＸ　0721-29-1666

園長
重野 文子

随時

207 民
社会福祉法人　光久福祉会
寺池台こども園

幼保連携型認定こども園 102 富田林市
〒584-0073

富田林市寺池台2-16-1

南海高野線「金剛駅」下車、南海バス
「寺池台3丁目」より徒歩5分以内

ＴＥＬ　0721-69-7752
ＦＡＸ　0721-69-7761

園長
藤本 員子
主任
阪口 真澄

随時
いつの時代も、どんな状況になっても子どもたちの笑顔は最高に可愛いです♡こ
れだけは守っていきたい！とそんな気もちにいっしょになってみませんか？難しい
ことも多いけど、保育士達はがんばっています。

208 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 河南町

〒585-0002

南河内郡河南町一須賀
76番地

近鉄南大阪線「富田林駅」下車、金剛バス
「一須賀」下車

ＴＥＬ　0721-90-2068
ＦＡＸ　0721-90-2066

主幹
工藤

随時 随時



NO 公・民
法人名

事業所名
施設類型 定員数 市町村名 所在地 交通アクセス 連絡先 担当者

随時

ｏｒ

指定

あり

受入可能時期 メッセージ

209 民
社会福祉法人　千早赤阪福祉会
げんきこども園

幼保連携型認定こども園 85 千早赤阪村

〒585-0041

南河内郡千早赤阪村大字
水分59

近鉄南大阪線「富田林駅」下車、金剛バス
「千早赤阪村役場前」より徒歩1分

ＴＥＬ　0721-72-7868
ＦＡＸ　0721-72-1343

主幹
川上

指定
あり

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。

210 民
学校法人　大西学園
認定こども園　ひなぎく幼稚園

幼稚園型認定こども園 235 河内長野市
〒586-0001
　
河内長野市木戸1-5-8

南海高野線「千代田駅」より東側すぐ
TEL　0721-52-3214
FAX　0721-53-4610

園長
田口　恵

随時
駅から近くて便利な園です。子どもたちと楽しみながらともに学び、保育体験をし
てみませんか。お待ちしています。

211 民
社会福祉法人　柳風福祉会
柳風台こども園

保育所型認定こども園 120 河内長野市

〒586-0001

河内長野市木戸3-9-1
南海高野線「千代田駅」より徒歩13分

ＴＥＬ　0721-53-7960
ＦＡＸ　0721-55-6293

園長
横田 朋子

随時 いつでも。 応援します。

212 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 河内長野市

〒586-0004

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
ＴＥＬ　0721-52-1705
ＦＡＸ　0721-52-1706

園長
上月 小百合

随時
園のチャンネルは「笑顔いっぱい手と手つないでみんな家族」です。子どもを真ん
中に保護者と手をつないで子育てを一緒に考えたいきたいと思います。職員の年
令層も幅広くしゃべりやすいです。

213 民
社会福祉法人　ちづる保育園
ちづる保育園

保育所 60 河内長野市

〒586-0009

河内長野市木戸西町3-7-6
南海高野線「千代田駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　0721-54-5511
ＦＡＸ　0721-54-5504

主任
竹下　佳恵

随時 　

214 民
社会福祉法人　たこう福祉会
汐の宮こども園

保育所型認定こども園 90 河内長野市
〒586-0011
　
河内長野市汐ノ宮町8-39

近鉄長野線「汐ノ宮駅」より徒歩5分
TEL　0721-52-1414
FAX　0721-52-1415

副園長
久保　佳世子

随時
０歳から５歳まで元気いっぱいの子ども達が毎日登園してきています。経験豊富
な保育士が親切・丁寧に教えてくれる働きやすい職場です。現役保育士が持って
いる保育の引き出しを沢山見つけ出してくださいね！

215 民
学校法人　清教学園
幼保連携型認定こども園　清教学園幼
稚園

幼保連携型認定こども園 350 河内長野市
〒586-0016
　
河内長野市西代町9-11

南海高野線「河内長野駅」より徒歩9分
または近鉄長野線「河内長野駅」より徒歩10分

TEL　0721-53-3917
FAX　0721-55-7241

教頭
藤原　直子

随時
保育に興味ある方、どんな仕事をするのか体験してみたい方、大歓迎！！
気軽にお問合せ下さいね！

216 民
社会福祉法人　長野社会福祉事業財団
長野こども学園

幼保連携型認定こども園 135 河内長野市
〒586-0017
　
河内長野市古野町2-14

南海高野線「河内長野駅」より徒歩10分
または近鉄長野線「河内長野駅」より徒歩10分

TEL　0721-52-5917
FAX　0721-56-1311

園長
大橋　由実

指定
あり

3月以外は受入可能。3月は新
年度に向けて移行時期になる
ので難しい。園内で感染症が流
行の兆しがある場合おことわり
する場合もあります。

　基本理念「いきいき・わくわく・のびのび」
子ども達が毎日いろいろなカリキュラムに取り組めるように、保育の工夫をしてい
ます。そして、子ども達が毎日、「楽しかった！」と思えるには・・・まず先生も楽し
んで仕事ができるように心がけています。幅広い年齢層の職員が活躍中です。一
度体験に来られませんか？

217 民
社会福祉法人　泉カナン会
聖愛保育園

保育所 75 河内長野市
〒586-0023
　
河内長野市野作町11-46

南海高野線「河内長野駅」より徒歩15分
または近鉄長野線「河内長野駅」より徒歩１5分

TEL　0721-52-2973
FAX　0721-52-2987

施設長
中辻　邦子

随時

０歳児から就学前のこどもたちが”聖愛ファミリー”，として家庭的な雰囲気の中で
過ごしています。当園は長年にわたってキリスト教保育を実践し、保育者は常に
一人ひとりの子どもの思いに寄り添い、こどもたち心身の豊かな成長を願って保
育を行っています。

218 公 河内長野市立千代田台こども園 保育所型認定こども園 150 河内長野市

〒586-0027

河内長野市千代田台町1-1

南海高野線「千代田駅」より徒歩10分
または南海バス「市民グランド前」より徒歩約2分

ＴＥＬ　0721-53-2231
ＦＡＸ　0721-53-1277

園長
濱田 光枝

随時

219 民
社会福祉法人　幸悠会
美加の台保育園

保育所 60 河内長野市

〒586-0044
　
河内長野市美加の台1-35-
7

南海高野線「美加の台駅」より徒歩15分
TEL　0721-63-5110
FAX　0721-63-5118

園長
山田　香緒里

随時
自然豊かな環境の中、１クラス10名前後の少人数でのびのびと保育を行っていま
す。お気軽に参加ください。
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220 民
学校法人　城地学園
くすのき幼稚園

幼稚園型認定こども園 310 河内長野市
〒586-0051
　
河内長野市末広町623-23

南海高野線「三日市町駅」より徒歩10分
または南海バス「清見台東口」よりすぐ横

TEL　0721-65-1167
FAX　0721-65-1178

園長
城地　汪洋子

指定
あり

電話連絡にて、ご連絡いただい
てからご相談させていただきま
す。

ご連絡をお待ち申し上げます。

221 民
学校法人　道輝学園
おしお幼稚園

幼稚園型認定こども園 利用135
認可310

河内長野市
〒586-0077

河内長野市南花台1-27-1

南海高野線「三日市町駅」下車徒歩22分
または南海バス「南花台1丁目」より北へすぐ
（お車での来園も可能）

TEL　0721-64-1122
FAX　0721-64-1121

園長
安本　親之

随時 　
子どもたちの自由を尊重した、和やかな雰囲気の園です。　職員間もアットホーム
でいつも楽しく仕事をしています。肩の力を抜いて、一緒に「保育」を楽しみましょ
う。子どものことが大好きな人はぜひ来てください。

222 民
社会福祉法人　みのり学園
南嶺保育園

保育所 90 河内長野市

〒586-0077

河内長野市南花台6-16-1

南海高野線「三日市町駅」下車、南海バス
「南花台3丁目」より徒歩3分

ＴＥＬ　0721-62-2200
ＦＡＸ　0721-62-2641

園長
中辻

随時 いつでも
こどもを主語に考え、子どもと一緒にいろいろ新しいことを楽しくチャレンジしましょ
う。

223 民
社会福祉法人　たこう福祉会
高向こども園

保育所型認定こども園 180 河内長野市
〒586-0084

河内長野市旭ヶ丘36-10

南海高野線「河内長野駅」下車、南海バス
「旭ヶ丘口」より徒歩２分
または南海高野線「美加の台駅」下車、車で
11分

TEL　0721-52-5753
FAX　0721-52-5784

施設長
西尾　容子

随時
0歳から5歳までの子どもたちが元気いっぱいこども園で過ごしています。
働きやすい職場です。親切丁寧に指導させていただきます。ご参加お待ちしてお
ります。

224 民
社会福祉法人　あまのふたば会
あまのこどもえん

保育所型認定こども園 100 河内長野市

〒586-0086

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
「下里口」より徒歩2分

ＴＥＬ　0721-52-5819
ＦＡＸ　0721-56-5879

園長
田嶋 みか

随時 お問合せ下さい 保育士として楽しさ喜びなど再認識してみませんか？

225 民
社会福祉法人　どんぐり会
くろやまこども園

幼保連携型認定こども園 130 堺市
〒587-0002

堺市美原区黒山415-1

南海高野線「初芝駅」下車、南海バス「船戸下」
より徒歩1分
または近鉄南大阪線「河内松原駅」下車、
近鉄バス「平尾道」より徒歩3分

ＴＥＬ　072-361-4154
ＦＡＸ　072-361-1154

園長
幕内 聖二

随時

226 民
社会福祉法人　光久福祉会
きらりこども園

幼保連携型認定こども園 220 大阪狭山市

〒589-0006

大阪狭山市金剛2-13-16
南海高野線「大阪狭山市駅」より徒歩2分

ＴＥＬ　072-366-3707
ＦＡＸ　072-366-3505

園長
端山 和美

随時 7/25～8/27 パワーいっぱいの子ども達から元気とやる気をもらいましょう。

227 民
社会福祉法人　悠人会
ベルキンダー安井

幼保連携型認定こども園 90 堺市
〒590-0063

堺市堺区中安井町1-1-11

南海高野線「堺東駅」より徒歩15分 ＴＥＬ　072-232-1188
ＦＡＸ　072-222-5874

園長
戸谷 左知子

随時
要相談。電話等での日程調整
をさせてください。

資格を生かしてみませんか？元気いっぱいのかわいい子どもたちとの楽しい時間
で、体も心もほんわかなりますよ！

228 民
社会福祉法人　地球の園
こひつじこども園

幼保連携型認定こども園 150 堺市
〒590-0105

堺市南区竹城台2-2-1
泉北高速鉄道「泉ヶ丘駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　072-291-3222
ＦＡＸ　072-291-3222

園長
稲山　聖修

随時

229 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 堺市
〒590-0113

堺市南区晴美台2‐2-2

泉北高速「泉ヶ丘駅」下車、南海バス
「晴美台センター」より徒歩１分

ＴＥＬ　072-293-2000
ＦＡＸ　072-293-4069

園長
小田

指定
あり

7月～9月

230 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 150 堺市
〒590-0115

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「茶山台近隣センター前」
より30秒

ＴＥＬ　072-292-3831
ＦＡＸ　072-292-2111

園長
中辻 忠行

指定
あり

6月以降（7、8月除く）11月頃ま
で。（新型コロナウイルス感染症
の状況によりお断りする場合も
あります）

子ども達の円らな瞳、ちっちゃなちっちゃな手、甘えを求める動作、四季折々を感
じさせ自然豊かな園庭、大阪の下町を想像できるログハウス、36種類の積み木
コーナー、1500冊の絵本がある図書室、楽しい教材があるスタディルーム、もう一
度保育士に戻りたくなる環境がここにあります。原点を取り戻しましょう。ようやくお
会いできる日が帰って来ました。
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231 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 堺市
〒590-0136

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）

ＴＥＬ　072-299-6657
ＦＡＸ　072-299-6806

園長
鵜川 剛

指定
あり

新型コロナウイルスが再びまん
延した場合は受入をその都度
判断する。

１～５歳児の5クラスで120名の子どもたちを預かっています。子どもたちのできる
こと、できないことを見守りながら、楽しく子どもたちと過ごしてほしいと思います。

232 民
学校法人　泉北成晃学院
成晃ひかり保育園

保育所 45 堺市
〒590-0137

堺市南区城山台1-8-3

泉北高速鉄道「光明池駅」下車、南海バス
「城山台1丁南」より徒歩5分

ＴＥＬ　072-298-2708
ＦＡＸ　072-298-2829

施設長
道倉

指定
あり

行事等によりますので、ご連絡
下さい。

233 民
社会福祉法人　風の馬
ペガサス福泉中央こども園

幼保連携型認定こども園 46 堺市
〒590-0156

堺市南区稲葉1-3131-2

泉北高速鉄道線「栂・美木多駅」より徒歩27分
または南海バス「一の坂」より徒歩5分

ＴＥＬ　072-275-1234
ＦＡＸ　072-275-1115

園長
横田　多希子

随時 　
元気いっぱいの子どもたちと一緒に、子ども一人ひとりの思いに寄り添いながら、
楽しんでいただければと思います。

234 民
株式会社　ニチイ学館
ニチイキッズ泉南保育園

保育所 120 泉南市

〒590-0521

泉南市樽井
8-7-5

東海本線「樽井駅」より徒歩10分
ＴＥＬ　072-483-4041
ＦＡＸ　072-483-4041

施設長
谷為　佳代

指定
あり

3月（年度末）　4月（年度初め）
以外

0歳児～5歳児のお子様をお預かりしている認可保育園です。現在35名の様々な
年齢層、性別の職員が子どもたちと毎日元気いっぱい過ごしています。是非、保
育士体験に来てくださいね。お待ちしています。

235 民
社会福祉法人　ルンビニ園
認定こども園　西信達くねあ

幼保連携型認定こども園 105 泉南市
〒590-0531

泉南市岡田5-23-11
南海本線「岡田浦駅」より徒歩3分

ＴＥＬ　072-483-2444
ＦＡＸ　072-483-7242

主幹
水野　圭子

随時 　
頭で考えるよりも、まず体を動かしてみましょう！
子どもたちの姿は毎日アップデートされるので、楽しいですよ。

236 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 堺市

〒590-0822

堺市堺区協和町
3-275番地3

南海高野線「堺東駅」下車、南海バス「塩穴通」
より徒歩７分

ＴＥＬ　072-244-7820
ＦＡＸ　072-241-2209

園長
横山 和美

指定
あり

新型コロナウイルス感染拡大防
止対策のため、就職予定・希望
の方のみ対象。1日につき1名ま
で受入します。

実践での子どもたちとの関わりの中から、多くのことを学んでいただきたいと思い
ます。子ども一人一人の気持ちを尊重した視点で、保育を考え、学びにつなげて
いってほしいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　就
職を考えておられるならば、自園は正規職員の募集をしています。

237 公 堺市立共愛こども園 幼保連携型認定こども園 180 堺市
〒590-0822

堺市堺区協和町5-481-2

南海高野線「堺東駅」下車、南海バス「塩穴」より
徒歩5分

ＴＥＬ　072-244-6780
ＦＡＸ　072-241-1802

園長
上坂元 江理子

指定
あり

コロナ感染症対策の為、現時点
では受入れ不可です。

238 公 堺市立錦西こども園 幼保連携型認定こども園 115 堺市
〒590-0911

堺市堺区七道西町12-29
南海本線「七道駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　072-233-0162
ＦＡＸ　072-222-4892

副園長
久保 奈緒子

指定
あり

行事・コロナ状況などで受けら
れないときもあります。

239 民
社会福祉法人　龍谷保育会
龍谷保育園

保育所 130 堺市
〒590-0935

堺市堺区神明町東3-1-10

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

ＴＥＬ　072-229-7330
ＦＡＸ　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。

保育園は、コロナ禍でもずっと開園していました。社会に必要とされていることを強
く感じた一年でした。何といってもこども達の成長を応援するお仕事ですので、
日々喜びにあふれています。難しいことは皆で考えて乗り越えて頑張りましょう。

240 民
株式会社　ニチイ学館
ニチイキッズ堺駅前保育園

企業主導型保育所 18 堺市

〒590-0972

堺市堺区竜神橋町
2丁3-1

南海本線「堺駅」南口より徒歩5分
ＴＥＬ　072-225-5736
ＦＡＸ　072-225-5737

施設長
平岡 万美子

随時 アットホームな園です。保育って楽しいと感じてもらえたら嬉しいです。

241 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 130 堺市
〒591-8007

堺市北区奥本町1‐333
Osaka Metro御堂筋線「北花田駅」より徒歩7分

ＴＥＬ　072-250-1401
ＦＡＸ　072-250-1402

園長
岡村　信幸

随時
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242 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 110 堺市
〒591-8011

堺市北区南花田町1687-2
Osaka Metro御堂筋線「新金岡駅」より徒歩15分

ＴＥＬ　072-251-0200
ＦＡＸ　072-257-0020

園長
斎藤 三枝

指定
あり

新型コロナウィルス感染症拡大
時は受け入れ不可とします。

私たちは、一人一人の子どもが持っている「成長する力」を信じ、かけがえのない
「今」を大切にする教育・保育をすすめます。ぜひ保育の楽しさを体験してくださ
い。

243 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 堺市
〒591-8022

堺市北区金岡町954-2
Osaka Metro御堂筋線「新金岡駅」より徒歩7分

ＴＥＬ　072-259-4721
ＦＡＸ　072-254-5300

園長
吉村 登志子

指定
あり

コロナ感染症対策の為、現時点
では受入れ不可です。

244 民
株式会社　ニチイ学館
ニチイキッズ長曽根保育園

認可小規模保育園 19 堺市

〒591-8025

堺市北区長曽根町
1467-1

Osaka Metro御堂筋線「新金岡駅」より徒歩10分
または南海バス「労災病院前」より徒歩1分

ＴＥＬ　072-240-3360
ＦＡＸ　072-240-3361

施設長
浦島 順子

随時
定員19名のアットホームな保育園です。「おもいっきり遊ぶ。おもいっきり学ぶ。」
の保育理念のもと、子どもにとっても大人にとっても「居心地の良い保育園」であ
ることを心がけております。是非体験にお越しください。

245 民
社会福祉法人　南海福祉事業会
羽衣保育園

幼保連携型認定こども園 140 高石市
〒592-0002

高石市羽衣5-1-6

南海本線「羽衣駅」より徒歩10分
（大鳥羽衣濱神社横）

ＴＥＬ　072-264-3531
ＦＡＸ　072-264-3532

園長・主任
中尾 真貴子
中川 理絵

指定
あり

時期による
遊びながら学べる保育を実施しています。元気一杯のこどもたちとたくさん触れ
合ってもらいたいです。

246 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 高石市
〒592-0013

高石市取石3-4-64
ＪＲ阪和線「富木駅」より徒歩8分

ＴＥＬ　072-272-8188
ＦＡＸ　072-272-8288

副園長
酒井 裕子

指定
あり

園行事の前は不可8運動会、生
活発表会）など

保育教諭のお仕事に興味がある方、子どもが大好きな方、一度体験してみませ
んか。子どもたちの笑顔に元気をもらいませんか。

247 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 149 高石市
〒592-0013

高石市取石4-12-16
JR阪和線「北信太」駅より東北へ徒歩10分

ＴＥＬ　072-275-0888
ＦＡＸ　072-275-0778

副園長
阪口 梨沙

指定
あり

但し、園行事（運動会、発表会）
の直前は不可）

子どもが大好きな方、保育教諭のお仕事に興味や関心のある方は、ぜひ、ご参
加お待ちしております。

248 公 堺市立浜寺石津こども園 幼保連携型認定こども園 120 堺市

〒592-8334

堺市西区浜寺石津町中
3-8-30

南海本線「石津川駅」より徒歩5分
ＴＥＬ　072-241-6531
ＦＡＸ　072-241-0695

園長
長淵
副園長
南野

指定
あり

基本的には随時受け入れしま
すがこども園の行事やその他の
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。

249 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 堺市

〒592-8335

堺市西区浜寺石津町東
3-6-25

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

ＴＥＬ　072-245-1678
ＦＡＸ　072-245-1679

保育教諭
サンミヤ

指定
あり

新型コロナの動向で中止になる
こともあります。

子どもの笑顔、子どもの頑張る姿が私達のパワーの源です。興味のある方は、是
非体験しに来て下さい。

250 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 堺市
〒593-8312

堺市西区草部336-4

JR阪和線「鳳駅」下車、南海バス「石橋」より
徒歩10分

ＴＥＬ　072-271-0753
ＦＡＸ　072-271-2524

園長
吉川 昭一

随時

251 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 堺市
〒593-8324

堺市西区鳳東町7-847-1
JR阪和線「鳳駅」より徒歩7分

ＴＥＬ　072-272-6486
ＦＡＸ　072-272-6487

副園長
筒井 智子

随時

252 民
社会福祉法人　ちぐさの森
おおとり保育園

保育所 160 堺市
〒593-8325

堺市西区鳳南町3-199-20
JR阪和線「鳳駅」より徒歩15分

ＴＥＬ　072-272-0010
ＦＡＸ　072-272-6873

主任
米澤　早紀 随時
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253 民
社会福祉法人　ひまわり会
ひまわり保育園

保育所 120 堺市
〒593-8325

堺市西区鳳南町5-605
JR阪和線「鳳駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　072-273-6222
ＦＡＸ　072-273-8770

園長
長田

随時 お気軽にどうぞ。

254 民
社会福祉法人　森の子ども
あいあい鳳保育園
（乳児棟）（乳児棟）

保育所 150 堺市

〒593-8327
堺市西区鳳中町5-156-3
(幼児棟)
〒593-8325
堺市西区鳳南町5-712-3

JR阪和線「鳳駅」より徒歩5分
ＴＥＬ　072-262-0039
ＦＡＸ　072-262-0101

園長
島

指定
あり

令和4年6月以降 やさしく寄り添うように、あたたかく受入させて頂きます。

255 民
社会福祉法人　ちぐさの森
みんなの保育園

保育所 70 堺市
〒593-8328

堺市西区鳳北町10-100-1
JR阪和線「津久野駅」より徒歩5分

ＴＥＬ　072-266-3070
ＦＡＸ　072-266-3071

辻 文
指定
あり

令和4年4月18日～令和4年3月
30日（日・祝・年末年始を除く）

0歳児～5歳児までの子ども達と、毎日楽しく過ごしています。生活やあそびをとお
して、子ども達の発達保障をしていくこと、そして、保護者の就労保障をすること、
そしてこどもを真ん中に育ち学び合うことを大切にしています。

256 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 和泉市
〒594-0004

和泉市王子町2-1-52
JR阪和線「信太山駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　0725-41-2996
ＦＡＸ　0725-41-2999

事務長
亀谷 聖樹

指定
あり

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。

257 公 和泉市立くすのき保育園 保育所 120 和泉市
〒594-0004

和泉市王子町2-8-25
JR阪和線「北信太駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　0725-44-9170
ＦＡＸ　0725-44-9171

園長
大杉 利佳

随時
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？

258 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 和泉市
〒594-0005

和泉市幸2-7-44
JR阪和線「信太山駅」より徒歩7分

ＴＥＬ　0725-41-1385
ＦＡＸ　0725-41-1386

園長
安部 かおり

指定
あり

今年度は実習生の申し込みが
多いため、6月以外でお願いし
ます。

ひとりひとりの個性を大切にした保育を行っています。広い園庭でのびのび遊ぶこ
どもたちと一緒に、ぜひ過ごしてみてください。

259 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 和泉市
〒594-0031

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

ＴＥＬ　0725-55-2199
ＦＡＸ　0725-57-2025

副園長
田盛 智子

随時

260 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 和泉市
〒594-0064

和泉市寺門町2-7-5

JR阪和線・泉北高速鉄道「和泉府中駅」下車、南
海バス「寺門一丁目」より徒歩5分

ＴＥＬ　0725-41-3337
ＦＡＸ　0725-43-1536

主幹保育教諭
日浦 晴美

指定
あり

令和4年7月19日(火）～
8月31日(水）

261 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 115 和泉市
〒594-0083

和泉市池上町3-14-55
JR阪和線「信太山駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　0725-41-1441
ＦＡＸ　0725-41-2280

園長
橋本

随時 随時 是非、保育を体験してみて下さい。

262 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 和泉市
〒594-1111

和泉市光明台3-3-1

泉北高速鉄道「光明池駅」下車、南海バス
「光明台センター前」より徒歩2分

ＴＥＬ　0725-56-2002
ＦＡＸ　0725-56-7727

副園長
藤原 佐智子

指定
あり

コロナ感染症対策の為、現時点
では受入れ不可です。

263 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 231 和泉市
〒594-1111

和泉市光明台3-6番地

泉北高速鉄道「光明池駅」下車、南海バス
「光明台センター」よりすぐ

ＴＥＬ　0725-56-2661
ＦＡＸ　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。

未経験の方でも大歓迎です。できれば、保育士、幼稚園免許の両方保持されている方を希
望します。
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264 民
社会福祉法人　いずみひばり会
たつのおか保育園

幼保連携型認定こども園 150 和泉市
〒594-1112

和泉市三林町1273番地の2

※要問合せ
公共交通機関
またはバイク、自転車自家用車等

ＴＥＬ　0725-57-2227
ＦＡＸ　0725-57-6381

主幹
髙道 裕子

随時 随時

265 民
社会福祉法人　童夢創成館
認定こども園　横山きのみこども園

幼保連携型認定こども園 90 和泉市
〒594-1136

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】
南海高野線・泉北高速「和泉中央駅」下車、
南海バス「横尾中学校前」より徒歩約10分

ＴＥＬ　0725-90-2501
ＦＡＸ　0725-90-2503

園長
清水　李生

指定
あり

行事などの時は避けてほしい。

266 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 泉大津市
〒595-0041

泉大津市戎町3-4

南海本線「泉大津」駅南出口（旧26号線側）
より左折、和歌山方面へ450m、徒歩5分

ＴＥＬ　0725-23-8068
ＦＡＸ　0725-23-8078

園長・教頭
和田 正幸
江藤 美紀

指定
あり

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。

267 民
社会福祉法人　光生会
ピープル大芝チャイルドスクール

幼保連携型認定こども園 155 岸和田市
〒596-0001

岸和田市磯上町3-14-12
南海本線「春木駅」より徒歩15分

ＴＥＬ　072-438-3571
ＦＡＸ　072-438-3264

施設長
楠本　珠代

指定
あり

大きな行事前と学生の実習時
以外。事前に問い合わせいただ
き調整させていただきます。

若い先生からベテランの先生がおり、で安心して実習に入って頂けます。マイカー
通勤も可。

268 公 岸和田市立城北保育所 保育所 124 岸和田市
〒596-0002

岸和田市吉井町1-16-24
南海本線「春木駅」より徒歩11分

ＴＥＬ　072-423-9482
ＦＡＸ　072-423-0089

岸和田市
子ども家庭応援部
子育て施設課
施設運営担当
忠野

指定
あり

現在、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止のため、保育士
体験の受入れは中止しておりま
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。

269 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 岸和田市
〒596-0005

岸和田市春木旭町3-16
南海本線「春木駅」より徒歩5分

ＴＥＬ　072-444-5087
ＦＡＸ　072-443-4135

園長
西田 直子

指定
あり

今年度は7月より建て替え工事
が始まるので手狭になる可能性
あり。12月は除く。

今年度は、建て替え工事が始まりますので、保育士体験事業も手狭なことになる
かも知れません。

270 公 岸和田市立春木保育所 保育所 110 岸和田市
〒596-0035

岸和田市春木泉町1-5
南海本線「春木駅」より徒歩15分

ＴＥＬ　072-423-9482
ＦＡＸ　072-423-0089

岸和田市
子ども家庭応援部
子育て施設課
施設運営担当
忠野

指定
あり

現在、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止のため、保育士
体験の受入れは中止しておりま
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だと感じていただければと思います。

271 公 岸和田市立大宮保育所 保育所 94 岸和田市
〒596-0042

岸和田市加守町4-6-38
南海本線「和泉大宮駅」より徒歩10分

ＴＥＬ　072-423-9482
ＦＡＸ　072-423-0089

岸和田市
子ども家庭応援部
子育て施設課
施設運営担当
忠野

指定
あり

現在、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止のため、保育士
体験の受入れは中止しておりま
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。

272 公 岸和田市立千喜里保育所 保育所 94 岸和田市
〒596-0048

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

ＴＥＬ　072-423-9482
ＦＡＸ　072-423-0089

岸和田市
子ども家庭応援部
子育て施設課
施設運営担当
忠野

指定
あり

現在、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止のため、保育士
体験の受入れは中止しておりま
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。

273 公 岸和田市立浜保育所 保育所 50 岸和田市
〒596-0065

岸和田市中之浜町10-9

南海本線「蛸地蔵駅」より徒歩12分
または南海本線「岸和田駅」より徒歩19分

ＴＥＬ　072-423-9482
ＦＡＸ　072-423-0089

岸和田市
子ども家庭応援部
子育て施設課
施設運営担当
忠野

指定
あり

現在、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止のため、保育士
体験の受入れは中止しておりま
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。

274 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 岸和田市
〒596-0073

岸和田市岸城町18-11

南海本線「蛸地蔵駅」より徒歩2分
または南海本線「岸和田駅」より徒歩10分
※近隣パーキング有り

ＴＥＬ　072-431-3449
ＦＡＸ　072-432-5810

園長
土金（ツチカネ）

随時 要相談
お城や公園が近くにある、恵まれた環境の中、子ども達は元気一杯に過ごしてい
ます。体験実習を通してかわいい子ども達のパワーを一緒に感じてみませんか。
実習担当専任が、丁寧に説明させて頂きます。



NO 公・民
法人名

事業所名
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275 公 岸和田市立城内保育所 保育所 124 岸和田市
〒596-0077

岸和田市上町33-5

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

ＴＥＬ　072-423-9482
ＦＡＸ　072-423-0089

岸和田市
子ども家庭応援部
子育て施設課
施設運営担当
忠野

指定
あり

現在、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止のため、保育士
体験の受入れは中止しておりま
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。

276 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 岸和田市
〒596-0102

岸和田市山直中町1012-1

JR阪和線「久米田」駅下車、南海バス
「山直中町」より徒歩5分

ＴＥＬ　072-445-0482
ＦＡＸ　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。

自然豊かな環境を生かし「静」と｢動」の活動を心がけています。
かわいい子ども達の笑顔に癒されながら体験してみてください。

277 公 岸和田市立八木北保育所 保育所 124 岸和田市
〒596-0812

岸和田市大町3-21-20

JR阪和線「久米田」駅より徒歩10分
または「久米田」駅下車、南海バス「箕土路口」よ
り徒歩3分

ＴＥＬ　072-423-9482
ＦＡＸ　072-423-0089

岸和田市
子ども家庭応援部
子育て施設課
施設運営担当
忠野

指定
あり

現在、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止のため、保育士
体験の受入れは中止しておりま
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。

278 民
社会福祉法人　光生会
ピープル久米田チャイルドスクール

幼保連携型認定こども園 190 岸和田市
〒596-0813

岸和田市池尻町693-2
ＪＲ阪和線「久米田」駅より徒歩１５分

ＴＥＬ　072-448-6236
ＦＡＸ　072-448-6237

主任
加納　浩子

随時
受入可能時期についてはコロナ
感染状況をみて判断していく

279 公 岸和田市立立山直北保育所 保育所 124 岸和田市
〒596-0814

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

ＴＥＬ　072-423-9482
ＦＡＸ　072-423-0089

岸和田市
子ども家庭応援部
子育て施設課
施設運営担当
忠野

指定
あり

現在、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止のため、保育士
体験の受入れは中止しておりま
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。

280 公 岸和田市立桜台保育所 保育所 150 岸和田市
〒596-0816

岸和田市尾生町5-3-40

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

ＴＥＬ　072-423-9482
ＦＡＸ　072-423-0089

岸和田市
子ども家庭応援部
子育て施設課
施設運営担当
忠野

指定
あり

現在、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止のため、保育士
体験の受入れは中止しておりま
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。

281 民
社会福祉法人　光明福祉会
認定こども園　光明保育園

幼保連携型認定こども園 106 岸和田市
〒596-0816

岸和田市尾生町560-1

JR阪和線「下松」駅徒歩30分
または南海バス「光明小学校前」より徒歩1分

ＴＥＬ　072-443-6410
ＦＡＸ　072-443-7261

岡尾 ふくみ 随時 ご相談させていただきます。 いつでもお待ちしています。車もOKです。

282 民
社会福祉法人　光生会
認定こども園
ピープル八木南チャイルドスクール

幼保連携型認定こども園 158 岸和田市
〒596-0821

岸和田市小松里町1119
ＪＲ阪和線「久米田」駅徒歩１０分

ＴＥＬ　072-441-0506
ＦＡＸ　072-441-9191

施設長
西尾　彩

随時 要相談

283 公 岸和田市立旭保育所 保育所 94 岸和田市
〒596-0825

岸和田市土生町7-5-1

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

ＴＥＬ　072-423-9482
ＦＡＸ　072-423-0089

岸和田市
子ども家庭応援部
子育て施設課
施設運営担当
忠野

指定
あり

現在、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止のため、保育士
体験の受入れは中止しておりま
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。

284 民
社会福祉法人　千喜利会
天神山こども園

幼保連携型認定こども園 90 岸和田市
〒596-0834

岸和田市天神山町2-5-1

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

ＴＥＬ　072-426-6031
ＦＡＸ　072-426-4574

園長
西田 武史

指定
あり

8月中旬以外
広い園庭と自然豊かな恵まれた環境で毎日元気に活動しています。子ども達の
健やかな成長の1ページを私達と共に育みましょう！

285 公 岸和田市立修斉保育所 保育所 120 岸和田市
〒596-0842

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

ＴＥＬ　072-423-9482
ＦＡＸ　072-423-0089

岸和田市
子ども家庭応援部
子育て施設課
施設運営担当
忠野

指定
あり

現在、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止のため、保育士
体験の受入れは中止しておりま
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。
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286 民
社会福祉法人　泉州福祉会
ひさほ保育園

保育所 60 貝塚市
〒597-0031

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）

ＴＥＬ　072-427-5688
ＦＡＸ　072-427-5687

園長
北野 伸子

指定
あり

5月～11月
子ども達に携わるこの仕事はとても素敵な仕事です。子ども達からは、たくさんの
笑顔や感動をもらうことができます。保育士という仕事を体験してみませんか？本
当に保育士さんという仕事は素敵ですよ！！

287 民
社会福祉法人　常茂恵会
下瓦屋こども園

幼保連携型認定こども園 70 泉佐野市
〒598-0001

泉佐野市上瓦屋610-1

JR阪和線「東佐野駅」より徒歩15分
または南海本線「鶴原駅」・南海本線
「井原里駅」より徒歩20分

ＴＥＬ　072-463-3359
ＦＡＸ　072-463-3359

園長
橘　咲恵

指定
あり

7月～11月
人との関わりあえる現場は日々楽しさもあり学びもあり、自身の考えとは違う意見
や行動を知り、今までの自分と成長できた自分を見つめれる最高の場です。一緒
に学び合いましょう。。

288 民
社会福祉法人　光会
上之郷こども園

幼保連携型認定こども園 154 泉佐野市
〒598-0024

泉佐野市上之郷1651-1

JR阪和線「日根野駅」より徒歩25分
または「長滝駅」より徒歩20分

ＴＥＬ　072-467-0793
ＦＡＸ　072-467-0794

園長
谷口 千暁

指定
あり

令和4年6月～9月
10月中旬から12月

289 民
社会福祉法人　幸楽会
すえひろこども園

幼保連携型認定こども園 170 泉佐野市
〒598-0031

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

ＴＥＬ　072-466-0300
ＦＡＸ　072-466-5827

田中 亜矢 随時

290 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 246 泉佐野市
〒598-0034

泉佐野市長滝4067

南海本線「泉佐野駅」
またはJR阪和線「日根野駅」より徒歩22分

ＴＥＬ　072-464-3466
ＦＡＸ　072-464-3460

主任
射手矢 順子

指定
あり

7～8月頃 子どもが大好きな方、ご一緒に再び遊んでみませんか？

291 民
社会福祉法人　みやび
ひかりこども園

幼保連携型認定こども園 95 泉佐野市

〒598-0035

泉佐野市南中樫井
1065番地

南海本線「吉見の里駅」より徒歩10分
ＴＥＬ　072-465-1447
ＦＡＸ　072-465-5788

園長
釈迦堂 正和

指定
あり

5月～12月 こどもが好きで保育に情熱のある方を応援します。

292 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 泉佐野市
〒598-0044

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

ＴＥＬ　072-463-3713
ＦＡＸ　072-462-9696

副園長
永井 マサ子

随時
元気な子ども達と一緒に遊びましょう。楽しい想いでをたくさん作って下さいね。み
んなでお待ちしています。

293 民
社会福祉法人　幸楽会
こだまこども園

幼保連携型認定こども園 125 泉佐野市
〒598-0046

泉佐野市羽倉崎4-2-32

南海本線「羽倉崎駅」
またはＪＲ阪和線「りんくうタウン駅」

ＴＥＬ　072-464-2598
ＦＡＸ　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）

色々なプログラムを予定しています。

294 公 阪南市立石田保育所 保育所 120 阪南市
〒599-0221

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

ＴＥＬ　072-471-5678
ＦＡＸ　072-473-3504

阪南市役所
こども未来部
こども政策課
前　恵

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。

295 公 阪南市立下荘保育所 保育所 150 阪南市
〒599-0232

阪南市箱作998-1
南海本線「箱作駅」より徒歩約10分

ＴＥＬ　072-471-5678
ＦＡＸ　072-473-3504

阪南市役所
こども未来部
こども政策課
前　恵

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。

296 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 堺市
〒599-8103

堺市東区菩提町4-135番地
南海高野線「初芝駅」より徒歩13分

ＴＥＬ　072-287-2656
ＦＡＸ　072-286-6450

北口
高槻
黒田

指定
あり

7月～9月
人との関係を大切にし、様々な遊びや経験を通して生きる力を育む教育・保育に
取り組んでいます。保育教諭も日々楽しんで子ども達と接し、のびのびと仕事をし
てほしいです。
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297 民
株式会社　ニチイ学館
ニチイキッズはつしば保育園

認可小規模保育園 19 堺市

〒599-8114

堺市東区日置荘西町
2丁19-22

南海高野線「初芝駅」より徒歩5分
ＴＥＬ　072-288-5010
ＦＡＸ　072-288-5011

施設長
川上 亜矢

指定
あり

6月　10月
定員19名の小規模保育園でスタッフ全員で子ども達一人一人の成長を見守って
います。保育理念は「おもいきり遊ぶ、おもいきり学ぶ」で日々楽しめる保育を行っ
ています。職員同士も仲良く楽しく仕事をするのがモットーです。

298 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 225 堺市
〒599-8123

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

ＴＥＬ　072-235-1521
ＦＡＸ　072-235-1569

園長
廣谷 和子

随時

299 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 堺市
〒599-8126

堺市東区大美野134-18

南海高野線「北野田駅」より徒歩15分
または南海高野線「北野田駅」下車、南海バス
「西小学校前」より徒歩1分

ＴＥＬ　072-239-5515
ＦＡＸ　072-239-6060

笹井 邦恵
指定
あり

新型コロナウイルス感染症が落
ち着てから。

保育士の仕事に興味があり関心のある方・子どもが好きな方。環境教育や自然
体験に興味のある方、お気軽にお越し下さい。

300 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 堺市
〒599-8127

堺市東区草尾611-1
南海高野線「北野田駅」より徒歩15分

ＴＥＬ　072-236-0373
ＦＡＸ　072-236-3336

主幹保育教諭
帆足 奈央子

随時 随時
生後57日目～5歳児　就学前までの子どもが通う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。

301 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 堺市

〒599-8235

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
または南海バス「深井東町」より徒歩4分

ＴＥＬ　072-278-8055
ＦＡＸ　072-277-9188

主幹保育教諭
鳴坂 亜佑美

随時

302 公 島本町立第二保育所 保育所 120 島本町
〒618-0011

三島郡島本町広瀬5-2-22

阪急京都線「水無瀬駅」より徒歩8分
またはJR京都線「島本駅」より徒歩７分

ＴＥＬ　075-962-7461
ＦＡＸ　075-962-0611

島本町
教育こども部
子育て支援課
早瀬

随時 9:00～17:30

303 民
社会福祉法人　南山城学園
るりの詩保育園

企業主導型保育所 19 島本町
〒618-0013

三島郡島本町江川2-13

阪急京都線「水無瀬駅」より徒歩2分 ＴＥＬ　075-963-3110
ＦＡＸ　075-963-3111

管理者
藤原 淳

指定
あり

R4年6月～Ｒ4年12月

304 公 島本町立第四保育所 保育所 120 島本町
〒618-0021

三島郡島本町百山5-2-22
JR京都線「島本駅」より徒歩７分

ＴＥＬ　075-962-7461
ＦＡＸ　075-962-0611

島本町　教育こども部
子育て支援課　早瀬

随時 9:00～17:30


