
＜私立施設＞ ○川崎市高津区 ○横浜市中区 ＜私立幼稚園等＞ ○八王子市 ＜私立施設＞

【神奈川県】 　ぶどうの実第二さぎぬま園 　高風保育園 【神奈川県】 　八王子白百合幼稚園 【神奈川県】

○児童養護施設 ○川崎市多摩区 ○横浜市緑区 ○厚木市 　バディスポーツ幼児園 ○介護老人福祉施設

　城山学園 　中野島フレンズ保育園 　クーパス十日市場 　厚木のぞみ幼稚園 ○日野市 　高齢者生活支援施設 けいわ荘

　児童養護施設 ゆりかご園 ○川崎市中原区 　そよかぜ保育園 　えいすう幼稚園 　日野ふたば幼稚園 ○障がい児・者

　誠心学園/デュミナス 　アイン武蔵小杉北保育園 　もみの木保育園 　ちぐさ幼稚園 ○町田市 　（福）青い鳥

　(福)箱根恵明学園（2名） ○相模原市中央区 　森の台保育園 　光ヶ丘幼稚園 　鶴川シオン幼稚園 　相模はやぶさ学園

○母子生活支援施設 　上溝保育園 　横浜新緑総合病院保育室 ○伊勢原市 　鶴川若竹幼稚園 　（福）かながわ共同会

　グリーンヒル能見台 　すすきの保育園 【東京都】 　伊勢原山王幼稚園 　原町田幼稚園 　藤沢市太陽の家　しいの実学園

○児童発達支援センター 　たけのうち保育園 ○杉並区 ○海老名市 　藤の台幼稚園 ○特別支援学校

　青い鳥 　たけの子保育園（2名） 　杉並大宙みたけ保育園 　海老名幼稚園 　光幼稚園 　聖坂養護学校

○障がい児通所施設 　たけの子第２保育園 ○世田谷区 　慶泉幼稚園 　山ゆり幼稚園 ○特別養護老人ホーム

　たちばな子どもの発達教室たっち 　わげん保育園相模原駅前 　はあと保育園成城喜多見分園 ○川崎市麻生区 　高齢者総合支援センター 泉心荘

○障がい者支援施設 　ＹＭＣＡオベリン保育園 　東北沢ききょう保育園 　ちよがおか幼稚園 　【山梨県】 　サンホーム鶴間

  あおば地域活動ホーム　すてっぷ 　星ヶ丘二葉園 　ふかさわミル保育園 ○高座君寒川町 　島田幼稚園（2名） 　塩田ホーム

 （福）神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団 　友愛保育園 ○西多摩郡瑞穂町 　寒川さくら幼稚園 　陽だまり

　進和学園（2名） ○相模原市緑区 　東松原保育園 ○相模原市中央区 ＜認定こども園＞ 　特別養護老人ﾎｰﾑ 緑の郷

 （福）すずらんの会 　高見保育園 ○八王子市 　上田名幼稚園 　 【神奈川県】

　竹の子学園（2名） 　二本松保育園（3名） 　駅前なかよし保育園 　たけのうち幼稚園 ○厚木市 【東京都】

　たんぽぽの家 　橋本りんご保育園 　からまつ保育園（2名） 　田名幼稚園（2名） 　はやし幼稚園 ○特別養護老人ホーム

　野百合園 　星の子保育園（2名）   京王キッズプラッツ南大沢 　虹ヶ丘幼稚園(4名）   厚木緑ヶ丘幼稚園 　いづみの里

  藤野さつき学園 　星の子第３保育園 　甲ノ原保育園 ○相模原市緑区 ○相模原市中央区

　ライフステージ・悠トピア 　 　みんなのとっぽ保育園 　さゆりの丘保育園 　相模原みどり幼稚園 　渕野辺ひばり幼稚園 ＜公立保育所等＞
【東京都】 　むくどり保育園（3名） 　白百合ベビーホーム 　新町幼稚園 　小山白ゆり幼稚園  相模原市公立保育所

○有料老人ホーム ○相模原市南区 　多賀保育園 　太陽の子幼稚園 ○相模原市緑区

　リハビリホームグランダ新百合ヶ丘 　古淵保育園 　フェロー保育園（2名） 　てるて幼稚園 　相模野幼稚園（2名） ＜私立保育所他・保育施設＞
○児童養護施設 　相模原病院さがみたんぽぽ保育園 　みなみ野さゆり保育園 　橋本幼稚園 　大島幼稚園 【神奈川県】

　双葉園 　せんだん保育園 　八王子共励保育園 ○相模原市南区 ○相模原市南区 　明日葉保育園 鷺沼園

○障がい者支援施設 　保育ルーム あっぷるきっず 　やまと第一保育園 　大野文化幼稚園 　相模林間幼稚園（2名） ○川崎市高津区

　八王子平和の家 　マシュマロ保育園 　 　由木あすなろ保育園（2名） 　相模ひまわり幼稚園（2名） 　認定こども園ピノ 　(福)川崎市社会福祉事業団

　町田福祉園（3名） 　南大野太陽保育園（2名） ○日野市 　さがみひかり幼稚園（2名） ○横浜市旭区 ○相模原市中央区

　立正保育園（2名） 　日野保育園 　相模原高等学校附属光明幼稚園（2名） 　やつはしキッズ 　相生保育園

＜公立保育所等＞ ○座間市 ○町田市 　相武台中央幼稚園（3名） ○横浜市栄区 　ふちのべ美邦保育園

　○品川区公立保育所（2名） 　栗の実保育園 　草笛保育園 ○座間市 　いいじまひがしこども園 ○相模原市緑区

　スマイルワールド保育園 　しぜんの国保育園（2名） 　栗原幼稚園（2名） ○横浜市瀬谷区 　むくどり保育園

＜私立保育所他・保育施設＞ 　どんぐり保育園(座間総合病院内)（2名） 　たかね保育園 　相武台幼稚園（2名） 　二ツ橋あいりん幼稚園 【東京都】

【神奈川県】 ○秦野市 　成瀬くりの家保育園 　ひばりが丘幼稚園（2名） ○横浜市緑区 ○八王子市

○厚木市 　にこにこ保育園 　成瀬南野保育園 ○中郡二宮町 　横浜マドカ幼稚園 　なみのり保育園

  あさひ保育園 　南秦野保育園 　ねむの木保育園 　二宮育美幼稚園 【東京都】

 愛歩保育園 ○平塚市 　光の原保育園（3名） ○平塚市 ○八王子市 ＜私立幼稚園等＞
　岡田保育園 　苗もんもん保育園 　光の森保育園（2名） 　つくし幼稚園 　せいがの森こども園 【神奈川県】

　荻野すみれ愛児園 　柳町保育園 　町田ときわ保育園 ○横浜市青葉区 　元八王子幼稚園 ○相模原市中央区

　けいわ星の子保育園 ○藤沢市 　町田南保育園 　愛和太陽幼稚園（2名） ○町田市 　虹ヶ丘幼稚園

　でんえんﾅｰｻﾘｰぴーかーぶー 　グリーンキッズ湘南ライフタウン 　田園江田幼稚園 　カナリヤ幼稚園（2名） ○中郡大磯町

　ﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙＴ＆Ｙ本厚木 　わかたけ保育園 【青森県】 ○横浜市旭区 　高ヶ坂こども園 　こいそ幼稚園

　永島和子家庭的保育事業所 ○大和市 　桜川保育園 　つくの幼稚園 　高ヶ坂幼稚園（2名） ○横浜市都筑区

○綾瀬市 　つきみ野すこやか保育園 ○横浜市泉区 　港北幼稚園

　綾瀬いずみ保育園 　ﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙT&Y中央林間 　明成幼稚園 【秋田県】 ○横浜市緑区

　つぼみ保育園 　もみの木保育園 　 ○横浜市神奈川区 　向陽こども園 　八朔幼稚園

　吉岡保育園 ○横浜市青葉区 　京浜横浜幼稚園

○伊勢原市 　あかね台光の子保育園 ○横浜市都筑区 ＜一般企業他＞
　リス ブラン保育園 　いずみ青葉台保育園 　かちだ幼稚園 　（株）竹中工務店

○海老名市 ○横浜市泉区 　港北幼稚園 　朝日建設（株）

　たちばな保育園 　鳩の森愛の詩保育園 ○横浜市緑区 　（学）明昭学園　岩倉高等学校

　つちのこ保育園 ○横浜市港北区 　みほ幼稚園 　　　　　　　　　　　　　　　他 ３社３名

○小田原市 　菊名愛児園

　春光保育園（2名） ○横浜市都筑区 【東京都】 ＜進学＞

○川崎市麻生区 　都筑ひよこ保育園 ○立川市 　和泉短期大学専攻科介護福祉専攻（8名）

　くろかわのぞみ保育園 　めぐみ幼稚園 　日本社会事業大学　社会福祉学部

　五月台ルミナス保育園 ○多摩市                                 福祉援助学科

　すぎのこ保育園 　緑ヶ丘幼稚園 　ルーテル学院大学　総合人間学部

　百合丘ルミナス保育園 　　　　　　　　　　　人間福祉心理学科

　日本工学院専門学校コンサート・イベント科

和泉短期大学　２０１７年度　就職・進学先一覧
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