
＜私立施設＞ ○川崎市宮前区 ○横浜市都筑区 ＜私立幼稚園等＞ 【東京都】 ＜私立施設＞

【神奈川県】 　あおぞら保育園 　鴨居北こども園 【神奈川県】 ○世田谷区 【神奈川県】

○児童養護施設 ○相模原市中央区 　都筑ひよこ保育園 ○厚木市 　等々力教会善隣幼稚園 ○介護老人福祉施設

　川崎愛児園 　相生保育園 ○横浜市鶴見区 　厚木たちばな幼稚園 ○多摩市 　青葉の郷（2名）

　（福）川崎愛児園 　和泉保育園 　ビーンズ保育園 　厚木田園幼稚園 　文化学園大学附属すみれ幼稚園 ○通所介護事業所

　城山学園 　エンゼル保育園 　Ｐ’ｓ　スマイル保育園 　厚木のぞみ幼稚園 ○調布市 　(福)横浜市社会福祉協議会

　（福）中心会 　上溝保育園 ○横浜市保土ヶ谷区 ○伊勢原市 　仙川かおる幼稚園 ○病院介護

　白山愛児園 　小町通みたけ保育園 　ゆめの樹保育園ほどがや 　伊勢原立正幼稚園 ○八王子市 　さがみリハビリテーション病院

　ポート金が谷 　清水保育園（2名） 　 ○横浜市南区 　成瀬幼稚園 　グリーンヒル幼稚園 ○特別養護老人ホーム

○児童発達支援センター 　すこやか保育園 　小さな足あと保育園 ○海老名市 　真理学園幼稚園 　コスモスセンター

　青い鳥（2名） 　すすきの保育園（2名） ○横浜市緑区 　海老名幼稚園 　高尾幼稚園 　特別養護老人ホーム モモ

　児童発達支援センターいっぽ 　ひよこ保育園 　さくらの郷みらい保育園 　相模みのり幼稚園 ○日野市 　ハートフルガーデン川和

○放課後デイサービス 　渕野辺保育園 　中山こども園 ○小田原市 　日野ひかり幼稚園 　東林間シニアクラブ

　みらい 　星ヶ丘二葉園 　ひまわり保育園 　れんげ幼稚園 ○町田市 　緑の郷

○障がい児療育施設 ○相模原市緑区 　森の台保育園 ○川崎市多摩区 　高ヶ坂幼稚園 ○放課後デイサービス

　弘済学園 　げんきっず保育園 　玉川幼稚園 　鶴川若竹幼稚園 　グリーンスクール善行

○障がい者支援施設 　げんきっず第２保育園 【東京都】 　西三田幼稚園 　鶴間幼稚園 ○児童発達支援センター

　愛の森学園 　こどもきらきら園 ○世田谷区 ○相模原市中央区 　 　町田こばと幼稚園 　なたなえる

　アガペセンター 　二本松保育園 　代沢みこころ保育園 　小山白ゆり幼稚園（2名）

　（福）すずらんの会 　橋本りんご保育園 　デンタルオフィス世田谷公園内保育所 　相模栄光幼稚園（2名） 【東京都】

　ワークショップ・フレンド 　みんなのとっぽ保育園 ○稲城市 　清心幼稚園 ○介護老人福祉施設

　福田の里 　むくどり風の丘保育園 　向陽台保育園 　たけのうち幼稚園 　あい介護老人保健施設

【東京都】 　 　むくどり第２保育園 ○狛江市 　田名幼稚園 ※非正規職員含む 　マイライフ尾根道

○児童養護施設 　むくどり保育園 　東野川保育園みんなの家 　虹ヶ丘幼稚園 ○特別養護老人ホーム

　こどものうち八栄寮 ○相模原市南区 ○立川市 　よこやま幼稚園 ＜認定こども園＞ 　白楽荘

　東京恵明学園児童部 　国立相模原病院内たんぽぽ保育園 　愛光大和田保育園 ○相模原市緑区 【神奈川県】

○障がい者支援施設 　古淵あおば保育園 ○多摩市 　大沢第二幼稚園 ○伊勢原市 ＜公立保育所等＞
　すぎな愛育園 　相武台新日本保育園（2名） 　あすのき保育園 　大島幼稚園（2名） 　認定こども園　伊勢原幼稚園 　愛川町立半原保育園

　精華 　ﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙT&Yこもれびの森 ○八王子市 　相模原みどり幼稚園 ○相模原市中央区 ※臨時職員

　バンビーニ東大沼保育園 　 　打越保育園（2名） 　城山わかば幼稚園（2名） 　渕野辺ひばり幼稚園（4名）

＜公立保育所等＞ 　ひよこ第３保育園（2名） 　からまつ保育園 　太陽の子幼稚園（2名） ○相模原市南区 ＜私立保育所他・保育施設＞
○御殿場市公立保育所 　保育所まあむ相模大野 　キッズルームあおい 　てるて幼稚園 　認定こども園ナナ 【神奈川県】

○相模原市公立保育所 　保育所みらい相模大野 　敬愛きたの保育園 ○相模原市南区 　認定こども園ピノ（2名） ○厚木市

○藤沢市公立保育所 　保育ルームあっぷるきっず 　敬愛シンフォニー保育園 　誠心相陽幼稚園 　認定こども園モモ（2名） 　キンダーガーデンこばと

○大和市公立保育所※ 　まあむキッズ相模大野北口 　甲ノ原保育園 　南大野幼稚園 ○横浜市港南区

※任期付職員 　立正保育園 　白百合椚田保育園 ○座間市 　ムロノキッズ　室の木幼稚園 ＜私立幼稚園等＞
○座間市 　フェロー保育園 　座間孝道幼稚園 ○横浜市瀬谷区 【神奈川県】

＜私立保育所他・保育施設＞ 　あゆみ保育園 　まごころ保育園 　鈴鹿幼稚園 　あづまの幼稚園（2名） ○大和市

【神奈川県】 　どんぐり保育園（座間総合病院） 　由木あすなろ保育園 　相武台幼稚園 　でんえん幼稚園

○厚木市 　広野台保育園 　横川保育園（2名） 　やなせ幼稚園 【東京都】

　岡田保育園 ○秦野市 ○日野市 ○茅ヶ崎市 ○八王子市

　みどり保育園 　いまいずみ保育園 　至誠保育園 　平和学園幼稚園 　せいがの森こども園

　みらくる保育園 　なでしこ保育園 ○府中市 ○大和市 　みころも幼稚園

○海老名市 　にこにこ保育園 　府中保育園 　でんえん幼稚園 ○町田市

　えびなの風保育園 　南秦野保育園（2名） ○町田市 　大和みどりが丘幼稚園 　正和幼稚園

　さがみ愛子園 　やまゆり保育園 　赤ちゃんの家保育園（2名） ○横浜市青葉区 　町田自然幼稚園

　たちばな保育園（2名） ○平塚市 　かりん保育園 　奈良幼稚園

　つちのこ保育園 　金目保育園（2名） 　ききょう保育園 ○横浜市旭区 ＜一般企業他＞
　保育所すこやかハウス ○藤沢市 　すみれ保育園（2名） 　つくの幼稚園 　（株）ワコール

○小田原市 　上和田保育園 　たかね保育園 ○横浜市戸塚区 　　　　　　　　　　　　　　　他 ９社９名

　山王保育園 　グリーンキッズ湘南 　玉川さくら保育園 　東俣野幼稚園（2名） ※非正規職員含む

　下府中保育園 　神愛保育園 　多摩境敬愛保育園 ○横浜市緑区

　春光保育園 ○大和市 　なごみ保育園 　ながつた幼稚園 ＜進学＞
○川崎市麻生区 　（福）県央福祉会 　なごみ第二保育園 ○秦野市 　和泉短期大学専攻科介護福祉専攻（23名）

　くろかわのぞみ保育園 　保育園おひさまのほっぺ 　成瀬南野保育園（2名） 　つるまき幼稚園 　相模女子大学学芸学部

　つくしんぼ保育園（2名） ○横浜市青葉区 　東平しらゆり保育園 ○藤沢市                                 子ども教育学科

　登戸ゆりのき保育園 　ベネッセ青葉台保育園 　光の原保育園（2名） 　つかさ幼稚園 　東京経済大学　経営学部

○川崎市川崎区 　青葉保育園 　町田南保育園 　藤沢若葉幼稚園 　　　　　　　　　　　　　　流通マーケティング学科

　(福)川崎市社会福祉事業団 ○横浜市旭区 　町田わかくさ保育園 ○御殿場市 　女子美術大学短期大学部造形学科

　武蔵小杉おおぞら保育園 　上の原保育園 　みどりの森保育園 　みなみ幼稚園 　八洲学園大学生涯学習学部

○川崎市幸区 ○横浜市泉区 　もりのおがわ保育園 　　　　　　　　　　　　　　生涯学習学科

　らいらっく幸保育園 　鳩の森愛の詩保育園 　ユニケ保育園

○川崎市高津区 ○横浜市港南区 ＜留学＞
　千年たちばな保育園 　京急キッズランド保育園 ○埼玉県 　ﾃｨﾃｨｱｲ ｽｸｰﾙ･ｵﾌﾞ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ

　わらべうた溝の口南口保育園 ○横浜市瀬谷区 　上木崎保育所 　サンパシフィックカレッジ

○川崎市多摩区 　阿久和保育園 ※非正規職員含む 　EFセントジュリアン校

　ぶどうの実 登戸園 　ゆたか保育園

和泉短期大学　２０１６年度　就職・進学先一覧
児童福祉学科 専攻科介護福祉専攻


	2016_人数有り A4横　広報

