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A

1 社会福祉法人 認定こども園 愛和学園

【幼保連携型認定こども園】愛和学園（住之江区）

大阪市住之江区西加賀屋１－１－４７

06-6681-2026 06-6681-1716 yamamoto@aiwagakuen.jp

河井悦子

保育士

新築４階建て園舎、地下鉄四つ橋線北加賀屋駅徒歩１分以内、保育教諭３０名で何でも相談できる安心の職
場環境。有給もとりやすい。

A

2 社会福祉法人 阿望仔 望之門保育園

【保育所】望之門保育園、マナ乳児保育園、ナルド夜間保
育園（すべて阿倍野区）

大阪市阿倍野区阿倍野筋５－１３－１７

06-6651-7741 06-6652-8841 nozominomon@aboshi.or.jp

竹林

保育士

０～２歳児は育児担当制で一人ひとりを大切に保育しています。３～５歳児は異年齢でクラス編成をしていま
す。

A

3 社会福祉法人 淡路保育園

【保育所】淡路保育園（東淀川区）

大阪市東淀川区東淡路４－１２－２６

06-6321-0771 06-6321-0772 info@awaji-k.ed.jp

くりたにちえ

保育士

阪急京都線・北千里線・地下鉄堺筋線直結の淡路駅より徒歩3分と毎日の通勤が便利です。

A

4 社会福祉法人 イカイノ保育園

【保育所】イカイノ保育園（生野区）

大阪市生野区中川西２－６－１０

06-6731-3535 06-6718-0988 ikaino-n@ans.co.jp

李根秀

保育士

多文化・共生・人権保育に力を入れています。食育・手作りにも力を入れています。

A

5 社会福祉法人 石井記念愛染園

【保育所】愛染園愛染橋保育園（浪速区）、わかくさ保育園
（西成区）、大国保育園（浪速区）、【幼保連携型認定こども 大阪市浪速区日本橋東２丁目９－１１
園】愛染園南港東保育園（住之江区）

06-6632-5640 06-6632-5645 aizenho@aioros.ocn.ne.jp

小谷啓二

保育士

児童福祉の父、石井十次の精神を引き継ぎ、「子ども主体」の保育を目指します。

A

6 社会福祉法人 井高野保育園

【保育所】井高野保育園、井高野第二保育園（東淀川区）

大阪市東淀川区井高野３丁目８番１７号

06-6340-5678 06-6340-3558

土橋

保育士

大きな広い運動場で体力向上、躾を主に０歳～就学までを目標にしています。

A

7 社会福祉法人 今川学園

【保育所】今川学園（東住吉区）

大阪市東住吉区今川３－５－８

06-6713-0277 06-6719-4755 imagawa@lake.ocn.ne.jp

山本一枝

保育士

乳児は育児担当制を通し、乳児期の信頼関係を深め、幼児は年齢別保育を中心に、異年齢交流保育やリト
ミックなど子どもたちの生活リズムや興味・関心に合わせた保育を行っています。

A

8 社会福祉法人 大阪ＹＭＣＡ

【保育所】ＹＭＣＡとさぼり保育園、ＹＭＣＡあわざ保育園（す
大阪市西区土佐堀１－５－６
べて西区）

06-6449-4471 06-6441-5871 tosabori-hoikuen@osakaymca.org

濱添吉生

保育士

子どもの心に寄り添いていねいに関わる保育を行います。

A

9 社会福祉法人 大阪愛保会

【保育所】新町第２保育園（西区）

06-6541-0300 06-6541-0311 shinmachihoikuen2@blue.ocn.ne.jp

伊藤淑子

保育士

地下鉄千日前線・長堀鶴見緑地線どちらからも可。５分内。
休暇・休憩も取りやすく、子育て・介護等しながらでき、可愛い子ども達に囲まれて楽しくお仕事しましょう！

06-6766-5388 06-6766-5389

松下・南中

保育士・栄養士

やりがいのある仕事です。子どもたちの笑顔にパワーをもらって一緒に仕事をしてみませんか。

06-6553-4025 06-6553-5005 webinfo@megumi-hoikuen.jp

奥田輝代

保育士・栄養士・調理師

大阪市内でありながら昭和山のすぐ側、自然いっぱいの保育園です。子どもとたくさん遊びましょう。

06-6955-5931 06-6955-5399 oywca-kids@cosmos.ocn.ne.jp

宮﨑 祐

保育士

一人ひとりを大切に… 子どもがのびのび自分らしくいられる園です。風通しのよい職場で職員も和やか。

06-6691-3669 06-6691-8292 info@kakinoki.or.jp

宮川友理子

保育士・栄養士

キリスト教の愛の奉仕をもとに、家庭的な雰囲気の中で健康な体と豊かな心を育む。

06-6552-0851 06-6554-1714 qqzc7ht9k@coast.ocn.ne.jp

舟戸 智

保育士・子育て支援員

有給休暇を使って旅行に行ったり買い物に行ったり、リフレッシュできますよ。

06-6353-8618 06-6357-2670 ka9manji@violin.ocn.ne.jp

桑野正子

保育士

駅近で、残業はほぼナシ！楽しく働ける職場です。ブランクのある方も大歓迎です。アットホームな雰囲気で
す。

06-6671-4320 06-6678-7202 mekemeke74@hotmail.co.jp

片上洋太郎

保育士・栄養士

よく笑う人、よく食べる人、キラキラかがやきたい！
一つでもあてはまれば、話を聞きに来てみませんか？

078-858-6080 078-858-6081 kobesumiyoshi@iaa.itkeeper.ne.jp

梅野美香

保育士・栄養士

06-6612-2800 06-6612-0288 kinomi@vesta.ocn.ne.jp

坂下和

保育士・栄養士

遊・食・眠・笑を大切にのびのび充実保育を行っています。和気あいあいとした明るい職場で仕事をしません
か？

【保育所】金光寺保育園（旭区）

大阪市旭区生江２丁目２番２１号

06-6925-1225 06-6927-0588 sos375@konkouji.com

西澤倫子

保育士

０歳～２歳児の乳児保育園です。アットホームな保育を楽しみましょう

大阪市北区大淀南３丁目３番１４号

06-6454-0800 06-6454-0802 info@kinran-hoiku.jp

山本清美

保育士

平成３０年４月開園のピカピカの保育園で仕事をしませんか。木をふんだんに使った園舎。園庭には大きな遊
具。かわいい子ども達と一緒にすごしましょう！

03-3239-0707 03-3239-2800 new-grad@gkids.co.jp

小林寛

保育士

子ども達の未来の為に 東証一部上場（グローバルグループ） 大阪・東京・神奈川・千葉・埼玉１３４施設運
営。

大阪市西区新町４丁目２番１２号

A

10 社会福祉法人 大阪あゆみ福祉会

【保育所】あゆみ保育園、あゆみ東保育園（すべて中央区） 大阪市中央区中寺１丁目１－１－４９

A

11 社会福祉法人 大阪キリスト教社会館

【保育所】めぐみ保育園、千島保育所（すべて大正区）

A

12 社会福祉法人 大阪キリスト教女子青年福祉会

【保育所】大阪ＹＷＣＡ大宮保育園、【小規模保育事業所Ａ】 大阪市旭区大宮５－７－１５
大阪ＹＷＣＡこひつじホーム（すべて旭区）

B

13 社会福祉法人 柿の木福祉の園

【保育所】長居保育園、長居保育園乳児センター（住吉区）

B

14 社会福祉法人 鶴舟会 鶴町学園

【保育所】鶴町学園、鶴町学園分園sweetbabygarden（すべ 大阪市大正区鶴町３－３－１
て大正区）

B

15 社会福祉法人 鶴満寺保育所

【保育所】鶴満寺保育所（北区）

B

16 学校法人

【保育所】まんだい保育園、【小規模保育事業所Ａ】まんだ
いぷち保育園、【幼保連携型認定こども園】万代幼稚園（す 大阪市住吉区万代３－６－１５
べて住吉区）、みさきようちえん（住之江区）

B

17 社会福祉法人 勝原福祉会

B

18 社会福祉法人

B

19 社会福祉法人 金光寺保育園

B

20 学校法人

金蘭会保育園

【保育所】金蘭会保育園（北区）

B

21 株式会社

グローバルキッズ

【保育所】グローバルキッズ戎本町園（浪速区）、グローバ
ルキッズ東淡路園（東淀川区）、グローバルキッズあびこ園 東京都千代田区富士見２丁目１４番３６号
（住吉区）、グローバルキッズ住之江園（住之江区）

B

22 株式会社

global bridge あい・あい保育園

【保育所】新深江園（東成区）、長堀橋園（中央区）、本町園
（西区）、高殿園（旭区）、【小規模保育事業所Ａ】北巽園（生 大阪市西区靭本町１－６－１０ 本町西井ビル６階
06-6121-2609 06-6121-2618 hashimoto@globalbridge.biz
野区）、桜川園（浪速区）、太子橋今市園（旭区）、桜ノ宮園
（都島区）、中之島園（福島区）

橋本創造

保育士・栄養士

年間休日１２７日。持ち帰り作業なし。食事補助ありなど働きやすい環境をご用意。ＩＣＴによる負担軽減も。

B

23 株式会社

ケア２１ うれしい保育園

【保育所】うれしい保育園都島（都島区）、うれしい保育園玉 大阪市北区堂島２－２－２ 近鉄堂島ビル１０階 06-6456-5615 06-6456-5642
toritani@care21.co.jp
造（2019年開園・中央区）

鳥谷希美

保育士・栄養士・調理師・看護師

介護大手ケア２１が運営する認可保育園。保育士を大きく育てます。笑いとほめ合う社風の総合福祉企業で
す。

B

24 社会福祉法人 慶生会上町みどり保育園

【保育所】慶生会上町みどり保育園（中央区）

藤原知子

保育士

駅近。梅田や難波までのアクセスも抜群。残業は、ほぼなし。職員間での協力、連携により、効率的な職務内
容の実行が出来ています。人間関係も良好です。

C

25 社会福祉法人 敬福会

【保育所】毛馬コティ保育園（都島区）、東田辺コティ保育園 大阪市都島区毛馬町２－８－７
（東住吉区）

06-6924-9811 06-6929-2277 entyo@koti.ed.jp

稲垣順子

保育士・子育て支援員

勤務先希望可。２施設共綺麗な園です。子ども達、職員の笑顔を大切にしています。（住宅手当も充実していま
す）

C

26 社会福祉法人 恵友会

【保育所】鶴見えのもと保育園、鶴見みどり保育園、鶴見み
どり第二保育園、つるみ保育園、【小規模保育事業所Ａ】鶴 大阪市鶴見区鶴見４－１６－４
見ぴよぴよ保育園（すべて鶴見区）

06-6964-1268 06-6912-6575 keiyukai@occn.zaq.ne.jp

佐々木

保育士

鶴見区のみで保育園をしている法人です。２歳までの小規模Ａ型、３歳まで、５歳就学前の園あり。

片上学園

【保育所】（仮称）大阪天王寺保育園（天王寺区）

大阪市大正区小林東２－３－５－１０１

大阪市住吉区長居東４丁目１１－１６

大阪市北区長柄中１丁目１番２３号

神戸市東灘区住吉宮町６丁目１－２３

喜和保育事業会 きのみ保育園・き 【保育所】きのみ保育園、きのみむすび保育園（すべて住之 大阪市住之江区南港中４－２－３０
のみむすび保育園
江区）

大阪市生野区巽東２－１８－１ 慶生会ビル３階 06-6758-1881 06-6758-1831 tomoko_fujiwara@kyouseikai.org

C

27 社会福祉法人 小市福祉会

【保育所】小市保育園（東成区）、（仮称）なにわのもり保育
園（中央区）、【小規模保育事業所Ａ】（仮称）なにわのもり北 大阪市東成区深江北１－９－１２
堀江保育園（西区）

06-6971-0423 06-6971-1021 koichi@hoikuen.to

小市、酒井、東田保育士・子育て支援員

園児さんたちの個性も先生たちの個性も大切にします。３０年度１０月、３１年度４月に新園開設予定。私たち
の仲間になりませんか？

C

28 公益社団法人 子ども情報研究センター

【保育所】はらっぱ舎、【小規模保育事業所Ａ】はらっぱ舎ＡＩ 大阪市港区市岡元町２－５－２６
ＡＩ（すべて港区）

06-4301-7010 06-4301-7010 kyoudou@kojoken.jp

南田安紀子

保育士

０歳からの子どもがであい・あそび・まなび・つどう地域。子どもの人権としての保育を共同子育ての視点から考
えます。

29 社会福祉法人 三養福祉会

【保育所】ゆめの樹保育園（城東区）、（仮称）三軒家ゆめの 大阪市城東区今福西１丁目９－１２
樹保育園（大正区）

06-6934-6001 06-6934-6011

平尾早苗

保育士・子育て支援員・看護師

平成３０年７月（城東区）平成３１年４月（大正区）に新規開園する認可保育園です。駅から６～７分と好立地で
す。

30 社会福祉法人 四恩学園

【保育所】四恩るり保育園、四恩乳児保育園、四恩るり２乳
児保育園（すべて住吉区）

大阪市住吉区苅田４－３－９

06-6607-2220 06-6696-5347

行天邦善

保育士・子育て支援員

C

31 社会福祉法人 俊英舘福祉事業会

【保育所】俊英舘保育園、俊英舘保育園分園、俊英舘第2
保育園（すべて鶴見区）

大阪市鶴見区浜２－５－１４

06-6912-0045 06-6912-6111 info@shuneikan-hoikuen.jp

脇澤郁子

保育士・看護師

C

32 学校法人

【幼保連携型認定こども園】昭和幼稚園（大正区）

大阪市大正区泉尾１丁目３７番１号

06-6551-1055 06-6551-1075 info@showa.ed.jp

大井文子

保育士・保育教諭

保育所機能を持ち合せた幼稚園です。２歳からの子ども達ばかりです。

C

33 社会福祉法人 晋栄福祉会

【保育所】新福島ちどり保育園（福島区）、御堂筋本町ちどり
保育園（中央区）、大阪市立東中本保育所（東成区）、大阪
大阪市都島区東野田町４丁目１５番２０号
市立北恩加島保育所（大正区）、【幼保連携型認定こども
園】中之島ちどり保育園（北区）、城東ちどり保育園（城東
区）、東野田ちどり保育園（都島区）

06-6358-1415 06-6358-1485 hoiku-h@chidori.or.jp

山田容香

保育士

どの保育園も駅近で通勤しやすい環境にあります。チームワークもよく、皆仲良しです。私達の仲間として楽しく
お仕事しましょう。

C

34 社会福祉法人 新生保育園・ひよこルーム

【保育所】新生保育園、【小規模保育事業所Ａ】ひよこルー
ム（すべて東住吉区）

06-6696-5525 06-6696-5829

本田久美子

保育士

子どもたちと一緒にいろいろなことに感動や発見をして充実した毎日を過ごしてみませんか。

C

35 社会福祉法人 新よどがわ

【保育所】つくしんぼ保育園、つくしんぼ西保育園、木川第２ 大阪市淀川区東三国６－３－４６
保育所（すべて淀川区）

06-6398-6691 06-6398-6692

垣本

保育士・調理師

C

36 学校法人

【保育所】菅原天満保育園（東淀川区）

大阪市東淀川区菅原２－２－２１

06-6328-6882 06-6328-6883 sugaten-hoiku@ceres.ocn.ne.jp

鈴木千晴

保育士・栄養士・子育て支援員

０～２歳児までの３０名の子どもたちが日々楽しく過ごしています。ぜひ見学にお越し下さい。

D

37 社会福祉法人 すこやか（阿倍野区・東住吉区）

【保育所】太陽保育園（東住吉区）、にしたなべ太陽保育園
（阿倍野区）

大阪市東住吉区鷹合２－１１－２５

06-6692-1625 06-6692-1682 taiyou_niko_niko_taiyou@gmail.com

安蔵雅彦

保育士・栄養士

勤務先希望可、２施設とも最寄駅から徒歩５分。子ども達の成長を共にお手伝いしていきましょう！

D

38 社会福祉法人 住之江福祉会

【保育所】住之江保育園、第２住之江保育園（すべて住之江 大阪市住之江区御崎８丁目８番１号
区）

06-6685-5681 06-6682-5681 info@dai2suminoe.jp

山本啓嗣

保育士

家庭的な保育園です。子育てをしながら働くママさん保育士も多くいます。一緒にお仕事しませんか！

D

39 社会福祉法人 諏訪保育園

【保育所】諏訪保育園（城東区）

06-6981-0820 06-6961-0852 suwa-h.k@nifty.com

喜連川仁志

保育士

子ども達も職員もともに成長していける、そんな職場です。２０代からベテランまで明るく助け合いながら保育し
ています。

D

40 株式会社

【保育所】東成かいせい保育園（東成区）、吉野かいせい保
育園（福島区）、三国かいせい保育園（淀川区）【小規模保 大阪市北区中崎西３－１－２
育事業所Ａ】かいせいプチ保育園三国本町園（淀川区）、か
いせいプチ保育園上新庄園（東淀川区）

06-6136-7576 06-6136-3889 k_naito@kaisei-group.cp.jp

内藤佳都子

保育士・栄養士・調理師・子育て支援員

大阪市内に１２園運営。更に新園開園予定！あたたかい雰囲気の中、残業の少ない職員にも優しい保育園で
す。

D

41 社会福祉法人 大念仏寺社会事業団

【保育所】いちょう保育園（平野区）、いちょうベビーセンター
（平野区）、南生野いちょう保育園（生野区）、ひらのドリーム 大阪市生野区生野東４丁目１番２２
園（平野区）

06-6741-0300 06-6741-0313 m-ichou@dsw.or.jp

杉田善久

保育士

いちょう保育園（１５０名）いちょうベビーセンター（６０名）南生野いちょう保育園（９０名）ひらのドリーム園（３０
名）の保育園です。人事の交流も盛んに行っています。

D

42 社会福祉法人 大和福祉会

【保育所】やまと保育園（住之江区）、大阪市立松通東保育 大阪市住之江区北島３－１７－１
所（西成区）

06-6682-1741 06-6682-1786 yamato-n@boreas.dti.ne.jp

名城嗣盛

保育士

乳児担当制とさくらさくらんぼ保育を軸にしています。年休取得率１００％など働きやすい環境になっています。

D

43 社会福祉法人 たから福祉会

【保育所型認定こども園】たからこども園、【小規模保育事業 大阪市西淀川区姫島３丁目２－１５
所Ａ】たから保育園にしよどルーム（すべて西淀川区）

06-6475-2200 06-6475-1200 takara-kodomoen@takara-fukushikai.com

原正直

保育士

家庭的であたたかい雰囲気の保育園です。職員同士が仲良く、やりがいを感じながら楽しく働いています！

D

44 社会福祉法人 たらちね事業会

【保育所】ファミリー保育園ジュニア、【保育所型認定こども
園】ファミリー、【幼保連携型認定こども園】ファミリーチシマ
（すべて大正区）

大阪市大正区三軒屋東５－７－１４

06-6553-9898 06-6551-9985 family@aiuenu.jp

前川眞奈美

保育士

こども達に囲まれてお仕事しませんか。

D

45 株式会社

【小規模保育事業所Ａ】パンダ保育園苅田園（住吉区）

大阪市住吉区苅田５丁目１８－２６ ふぁみー
ゆアビコ１階

06-6615-8183 06-6615-8013 panda0318.0318@gmail.com

岩木 睦

保育士

小規模保育園ならではのアットホームな環境です。駅近でとても明るい園です。一緒に楽しく働きましょう。

D

46 社会福祉法人 内代まつのはな保育園（認定こども

【保育所】野江まつのはな保育園（城東区）、【幼保連携型
認定こども園】内代まつのはな保育園（都島区）

大阪市都島区中野町５丁目１０番７０号

06-4253-8055 06-4253-8066 info@jieikai.or.jp

三好弘展

保育士

当園は、家庭的な雰囲気の中で一人ひとりの人格を尊重し、自主・自立・協調性を育んでいきます。

06-6205-0077 06-6205-0099 simoda.tubaki@clock.ocn.ne.jp

下田

保育士・栄養士・調理師・子育て支援員

交通費全額支給。週休二日制など福利厚生も充実！小規模園や４月開園の新園もありますので、一緒に楽し
く保育をしませんか。

明るく家庭的な雰囲気の園です。一度、お気軽に見学にきて下さい。

C
C

認定こども園昭和幼稚園

菅原天満宮学園

成学社 かいせい（プチ）保育園

ＣＨＩＬＤ ＧＡＲＤＥＮ

治栄会 野江まつのはな保育園、
園）

大阪市東住吉区南田辺３丁目４番２６号

大阪市城東区諏訪１丁目８番５号

【保育所】ほわいと保育園住吉（住吉区）、【小規模保育事
業所Ａ】ほわいと保育園東粉浜（住吉区）、ほわいと保育園 大阪市中央区平野町３－１－２ ３階
瓜破東（平野区）、ほわいと保育園南港北（住之江区）

D

47 株式会社

D

48 社会福祉法人 つばさ保育園

【保育所】つばさ保育園（城東区）

大阪市城東区関目１－１８－２２

06-6930-1081 06-6930-1082 naniwaka@jf7.so-net.ne.jp

川田

保育士

E

49 宗教法人

【保育所】徳蔵寺保育園（東淀川区）、分園なかよし（淀川
区）、分園こばと（東淀川区）

大阪市東淀川区東中島１－５－５

06-6323-0640 06-6326-1187 hoikuen@tokuzoji.org

寺田崇雄

保育士・子育て支援員

E

50 社会福祉法人 ともしび福祉会 ともしび保育園

【保育所】ともしび保育園（東淀川区）

大阪市東淀川区東中島６－６－８

06-6325-1851 06-6325-1856 hoikuen@tomoshibifukushikai.jp

辻本久美子

保育士

E

51 社会福祉法人 なみはや福祉会

大阪市内 保育所３６カ園を紹介（東淀川区、港区、住吉
区、淀川区、北区、生野区、西成区、都島区、平野区、中央 大阪市天王寺区東高津町１２－１０ 大阪市立
06-6761-3010 06-6761-8922
区、住之江区、東住吉区、福島区、阿倍野区、西淀川区、 社会福祉センター内
東成区、此花区、鶴見区）

藤田

保育士・調理師

つばき

徳蔵寺保育園

阪急京都線梅田駅から３駅目（崇禅寺駅）で最寄駅より徒歩６分です。明るく広い園庭で子どもたちと一緒に遊
びませんか？

E

52 社会福祉法人 波除福祉会

【保育所】波除学園（港区）、分園なみぴよ（西区）、分園ぴ
よこじま（西区）、安治川保育園、分園あじぴよ、田中保育
所（すべて港区）

大阪市港区波除５－４－７

06-6585-3392 06-6585-3588 namiyoke@bcb.bai.ne.jp

佐藤美智

保育士・放課後児童クラブ支援員

法人の中にこんなにたくさんの施設があります。子どもと共に毎日、笑顔のあふれる日々を過ごしましょう。

E

53 社会福祉法人 西成若草会 どんぐり保育園

【保育所】どんぐり保育園（西成区）

大阪市西成区千本南２丁目９番１２号

06-6659-0091 06-6659-0091 dongurizool-wakakusa@lilac.plala.or.jp

中山清子

保育士・子育て支援員

乳児・幼児７０名程。保護者・職員は子どもを真ん中に共に育ち合いを大切にしています。

E

54 社会福祉法人 西淀川福祉会

【保育所】よどっこ保育園、みどり保育園（すべて西淀川区） 大阪市西淀川区千舟３丁目９番３０号

06-6474-6698 06-6474-6695

髙橋

保育士・栄養士

通勤が便利です。区内に２カ園あり、定期的に保育や職員の交流があります。こどもたちと一緒に職員も成長
できる職場環境です。

E

55 株式会社

ニチイ学館

【小規模保育事業所Ａ】ニチイキッズ木川東保育園（淀川
区）

大阪府茨木市別院町１－２１ 丸屋ビルアネッ 072-631-2220 072-621-7834 cc717@nichiigakkan.co.jp
クス５階

吉田・智内（ちない）
保育士・栄養士・調理師・子育て支援員

小規模保育園で各クラス保育士２名体制のアットホームな園です。未経験・ブランクの長い先生もぜひエント
リーください。

E

56 宗教法人

花園和敬学園

【保育所】花園和敬学園（西成区）

大阪市西成区旭１－１０－１

06-6641-0845 06-6644-1118

山本

保育士

大坂メトロ四ツ橋線花園町駅４号出口 徒歩３分。育児は育自。子育ては己育て。共有していきましょう。

E

57 社会福祉法人 東生野愛育園

【保育所】東生野愛育園、くるみ愛育園、【小規模保育事業
大阪市生野区新今里７－１５－６
所Ａ】くるみ小規模保育園（すべて生野区）

06-6751-3940 06-6751-3943 higashiikuno@seikouen.org

高橋佳子

保育士・子育て支援員

勤務先希望可。３施設とも最寄駅から５～１０分内。人間関係が良く明るく笑いのある職場です。私たちと共に
子どもたちに囲まれて仕事をしてみませんか。

E

58 社会福祉法人 光聖会

【幼保連携型認定こども園】うえしおキンダースクール（天王
寺区）、【保育所】みなとまちナーサリー（浪速区）、たにまち
大阪市天王寺区生玉前町５番１６号千葉ビル３
06-6771-4152 06-6771-4153 mitsuharu@kosyokai.or.jp
ナーサリー（天王寺区）、てんまばしナーサリー（中央区）、
０２号室
てんまんぐうナーサリー（北区）、まつやまちナーサリー、もり
のみやナーサリー、たまつくりナーサリー（すべて中央区）

秋田光春

保育士・調理師

勤務先希望日、労働組合があり、職場の風通しも良い、職場のモラルアップにもなっています。

E

59 学校法人

【幼保連携型認定こども園】光の園たんぽぽ保育園（西淀
川区）

大阪市西淀川区大和田５－１２－２１

06-6195-7466 06-6195-7467 tanpopo@hikarinosono.ac.jp

藤本香津子

保育教諭

育児担当制で一人ひとりを丁寧にみる保育を心がけています。

E

60 社会福祉法人 博光福祉会 音色つばさ保育園

【保育所】音色つばさ保育園（北区）

大阪市北区本庄東１丁目２４－９

06-6373-0283 06-6373-0277 neiro@m-tsubasa.ed.jp

倉橋

保育士

乳幼児期にこそ育み、培いたい「あたたかな心」「かんがえる頭」「たくましい体」を大切にします。私たちと一緒
に笑顔のある職場で働いてみませんか。

F

61 社会福祉法人

【幼保連携型認定こども園】ポートタウン保育園（住之江区） 大阪市住之江区南港中５－３－３７

06-6613-2045 06-6613-3031 ptn66132045@gmail.com

阪上

保育士

自然に恵まれており、春は満開の桜を見ながら園庭あそびができます。海も近くお散歩でよく行きます。そんな
自然の中で子ども達とたくさんあそびませんか？

F

62 社会福祉法人 ふたば会

【保育所】ふたばこども園、ふたば乳児園、ふたば未来園
（淀川区）

大阪市淀川区三津屋南２丁目２０番５号

06-6308-0956 06-6308-0988 o-futaba-n@ans.co.jp

大嶋将司

保育士

こども達の２０年後を育む素敵な仕事です。一緒に働きましょう。

F

63 社会福祉法人 北港学園保育所

【保育所】北港学園保育所（此花区）

大阪市此花区酉島３丁目２６番１１号

06-6461-7849 06-6461-7767

神谷純道

保育士・子育て支援員・保育補助

私たちと一緒に働いてみませんか

F

64 株式会社

【保育所】ポピンズナーサリー天王寺（天王寺区）、ポピンズ 大阪市北区曽根崎２－１２－７ 清和梅田ビル１０階
06-6367-2100 06-6367-2105 toshiko_saito@poppins.co.jp
ナーサリースクール鶴見緑地（鶴見区）

齊藤聡子

保育士・栄養士

大阪・兵庫で２２か所の保育園を運営しています。働きやすい環境と勤務体制です。年間休日１２５日。

F

65 社会福祉法人 松福会

【保育所】大阪市立大和田保育所（西淀川区）、キッズコート 大阪市天王寺区伶人町２－１５
平野東保育所（平野区）、キッズコート天王寺（天王寺区）

06-6776-1312 06-6776-1313 spbt2799@wit.ocn.jp

西森保子

保育士・調理師

超勤も少なく、有給もとりやすい現場です。仕事も趣味も楽しもう！！がモットーの職場です。

66 社会福祉法人 マナ会

【保育所】みつばさ保育園、にじの木保育園、いずみの保育 大阪市鶴見区今津中4丁目4-22
園（すべて鶴見区）

06-6967-3455 06-6967-3465 mitubasa@nifty.com

迫佐恵子

保育士

こどもも職員も主体性を大切にして、その人らしく仕事や生活を営んでいます。

F

67 社会福祉法人 みおつくし福祉会

大阪市内 保育所１５カ園（生野区、城東区、鶴見区、平野
区、西淀川区、住之江区、東成区、阿倍野区、東淀川区、 大阪市西淀川区御幣島５－１０－２６
此花区、北区、西区、西成区）、保育所型認定こども園１カ
園（東住吉区）を紹介

06-6473-2890 06-6473-2957 kamino@miracle.ocn.ne.jp

古賀

保育士・栄養士・調理師

「大阪をしょって立つ法人へ」
一緒にがんばりましょう

F

68 社会福祉法人 みのり園

【保育所】みのり園（東淀川区）

06-6328-5500 06-6328-4749 minori-n@tempo.ocn.ne.jp

伊東雅美

保育士

ブログで園での様子を載せています。https://ameblo.jp/minori-en/ （みのり園のブログ）

F

69 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（都島区）、友
渕児童センター（都島区）、成育児童センター（城東区）、
【保育所】都島乳児保育センター、都島第二乳児保育セン 大阪市都島区都島本通３－４－３
ター、都島東保育園、都島桜宮保育園、都島友渕乳児保育
センター（すべて都島区）

06-6921-0321 06-6924-2055 saiyou@miyakojima.or.jp

木下

保育士・保育教諭

『見学会を行います。若手職員とのおしゃべりタイムもあり、気軽に参加していただけるような内容を準備してい
ます。お待ちしております』

F

70 社会福祉法人 みやび

【保育所】ソフィア南堀江保育園（西区）、ソフィア稲荷保育
園（浪速区）、ソフィア歌島保育園（西淀川区）、【小規模保
育事業所Ａ】ソフィア南堀江乳児保育園（西区）、ソフィアみ 大阪市西区南堀江３－１３－５－2階
どり保育園（鶴見区）、【企業主導型】ソフィア南堀江保育園
企業内保育園（西区）

06-6532-3017 06-6532-3018 sophia-minamihorie@yahoo.co.jp

渡口、松村

保育士・栄養士・調理師・子育て支援員

勤務先相談可。私たちと共に子どもたちに囲まれて仕事をしてみませんか。

F

71 社会福祉法人 麦の穂

【保育所】ひばり保育園（福島区）、中之島ひばり保育園（福
島区）、東中浜ひばり保育園（城東区）、【幼保連携型認定こ
ども園】海西ひばりこども園（福島区）、【小規模保育事業所 大阪市福島区玉川１丁目６番２号
Ａ】ほっこりひばり保育園（福島区）、のだふじひばり保育園
（福島区）

06-6444-1225 06-6444-1226 hibarihoikuen@herb.ocn.ne.jp

角上美恵子

保育士・栄養士

大きな保育園から小さな保育園まで選ぶことができます。自分にあった保育園で働いてみませんか。

F

72 社会福祉法人 園、がもう保育園、にしながほり保

【保育所】もろぐち保育園（鶴見区）、よこづつみ保育園（鶴 大阪市鶴見区諸口１－６－２３
見区）、がもう保育園（城東区）、にしながほり保育園（西区）

06-6915-8558 06-6915-8530 keiaikai@air.ocn.ne.jp

徳村優

保育士・調理師

ＰＲポイントは「働きやすさ」です。職員間の仲が良く、全クラス複数担任制で残業もほぼなく、有給・育休も取
得できます。

【小規模保育事業所Ａ】みゆきっこつばめ保育園、みゆきっ 大阪市淀川区木川西４－１－３７
こそら保育園（すべて淀川区）

06-4862-6955 06-4862-7246 miyuki-sora@snow.ocn.ne.jp

幸元 裕

保育士

最寄駅から梅田へ４分、ミナミへは１４分と立地が良い。子ども達との１対１での関わりを大切に、家庭的な保
育を心掛けています。

F

光の園 幼保連携型認定こども園
光の園幼稚園

不易創造館 認定こども園 ポート
タウン保育園

ポピンズ

もろぐち保育園、よこづつみ保育
育園

大阪市東淀川区大桐５－１５－３６

G

73 学校法人

G

74 社会福祉法人 陽気福祉会

【保育所】明の守保育園（淀川区）、第二明の守たまつ保育 大阪市東成区玉津２丁目３番１４号
園（東成区）

06-6977-5100 06-6977-5111

杉本

保育士

職員間の人間関係を大切にし、子ども達と一緒に楽しめる保育を心がけています。

G

75 社会福祉法人 淀川ベビー保育園

【保育所】淀川ベビー保育園、宮原分園、東三国分園、塚本 大阪市淀川区田川１丁目４番１８号
分園（淀川区）

06-6300-1129 06-6300-0460 yodogawa-n@ans.co.jp

伊東雅彦

保育士

ほめる保育、子どもの特色に合わせた保育、あそび保育を保育目標としている保育園です。

G

76 社会福祉法人 路交館

【幼保連携型認定こども園】聖愛園、あすなろ、豊新聖愛園 大阪市東淀川区東淡路２－１５－１０ 社会福祉法人路交館
06-6321-3955人事部
06-6324-6700 saiyou@rokoukan.or.jp
（すべて東淀川区）

枝本順三郎

保育士

山添学園

G

77 株式会社

ワークプロジェクト

【小規模保育事業所Ａ】こぐまの森保育園梅田園（北区）、こ
ぐまの森保育園日本橋園、なんばカナリア保育園（すべて 大阪市北区曽根崎２－５－１０
浪速区）

06-6314-3900 06-6314-3901 murakami@workproject.co.jp

村上

保育士・子育て支援員

勤務先はいずれも駅から徒歩５分以内の便利な所にあります。２０代～４０代まで幅広い年代の先生が活躍さ
れてます！

