
保育科　主な就職先（進路） ２０１５年５月１日現在

愛真幼稚園 愛光幼稚園 池田保育園 暁の星幼稚園 芦屋町山鹿保育所 筑紫保育園
あおば幼稚園 九州女子大学附属折尾幼稚園 石峰保育所 赤間くるみ幼稚園 伊加利小鳩保育園 香春町保育士
青山幼稚園 東郷瞳幼稚園 大蔵保育園 えびつ幼稚園 オリーブ保育園 築上町保育士
あかつき幼稚園 日の丸幼稚園 大鳥居保育園 岡垣第一幼稚園 コスモス保育園 津屋崎保育園
あかね幼稚園 吉田幼稚園 大浜保育園 苅田第一幼稚園 西海保育園 舞鶴保育園
あけぼの幼稚園 西門司幼稚園 片野保育園 きらきら星幼稚園 静ヶ丘保育園 みのり保育園
いずみ幼稚園 槻田くるみ幼稚園 神岳保育園 きりん幼稚園 清水保育園 中間みなみ保育園
長行幼稚園 天心幼稚園 上富野保育所 久留米あかつき幼稚園 淨照保育園 中尾保育所
おひさま幼稚園 日吉幼稚園 北九州市福祉事業団 志免幼稚園 浄蓮寺保育園 八津田保育園
お宮の里幼稚園 乳山幼稚園 北九州市保育士 浄徳寺幼稚園 仁愛保育園 福丸保育園
上津役幼稚園 八幡みなみ幼稚園 北九州乳児院 浄福寺幼稚園 清高保育園 平等寺保育園
木町幼稚園 八幡花園幼稚園 小百合保育園 聖愛幼稚園 善立寺保育園 野ばら保育園
敬愛幼稚園 尾倉幼稚園 白野江保育園 高宮カトリック幼稚園 そよ風保育園 和光保育園
小倉瞳幼稚園 浜町幼稚園 清心保育園 田川カトリック幼稚園 第１ひまわり保育園 鞍手乳児院
こじか幼稚園 門司こばと幼稚園 南部保育園 中間南幼稚園 宝保育園 恵光園
こみね星ヶ丘幼稚園 門司瞳幼稚園 日豊保育園 西徳寺幼稚園 ちどり保育園 田川湯山荘
こみね幼稚園 門司幼稚園 春の町保育園 日善幼稚園 つくし保育園 月の輪学園
志井幼稚園 緑ヶ丘幼稚園 藤松保育園 野菊幼稚園 つぼみ保育園 穂波学園
シオン山幼稚園 あおば乳児保育園 別所保育園 はぶ幼稚園 南部保育園 玄海はまゆう学園
下上津役幼稚園 あけぼの愛育保育園 三ツ葉保育園 日の里幼稚園 はらいごう保育園 昭和学園
第二文化幼稚園 旭ヶ丘保育園 若園保育所 ひらばる幼稚園 東築城保育園 瑞穂学園
でんき幼稚園 あさひ保育園 若竹保育園 福岡女学院幼稚園 ひかる保育園 福岡育児院
とみの幼稚園 足原だきしめ保育園 光沢寺保育園 みずほ幼稚園 日の里東保育園
成松幼稚園 あゆみ共同保育所 高須保育園 もんじゅ幼稚園 ほほえみ保育園
光沢寺中井幼稚園 いちご保育園 済美保育園 大和幼稚園 まみぃ保育園
フレンズ幼稚園 おぐまの保育所 三郎丸保育園 レバノン幼稚園 丸山保育園
本城西幼稚園 きくが丘保育園 初音保育所 愛生幼稚園 明星保育園
本城東幼稚園 葛原保育園 小倉北ふれあい保育所 愛宕幼稚園 若草保育園
むつみ幼稚園 こじか保育園 神田杉の実保育園 遠賀中央幼稚園 芦屋保育園
山の手学院幼稚園 古城保育園 杉の実乳児保育園 苅田みどり幼稚園 宇島乳児保育園
湯川カトリック幼稚園 さかえ保育園 聖愛保育園 苅田幼稚園 宇島保育園
わしみね幼稚園 さくら保育所 西教寺保育園 恵星幼稚園 五十川保育園
教学寺幼稚園 曽根保育園 千防保育所 行橋カトリック幼稚園 御幸保育園
穴生幼稚園 高見の森保育園 双葉保育園 森の木幼稚園 香住ヶ丘保育園
戸畑天使園 つばさ保育園 則松保育園 水巻聖母幼稚園 砂山保育園
幸幼稚園 ナオミ愛児園 大川保育園 水巻中央幼稚園 山びこ保育園
高見幼稚園 のぞみ保育園 鎮西保育園 水巻幼稚園 志免保育園
高須幼稚園 ひかり保育園 塔野保育園 中間東幼稚園 小竹町立保育所
済世第一幼稚園 ふたば保育園 到津乳児保育園 直方セントポール幼稚園 新宮つぼみ保育園
済世第二幼稚園 マリア保育園 米町保育園 東郷信愛幼稚園 新生第一保育園
志徳幼稚園 みずほ野保育園 北九州市戸畑民生事業協会 奈多幼稚園 新入ひまわり保育園
若松天使園 みのり保育園 北九州市小倉社会事業協会 博多南幼稚園 深坂保育園
小石幼稚園 ゆたか保育園 北九州市保育事業協会 博多学園 水巻みなみ保育所
小倉カトリック幼稚園 ルンビニー保育園 本城西保育園 白菊幼稚園 水巻吉田保育園
神理幼稚園 れんげの花保育園 暁の金学園 白水学園 水巻第三保育所
星和台幼稚園 愛の園保育園 小池学園 飯塚聖母幼稚園 水巻北保育所
清和幼稚園 花かご保育園 こもれび学園 美和台幼稚園 勢門幼児園
聖ヨゼフ幼稚園 花園保育園 聖小崎ホーム あおぞら保育園 聖光保育園
浅川幼稚園 朽網保育園 若松児童ホーム あかつき保育園 西徳寺保育園
徳力団地幼稚園 金田保育園 小倉みどり園 あじさい保育園 青い鳥保育園
霧ヶ丘幼稚園 光沢寺第二保育園 天使育児園 おんがの保育園 赤間保育園
緑ヶ丘・第二幼稚園 足原保育園 門司ヶ関学園 くろだ保育園 双葉保育園

保育専門職（幼稚園教諭・保育士）
[北九州] [福岡(北九州を除く)]



保育科　主な就職先（進路） ２０１４年５月１日現在

[佐 賀] [大 分] [大 分] [鹿児島] [山 口] [愛 媛]
江北幼稚園 大分明星幼稚園 坂ノ市保育園 あおい幼稚園 石井手保育園 椿幼稚園
神野幼稚園・保育園 カトリック臼杵幼稚園 小羊保育園 阿久根めぐみ幼稚園 清末保育園 [大 阪]
錦華幼稚園 カトリック坂ノ市幼稚園 高森保育園 伊集院幼稚園 錦江保育園 大阪乳児院
三瀬保育園 カトリック鶴崎幼稚園 天心保育園 枕崎幼稚園 琴崎保育園 中野こども病院
山内保育園 小楠幼稚園 南部こども園 すみれ保育園 小波保育園 路交館
山本保育園 どんぐり幼稚園 日隈保育園 大心寺二葉保育園 貞源寺保育園 [神奈川]

[長 崎] 日田ルーテル幼稚園 都野保育所 益山保育園 下関みらい小月保育園 長福寺幼稚園
アソカ北幼稚園 ひまわり幼稚園 山の手保育園 玉里団地保育園 真珠保育園 ひかり学園
桜の聖母幼稚園 平松学園 双葉保育園 [沖 縄] のあ保育園 湘南やまゆり学園
広田幼稚園 三隈幼稚園 竹田保育所 コスモ保育園 花岡保育園 日吉本町開善保育園
相浦幼稚園 明照幼稚園 中央保育園 なごみの広場保育園 ぱんだ保育園 [千 葉]
友愛社会館幼稚園 めぐみ幼稚園 東八幡保育園 [山 口] ひえだ保育園 まどか保育園
あおぞら保育園 もりまち幼稚園 敷戸保育園 いちょう幼稚園 ひまわり保育園 [埼 玉]
さつき保育園 やまばと幼稚園 封戸保育園 宇部鴻城高等学校附属幼稚園 二葉保育園 光の家療育センター
ひかり保育園 愛隣幼稚園 弁天保育園 小野田小百合幼稚園 みすづ保育園 [茨 城]
もみじが丘保育園 月隈幼稚園 豊川保育園 鴻城高等学校附属幼稚園 みそら保育園 二葉幼稚園
愛宕保育園 真愛幼稚園 豊田保育園 佐波幼稚園 みどり保育園 [東 京]
愛児保育園 聖公幼稚園 友愛保育園 周南小さき花幼稚園 めばえ保育園 こどもの森
中央保育園 双葉ヶ丘幼稚園 和光保育園 徳山めぐみ幼稚園 森野保育園 日本保育サービス
島地シティ夜間保育園 敷戸ふない幼稚園 宇佐市保育士 南陽幼稚園 弥生保育園 一般企業
保育所海光園 別府真愛幼稚園 別府市保育士 西宇部小百合幼稚園 ゆたか保育園 新日鐵住金八幡製鐵所

[熊 本] 和順幼稚園 中津市保育士 西円寺幼稚園 るんびに保育園 ＪＲＡ日本中央競馬会
さくら幼稚園 葵保育園 上毛町保育士 萩光塩学院幼稚園 わかば保育園 日本通運
阿蘇中央幼稚園 青山保育所 別府永生会 光華幼稚園 和光保育園 九州旅客鉄道
花陵幼稚園 市浜保育園 別府平和園 福王幼稚園 愛光園 ＪＴＢ九州
九州学院みどり幼稚園 臼杵保育園 大分県福祉会  マリア幼稚園 王司保育園 福岡銀行
湖東学園 くるみ保育園 佐伯民生福祉会 明光幼稚園 吉田緑保育園 北九州銀行
第２さくら体育幼稚園 さくらんぼ保育園 [宮 崎] めぐみ幼稚園 鏡山保育園 西中国信用金庫
南関ひまわり幼稚園 四恩保育園 えほんの森幼稚園 もみじ幼稚園 山口保育園 日専連ベネフル
肥後菊幼稚園 しらとり保育園 大淀幼稚園 山口天使幼稚園 勝山保育園 小野健
武蔵ヶ丘幼稚園 しろばと保育園 花ヶ島幼稚園 愛光幼稚園 清和保育園 信和鋼板
くすの木保育園 すみれ保育園 光が丘幼稚園 旭ヶ丘幼稚園 聖母園 くろがね工業
やまびこ保育園 聖愛保育園 妻ヶ丘幼稚園 安岡幼稚園 西光保育園 ロジコム
子羊保育園 たかお保育園 生目幼稚園 下関国際高等学校付属幼稚園 専立寺保育園 ルネ
揚町保育園 なのみ保育園 川島幼稚園 下関天使幼稚園 東光保育園 イトキン
城南ふたば保育園 ひかり保育園 東幼稚園 海の星幼稚園 東山保育園 ヒマラヤ
肥後っ子保育園 ひばり保育園 白百合幼稚園 暁の星幼稚園 東保育園 三鈴
文政保育園 ひまわり保育園 富高幼稚園 真珠幼稚園 藤山保育園 エクノス
八代ひかり福祉会 みそら保育園 かたひら保育園 第二るんびに幼稚園 楠木保育園 九州石油ガス

[大 分] みどり保育園 こばと保育園 長府幼稚園 夢の星保育園 大分みらい信用金庫
アソカ幼稚園 やまびこ保育園 さくら保育園 日の出幼稚園 木の実保育園 山口銀行
カトリック海星幼稚園 暘谷保育園 白浜学園 富田幼稚園 下関市立（保育所・幼稚園） 山口合同ガス
カトリック佐伯幼稚園 安心院保育園 橘保育園 妹背幼稚園 長門市保育士 山口トヨタ自動車
とぜん幼稚園 河内保育園 伊達保育園 牟礼幼稚園 平生町（保育所・幼稚園） ナロック
どんぐり幼稚園 亀川保育園 つくしんぼ保育園 夜市幼稚園 下関大平学園 農水フーズ
なぎさ幼稚園 光洋保育園 日向保育園 あおい保育園 中部少年学院 [編入学]
のだ山幼稚園 光保育園 ふたば保育園 きらきら保育園 ふたば園 西南学院大学
ひまわり幼稚園 佐伯聖徳保育園 緑ヶ丘保育園 くりのみ保育園 くすの園 九州産業大学
まきの幼稚園 山茶花保育園 門川保育園 しおかぜの里保育園 [島 根] 福岡女学院大学
みどり幼稚園 若草保育園 三松保育園 しょうや保育園 益田幼稚園 日本福祉大学
みのり幼稚園 正光保育園 杉の子保育園 でしまつ保育園 [広 島] 恵泉女学園大学
もりまち幼稚園 扇田保育園 大谷朋保育園 にこにこ保育園 栗原保育園 関西学院大学

保育専門職（幼稚園教諭・保育士）


