
保育士 子育て
支援員

栄養士 調理師 看護師 その他

A-1 アートチャイルドケア 株式会社 アートチャイルドケアパンプキンガーデン天満橋
アートチャイルドケア東淀川

中央区
東淀川区

小規模A型
保育所[園]

✔
お子様の成長を見守りながら、あなた自身も成長していく実感とよろ
こびをACCでぜひ体験してください！

A-2 社会福祉法人 旭ヶ丘学園 きたの旭ヶ丘学園 北区 保育所[園] ✔ 梅田から歩いて徒歩10分以内。「楽しい保育」をしてみませんか。

A-3 社会福祉法人 阿望仔
望之門保育園
マナ乳児保育園
ナルド夜間保育園

阿倍野区 保育所[園] ✔
一人ひとりが大切にされる保育園です。
育児担当制・たてわり保育に取り組んでいます。

A-4 社会福祉法人 イエス団
天使保育園
天使虹の園
天使ベビーセンター

此花区 保育所[園] ✔
キリスト教の保育園で、育児担当制やコーナー保育、自然体験保育に
取り組んでいます。就職祝金20万円や家賃補助8万円もあります。

A-5 社会福祉法人 育伸会 わんわん保育園 城東区 保育所[園] ✔
乳児クラスは、複数担任制です。ピアノが苦手な方でも大丈夫！先輩
保育士がていねいに教えてくれますよ。

A-6 社会福祉法人 育和白鷺学園 育和白鷺学園
育和白鷺学園今林園

東住吉区 保育所[園] ✔
アルバイト職員を含めて、有給休暇の消化率は80％以上。毎年育児休
暇をとる職員がおり、産休育休のとりやすい、明るい職場

A-7 社会福祉法人 大阪あゆみ福祉会 あゆみ保育園
あゆみ東保育園

中央区 保育所[園] ✔ ✔
やりがいのある仕事です。子ども達とたくさん遊んで共感して一緒に
楽しい職場にしましょう。

A-8 社会福祉法人 大阪キリスト教社会館 めぐみ保育園
大阪市立千島保育所

大正区
保育所[園]
保育所[園]

✔ ✔ ✔
昭和山があり、市内にいながら自然がたくさんある保育園です。子ど
もの成長を一緒に見守り楽しく過ごしましょう。

A-9 社会福祉法人 大阪福祉事業財団
すみれ保育園
なかよしすみれ保育園
東桃谷幼児の園

城東区
城東区
生野区

保育所[園] ✔ ✔

大阪福祉事業財団には大阪府下６カ所に保育園があります。
保育士の研修や交流も大切にしています。
子ども達の成長を共に喜べ合える楽しい職場です。ぜひ一緒に保育の
仕事をしましょう。

A-10 社会福祉法人 大阪YMCA ＹＭＣＡとさぼり保育園
ＹＭＣＡあわざ保育園

西区 保育所[園] ✔ ✔

私たちはかけがえのないひとりひとりに大切に関わる保育を行いま
す。
両園とも最寄りの駅から徒歩７分。

A-11 社会福祉法人 柿の木福祉の園 長居保育園
長居保育園乳児センター

住吉区 保育所[園] ✔ ✔
ｷﾘｽﾄ教の愛の奉仕の精神をもとに､家庭的な雰囲気の中で健康な体と豊
かな心を育む｡

A-12 学習教室　秀英 有限会社 小規模保育園　育　三国園 淀川区 小規模A型 ✔
子ども12人、一人ひとりを大切にしています。
従業員が仲良くアットホームな雰囲気です。

B-13 社会福祉法人 鶴舟会 鶴町学園
Sweet Baby Garden(分園)

大正区 保育所[園] ✔ ✔
明るく元気な保育園です。有給休暇は全員が100％消化しています。
しっかり仕事をして ゆっくり休みをとり 楽しく元気に働きましょう。

B-14 社会福祉法人 金光寺福祉会 金光寺保育園 旭区 保育所[園] ✔ 0歳から2歳の乳児保育園で楽しく保育をしませんか？

B-15 学校法人 金蘭会学園 金蘭会保育園 北区 保育所[園] ✔
30年4月に開園した保育園。園庭の遊具・砂場が人気です。元気でキ
ラキラ笑顔あふれる先生を待っています。

B-16 株式会社 クオリス

クオリスキッズ北梅田保育園
クオリスキッズ中津三丁目保育園
クオリスキッズ三国本町保育園
クオリスキッズ新町保育園
クオリスキッズあべの橋保育園

北区
北区

淀川区
西区

阿倍野区

保育所[園]
小規模A型
保育所[園]
保育所[園]
保育所[園]

✔ ✔ ✔
共に園を盛り上げ、保育に対して熱い情熱のある方、一緒に子どもた
ちの笑顔のために働きませんか？

B-17 株式会社 クローバーコミニティー クローバーひまわり保育園 平野区 小規模A型 ✔
０・１・２歳のかわいい入園児たちを事務長・施設長を中心に家庭的
な雰囲気の中で保育をしています。

B-18 株式会社 ケア21 うれしい保育園都島
うれしい保育園玉造（H31開園）

都島区
中央区

保育所[園]
保育所[園]

✔ ✔
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-19 社会福祉法人 敬福会 東田辺コティ保育園
毛馬コティ保育園

東住吉区
都島区

保育所[園]
保育所[園]

✔
増改築工事で、園舎もきれいになり、針中野駅から近く静かな環境に
ある働きやすい保育園です。

B-20 社会福祉法人 恵友会

鶴見みどり保育園
鶴見みどり第二保育園
鶴見えのもと保育園
つるみ保育園
鶴見ぴよぴよ保育園

鶴見区

保育所[園]
保育所[園]
保育所[園]
保育所[園]
小規模A型

✔
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歳就学まえの園あり。

B-21 学校法人 鴻池学園 京町堀バンビ園 西区 小規模A型 ✔

大阪メトロ　中央線　阿波座駅より徒歩5分
靭公園に近く、四季折々の自然が身近に感じられます。
一緒に子ども達に囲まれお仕事しませんか。

B-22 社会福祉法人 幸陽会 あろんてぃあきっず　真法院町保育園（仮称） 天王寺区 保育所[園] ✔
2018年10月1日に開園する保育園です。一緒に保育を楽しみましょ
う！

B-23 社会福祉法人 さくらんぼ保育園 さくらんぼ保育園 平野区 保育所[園] ✔

・あそびを大切にした保育を展開
・保育士が自信を持って動けるよう、園内研修で救急法や障がい児保
育など実施

B-24 社会福祉法人 さざんか福祉会 どろんこ保育園 住之江区 保育所[園] ✔

0歳児から5歳児まで、97名定員のみんなの顔が見えるアットホーム
な保育園です。こどもが大好きな明るい先生を募集しています。一緒
に働きましょう。

C-25 社会福祉法人 昇人会 （仮称）かきつばた保育園 住吉区 保育所[園] ✔ ✔ ✔
平成３１年４月開園予定のピカピカの保育園（９９名）です。皆さん
と一緒に築き上げていきましょう！

C-26 社会福祉法人 松稲会
マザーシップ新梅田保育園
マザーシップ船場保育園
マザーシップ上新庄保育園（平成31年4月開園予定）

北区
中央区

東淀川区
保育所[園] ✔ ✔ ✔ ✔

マザーシップの保育園は、モンテッソーリ教育を取り入れ、創造的で
おだやかに見守る保育を行っています。

C-27 社会福祉法人 聖徳会 天王寺駅前おおぞら保育園 天王寺区 保育所[園] ✔
当園の屋上では、本格的に野菜や果物を栽培しています。ぜひ一度見
学にお越し下さい。

C-28 社会福祉法人 松輪会 きらら保育園 城東区 保育所[園] ✔
駅近で築４年のきれいな保育園です。かわいい子どもたちと一緒に成
長しませんか。

C-29 社会福祉法人 大阪愛保会 新町保育園
新町第２保育園

西区
西区

保育所[園] ✔
西区の中心で西長堀駅３分以内、３保育所が近く交流が出来相乗効果
が大きい

C-30 株式会社 S・S・M

ぬくもりのおうち保育　春日出中園
ぬくもりのおうち保育　生江園
ぬくもりのおうち保育　桜川園
ぬくもりのおうち保育　城東中央園
ぬくもりのおうち保育　ちぶね園
ぬくもりのおうち保育　生野区役所園

此花区
旭区

浪速区
城東区

西淀川区
生野区

小規模A型
小規模A型
小規模A型
小規模A型
小規模A型
小規模A型

✔ ✔ ✔ ✔

19名以下の小規模保育園を関西、東海、関東で計30数園展開してお
ります。一人ひとりと密に関われ算業もなく行事に終われる心配ござ
いません。是非ブースでお待ちしております。

C-31 社会福祉法人 水仙福祉会 風の子保育園
風の子ベビーホーム

東淀川区 保育所[園] ✔ 利用児・者と職員、まっすぐに見つめあう視線こそ、水仙福祉会

C-32 特定非営利活動法人 スポキッズ たっち小規模保育 旭区 小規模A型 ✔ ✔ ✔
平成30年4月に開園した保育園です。元気な子どもたち、保育職員と
一緒に楽しく仕事をしてみませんか。

C-33 社会福祉法人 清栄会 阿さひ保育園 阿倍野区 保育所[園] ✔
大阪に南玄関口天王寺駅に徒歩10分ぐらいQズモールでショッピン
グ、通勤の交通機関がとても便利です。

C-34 株式会社 成学社

東三国かいせい保育園
東成かいせい保育園
聖和かいせい保育園
中崎町かいせい保育園
かいせいプチ保育園　森小路園
かいせいプチ保育園　天満橋園
かいせいプチ保育園　鶴見園
かいせいプチ保育園　東三国園
吉野かいせい保育園

淀川区
東成区

天王寺区
北区
旭区
北区

鶴見区
淀川区
福島区

保育所[園]
保育所[園]
保育所[園]
保育所[園]
小規模A型
小規模A型
小規模A型
小規模A型
保育所[園]

✔ ✔ ✔ ✔
大阪市内に12園運営。更に新開園予定！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。

C-35 社会福祉法人 成光苑
東生野愛育園
くるみ愛育園
くるみ小規模保育園

生野区
保育所[園]
保育所[園]
小規模A型

✔ ✔

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。

C-36 社会福祉法人 聖天奉仕会 保育所　和光園 福島区 保育所[園] ✔ ✔
街の中にある緑豊かなのんびりした園です。子ども好きな方、ぜひお
越しください。

D-37 社会福祉法人 創の会 北田辺保育園 東住吉区 保育所[園] ✔
保育園での生活やあそびを通して色々な力を身につけ、個性を育み仲
間と育ち合うことを大切に保育をおこなっています

D-38 社会福祉法人 大五京 メリーポピンズこども園
ポラリスこども園

淀川区 保育所型認定こども園
幼保連携型認定こども園

✔ ✔ 教育・保育共にお子さまのために最善を尽くすこども園です。

D-39 社会福祉法人 大念仏寺社会事業団
いちょう保育園
いちょうベビーセンター
南生野いちょう保育園

平野区
平野区
生野区

保育所[園]
保育所[園]
保育所[園]

✔

いちょう保育園（平成17年）いちょうベビーセンター（平成29年）
南生野いちょう保育園（平成27年）それぞれが改築した新しい環境の
保育園です。働きやすいですよ！

D-40 社会福祉法人 太陽福祉会
（仮称）太陽南堀江保育園
あろは保育園
あろは保育園　阿倍野園

西区
西区

阿倍野区

保育所[園]
小規模A型
小規模A型

✔ ✔
31年4月より、南堀江にて、78名定員の保育園を新規開園します。
西区のあろは保育園とは連携施設となります。
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D-41 社会福祉法人 大領福祉会 大領保育園 住吉区 保育所[園] ✔
子どもを大切にし、保護者から信頼される保育園を目指しています。
一緒に子どもの成長を見守りませんか。

D-42 学校法人 たつみ学園 ながいけ認定こども園 阿倍野区 幼保連携型認定こども園
✔

（保育教諭）
1～3年目の保育者が多く、風通しの良い職場です。こどもが育ち、保
育者も育つ、共に育ち成長しましょう。

D-43 社会福祉法人 たらちね事業会
認定こども園ファミリー
ファミリー保育園ジュニア
認定こども園ファミニーチシマ

大正区
保育所型認定こども園

保育所[園]
幼保連携型認定こども園

✔ 笑顔あふれる職場です。一緒に働き楽しい毎日をすごしましょう。

D-44 社会福祉法人 智恩福祉会 堀江敬愛保育園
立売堀敬愛保育園

西区 保育所[園] ✔ ✔ ✔
✔

（准看護士）

駅から徒歩５分内。自転車通勤も可。かわいい子供たちと共に、成長
していく喜びを、一緒に感じませんか。

D-45 社会福祉法人 ちとせ交友会
船場ちとせ保育園
天満ちとせ保育園
豊崎ちとせ保育園

中央区
北区
北区

保育所[園] ✔ ✔ ✔ まだまだ新しい保育園ですが、一緒に頑張ってみませんか？

D-46 社会福祉法人 司福祉会 つみき保育園 東成区 保育所[園] ✔ ✔
子どもの成長を見守りながら、自分自身も人として成長できる、やり
がいのある仕事を楽しい仲間と

D-47 株式会社 つばき

ほわいと保育園　住吉
ほわいと保育園　東粉浜
ほわいと保育園　南港北
ほわいと保育園　瓜破東

住吉区
住吉区

住之江区
平野区

保育園
小規模A型
小規模A型
小規模A型

✔
✔

（幼稚園教諭）

ほわいと保育園では、週休二日制やリフレッシュ休暇2日、交通費全
額支給など福利厚生が充実しています！一緒に楽しい保育をしません
か♪

D-48 社会福祉法人 つむぎ福祉会 ポプラ保育園
千代崎ポプラ保育園

西区 保育所[園] ✔ 子ども時代にしかできない経験を大切にする保育園です。

E-49 株式会社 テノ.コーポレーション

ほっぺるランド鶴見緑地
ほっぺるランド国津橋
ほっぺるランド新高
ほっぺるランド天王寺上本町

鶴見区
西区

淀川区
天王寺区

保育所[園] ✔ ✔ ✔
定員70～80名の保育園です。少人数クラスで派手な行事はできませ
んが、日々の保育を大切にしている優しい保育園です。

E-50 社会福祉法人 伝法福祉会 勢至学園保育所
勢至学園西九条園

此花区 保育所[園] ✔
いつも明るく、正しく、仲良くを目標に子どもの持っている限りなき
可能性を大事にする保育を実践しています。

E-51 社会福祉法人 ともしび福祉会 ともしび保育園 東淀川区 保育所[園] ✔
阪急京都線崇禅寺駅へは梅田より6分、最寄り駅より徒歩7分以内。駅
近の園庭の広い明るい保育園で私たちと一緒に保育をしませんか。

E-52 株式会社 なーと こどもなーと保育園 東淀川区 小規模B型 ✔ ✔ ✔
子どもとゆっくり関わることのできる小規模園で楽しくお仕事してみ
ませんか。

E-53 社会福祉法人 なみはや福祉会

大阪市内　保育所３６カ園（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、中央区、住之江区、東住吉区、福島区、阿倍野
区、西淀川区、東成区、此花区、鶴見区）

東淀川区　他
　計18区

保育所[園] ✔ ✔

E-54 株式会社 ニチイ学館 ニチイキッズ木川東保育園
ニチイキッズ都島保育園（仮）

淀川区
都島区

小規模A型
保育所[園]

✔ ✔
19名定員の小規模認可園、木川東保育園と都島区に90名定員の認可
保育園が来春開園！一緒にお仕事しませんか？

E-55 社会福祉法人 野の花福祉会 のぎく保育園 鶴見区 保育所[園] ✔
子ども達にとって豊かで温かい土壌でありつづける保育園でありたい
と思っています。

E-56 社会福祉法人 博愛社 博愛社保育園 淀川区 保育所[園] ✔
緑豊かな環境の中の施設です。私たちと一緒に子どもたちに囲まれて
お仕事しましょう。

E-57 株式会社 パソナフォスター キッズハーモニー・なかのしま
キッズハーモニー・あべの

北区
阿倍野区

小規模A型
小規模A型

✔
2018年4月オープンの新規園　こどもたち一人ひとりに寄り添いな
がら笑顔溢れる保育園を作っていきませんか。

E-58 株式会社 パワフルケア RICホープ西成保育園 西成区 小規模A型 ✔
19名という小規模保育園です。ゆったりとした空間で毎日過ごしてい
ます。

E-59 株式会社 ビティー
すまいる保育園すこやか
すまいる保育園山之内
すまいる保育園平野

阿倍野区
住吉区
平野区

小規模A型 ✔ ✔
子どもには『第二の家庭』・保護者には『ともに育てる』をモットー
に、子どもにとって最善の利益となる園を目指します。

E-60 社会福祉法人 日の出学園
日の出学園
日の出巽西園
日の出さなだやま園

生野区
生野区

天王寺区

幼保連携型認定こども園
保育所[園]
保育所[園]

✔ こどもと一緒にたのしく成長しましょう！

F-61 社会福祉法人 向日葵福祉会
茨田大宮保育所
茨田東保育所
清水保育所

鶴見区
鶴見区
旭区

保育所[園] ✔
アットホームな雰囲気と職員の笑顔が自慢です。インクルーシブ保育
をしています。

F-62 株式会社 プライムツーワン

ぴっころきっず谷町園
ぴっころきっず新梅田園
ぴっころきっず中央区役所園
ぴっころきっず中津園
ぴっころきっず北区役所園

中央区
北区

中央区
北区
北区

保育所[園]
保育所[園]
小規模A型
小規模A型
小規模A型

✔ ✔ ✔
小規模3園と認可保育園を２園を運営しておりますので、ご希望にあ
わせてご勤務可能です。見学もおまちしております。

F-63 社会福祉法人 邦寿会 つぼみ保育園 旭区 保育所[園] ✔

「つぼみの夢を咲かせましょう～。」あなたの夢もつぼみ保育園で実
現しませんか・・。こどもたちの笑顔と温かい職員に囲まれ毎日、幸
せな気持ちになることをお約束します。

F-64 宗教法人 本龍寺 花園和敬学園（大阪メトロ花園町） 西成区 保育所[園] ✔
子育ては己育て、教育は共育、親の背を見て子は育つ様に、子どもを
良くするには大人が手本に。そんな女性保育士を募集します。

F-65 社会福祉法人 誠会 末次保育園 平野区 保育所[園] ✔
子どもが生き生きと輝き成長するために毎日楽しい保育活動を取り組
んでいます。人間関係も良い職場です。

F-66 学校法人 松尾学園 認定こども園淀川幼稚園 都島区 幼稚園型認定こども園
✔

（幼稚園教諭の資
格必要）

本園は、明るい保育室と広い園庭という恵まれた環境で「のびのび」
をモットーの少人数の幼稚園です。

F-67 社会福祉法人 マナ会
みつばさ保育園
にじの木保育園
いずみの保育園

鶴見区 保育所[園] ✔
感謝する心を育む・上部な身体を育む・頑張る意欲を育むを目標に保
育を進めています。働きやすい職場です。

F-68 社会福祉法人 水と緑の地球と 生野こもれび保育園 生野区 保育所[園] ✔
体力に自信のある方必見です。バスケットボールや山登り、遠足、畑
での野菜作りなど、私たちと一緒に太陽をたくさん浴びませんか。

F-69 みとうメディカル 株式会社 みとう保育園（平成31年4月開設予定）
みとう保育ルーム

住吉区
保育所[園]
小規模A型

✔ ✔ ✔
一人ひとりを大切にし、少人数のアットホームな保育園です。みとう
保育園は平成31年4月より新設されます。

F-70 社会福祉法人 みのり園 みのり園 東淀川区 保育所[園] ✔
東淀川区にある0歳児から5歳児までの保育園です。
アットホームで保育に集中して頂ける環境です。

F-71 社会福祉法人 聖花福祉会 聖花保育園 西淀川区 保育所[園] ✔
JR「大阪」駅のとなり「塚本」駅が最寄駅です。迷ったら「聖花（み
はな）」のブースまでどうぞ！お待ちしております！

F-72 社会福祉法人 都島友の会

都島児童センター
友渕児童センター
成育児童センター
都島東保育園
都島桜宮保育園
都島乳児保育センター
都島第二乳児保育センター
都島友渕乳児保育センター

都島区
都島区
城東区
都島区
都島区
都島区
都島区
都島区

幼保連携型認定こども園
幼保連携型認定こども園
幼保連携型認定こども園

保育所[園]
保育所[園]
保育所[園]
保育所[園]
保育所[園]

✔
✔

（保育教諭）

「見学会を行っています。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おります。お待ちして
おります！」

G-73 学校法人 山添学園 みゆきっこつばめ保育園
みゆきっこそら保育園

淀川区
小規模A型
小規模A型

✔

マンツーマンの関わりを大切にし、子ども達一人一人に合った保育を
心掛けています。また職員を多く配置していることから、有給休暇取
得や研修参加も豊富に実現できます。

G-74 社会福祉法人 遊星会 りんりん保育園 西区 保育所[園] ✔ ✔ 阿倍野区にて新設保育所予定

G-75 社会福祉法人 ゆりかご会 ゆりかご保育園
ゆりかご第２保育園

城東区 保育所[園] ✔
本園、第２保育園共１００人前後のこじんまりした保育園です。本園
が建て替えられて新しくなりました。

G-76 社会福祉法人 隆生福祉会 ゆめ中央保育園
ゆめ玉造元町保育園（仮称）

中央区
天王寺区

保育所[園] ✔
就活中の皆さん！貴女の不安すべてクリアしますよ！2019年4月姉
妹園が新規オープン（大阪市天王寺区）

G-77 社会福祉法人 檸檬会
レイモンドみてじま保育園
レイモンド西淀保育園
レイモンド梅田北保育園

西淀川区
西淀川区

北区
保育所[園] ✔ ✔

乳児だけの小さな園です。育児担当制。
一人ひとりに寄り添う保育を実施しています。

G-78 社会福祉法人 蓮華会 れんげ保育園 此花区 保育所[園] ✔
お釈迦さまの教えを保育目標としています。若い保育士も多く、和や
かな雰囲気の中で、大変働きやすい保育園です。

G-79 社会福祉法人 ロザリオ福祉会 愛育保育園 城東区 保育所[園] ✔
これから保育士を目指す方、転職をお考えの方、私たちと一緒に頑張
りましょう。是非、園見学にお越しください。

G-80 株式会社 ワークプロジェクト こぐまの森梅田園
こぐまの森日本橋園

北区
浪速区

小規模A型 ✔
全施設が最寄駅から徒歩５分以内ですので、通勤も楽々です。職員の
定着率もバツグンです！

G-81 社会福祉法人 わかば保育園 わかば保育園
わかば第二保育園

生野区 保育所[園] ✔ ✔
20代～50代と幅広い年齢層で、全員でフォローしながら子どもを第
一に頑張りましょう。

G-82 社会福祉法人 和修会 大阪市立鶴町保育所
大阪市立下新庄保育所

大正区
東淀川区

保育所[園] ✔
昇給・賞与や各種手当をはじめ福利厚生が充実！経験豊富な方から若
い方までバランスよくいて働きやすい職場です。
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