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2023（令和5）年３月卒業予定の学生。
すぐ働きたい卒業生や
一般の方もぜひおこしください。

保育士、栄養士、調理師、看護師

当日エントリーです。直接会場へ
お越しください。

対象となる方

募 集 職 種

申し込み方法

＊保育士なんでも相談コーナー
＊栄養士・調理師相談コーナー
＊就職総合相談コーナー

相 コ談 ーナー

＊ 出展する保育園が舞台の上で20秒間ずつ
園の紹介をします。園の雰囲気をまとめ
て見られる良い機会ですのでぜひ！

20 間秒 マイクアピール

（公社）京都市保育園連盟  事務局　〒604-0883 京都市中京区間之町通竹屋町下る楠町601-1 こどもみらい館3F
TEL：075-253-3186　FAX：075-253-3188　Mail：hoikuen@renmei.email　URL：http://kyotoshihoikuenrenmei.com

京都市保育園連盟 検 索お問い
合わせ

▲  各園が個別に説明します。遠慮せず
どんどん質問してみよう！

▼現場の保育士と直接話せます▼  アピールタイムでは特色豊かな園が
たくさん登場

京都市・京都府の保育園が大集合
・認定こども園

!

※  出展園が変更になることがありますのでご了承ください。なお、ホームページに最新情報を公開していますので、ご覧ください。
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5/13（予定）ホームページリニューアルします!
「せんぱいトーク」や「Ｑ＆Ａコーナー」を充実！ 出展園の詳細について事前にCHECK!告知

事前エントリーして
来場した方に

QUOカード 500円分を
プレゼント!!
当日参加もOK!
● 5/27（金） 
　 17:00〆切
● 先着200名まで

5ブース
回った方には
さらにもう1枚
プレゼント

来場者特典

●出展園（京都市）
所在地 保育園・認定こども園名
北 区 大徳寺保育園
北 区 上総幼児園
北 区 上賀茂こども園
北 区 柊野保育園
北 区 たかがみねこども園
上京区 こぐま白雲北保育園
上京区 せいしん幼児園
上京区 第二せいしん幼児園
上京区 京都わかば園
上京区 第二わかば園
左京区 松ヶ崎保育園
左京区 ペスタロッチ保育園
左京区 村松保育園

左京区 認定こども園
京都きらら幼稚園

左京区 認定こども園下鴨夢
左京区 あおぞら保育園
左京区 京都たからこども園
左京区 京都ふうりん保育園
中京区 月かげ保育園
中京区 月かげみどり保育園
中京区 六満こども園
中京区 朱七保育所
中京区 朱一保育園
中京区 おいけあした保育園
中京区 こぐま保育園
中京区 もりの詩保育園
中京区 中京みぎわ園

所在地 保育園・認定こども園名
中京区 YMCA三条保育園
中京区 御所の杜ほいくえん
東山区 永興こども園
山科区 東野こども園
山科区 まんいんじこども園
山科区 安朱保育園
山科区 こばとこども園
山科区 陵ヶ岡こども園
山科区 椥辻こども園
山科区 永興小金塚こども園
山科区 若林保育園
下京区 稚松保育園
下京区 たちばな保育園
下京区 西大路保育園
下京区 大谷園林保育園
下京区 永興開智こども園
南 区 永興くじょう保育園
南 区 山ノ本こども園
南 区 塔南保育園
南 区 共栄保育園
南 区 琴音つばさ保育園
南 区 詩音つばさ保育園
右京区 蜂ケ岡保育園
右京区 蜂ケ岡けやき保育園
右京区 西本願寺保育園
右京区 認定こども園 まこと幼児園
右京区 太秦保育園
右京区 こども園ゆりかご

所在地 保育園・認定こども園名
右京区 西京極保育園
右京区 ときわ保育園
右京区 みつばち菜の花保育園
右京区 清明保育園
右京区 照隅認定こども園
右京区 うたの里保育園

右京区 京進のほいくえん
HOPPA西京極

西京区 桂保育園
西京区 桂ぶどうの木こども園
西京区 月見ケ丘こどもの家
西京区 京都白百合保育園
西京区 川島保育園
西京区 上里竹の子こども園
西京区 みつばち保育園
西京区 京都にじこども園
西京区 大原野こども園
西京区 東桂坂保育園
西京区 こぐま上野保育園
西京区 かつらのみや保育園
西京区 かつらのもり保育園
西京区 まめのき保育園
西京区 桜の杜つばさ保育園
伏見区 伏見幼児園
伏見区 みどり保育園
伏見区 住吉西保育園
伏見区 下鳥羽こども園
伏見区 みぎわ保育園
伏見区 白菊こども園

所在地 保育園・認定こども園名
伏見区 ももやま白菊保育園
伏見区 西福寺幼児園
伏見区 うづらこども園
伏見区 稲荷こども園
伏見区 稲荷砂川保育園
伏見区 深草保育園
伏見区 第二深草保育園
醍 醐 かすがのえんこども園

所在地 保育園・認定こども園名
醍 醐 桜木こども園
醍 醐 端山の丘こども園
醍 醐 かがやき保育園

複数区 社会福祉法人 
京都社会福祉協会

複数区（公社）京都市児童館学童連盟

●出展園（京都府）京都市を除く
所在地 保育園・認定こども園名
福知山市 福知山丹陽こども園
福知山市 認定こども園 みどり保育園
舞鶴市 永福こども園
舞鶴市 東山こども園
綾部市 綾東こども園
宇治市 くりくま保育園
宇治市 みんなのき三室戸 こども園
宇治市 みんなのき黄檗こども園
宇治市 みんなのきHana保育園
宇治市 明星っ子こども園
宇治市 南浦認定こども園

宇治市 南浦くすのき
認定こども園

宇治市 登りこども園
宇治市 いずみこども園
亀岡市 大井こども園
亀岡市 千代川こども園
亀岡市 亀岡あゆみ保育園

所在地 保育園・認定こども園名
亀岡市 上西山あゆみ保育園
城陽市 清仁保育園
城陽市 清心保育園
城陽市 久世保育園
向日市 あひるが丘こども園
向日市 もずめこども園
向日市 華月つばさ保育園
京田辺市 認定こども園 こもれび
京田辺市 みんなのき三山木 こども園
京丹後市 ゆうかり子ども園
木津川市 愛光こども園
木津川市 愛光兜台こども園
木津川市 愛光みのりこども園

木津川市 認定こども園 州見台さくら

木津川市 認定こども園 木津さくらの森
大山崎町 大山崎さくらの里保育園


