総合子ども学科 ２０２０年度卒 就職状況①
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進路先 名称

業種分類

職種

日本生命保険相互会社

金融：生命保険

総合職

セコム株式会社

サービス：警備保障

総合職

株式会社池田泉州銀行

金融：銀行･信託銀行

総合職

楽天銀行株式会社

金融：銀行･信託銀行

総合職

株式会社中国銀行

金融：銀行･信託銀行

総合職

大阪シティ信用金庫

金融：信用金庫・信用協同組合

総合職

株式会社香川銀行

金融：銀行･信託銀行

総合職

株式会社ゼンリン

情報通信：ｿﾌﾄｳｴｱ･情報処理・情報ｻｰﾋﾞｽ

総合職

株式会社ショクリュー

商社：農畜水産物･青果物･卸売市場

総合職

茨木市農業協同組合（ＪＡ茨木市）

サービス：協同組合・郵便局

総合職

株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ

サービス：学習塾・教育支援

総合職

キリックスリース株式会社（キリックスグループ）

サービス：物品ﾚﾝﾀﾙ･物品ﾘｰｽ

総合職

株式会社シティクリエイションホールディングス

サービス：税理･会計･特許・経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

総合職

カトープレジャーグループ

サービス：税理･会計･特許・経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

総合職

株式会社マナベインテリアハーツ

流通：家具・建具・什器・家電・ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ

総合職

株式会社アスカ

サービス：その他

総合職

株式会社ＣＯＮＹ ＪＡＰＡＮ

建設業：設備工事･ﾌﾟﾗﾝﾄ･内装

総合職

サトフードサービス株式会社

流通：ﾚｽﾄﾗﾝ･外食･給食

総合職

中兵庫信用金庫

金融：信用金庫・信用協同組合

一般職

株式会社福井村田製作所

メーカー：電子･デバイス

一般職

株式会社グラセル

商社：家具･ｲﾝﾃﾘｱ･什器･陶器

一般職

株式会社阪急阪神ビジネスアソシエイト

情報通信：ｿﾌﾄｳｴｱ･情報処理・情報ｻｰﾋﾞｽ

一般職

医療法人社団風林会

サービス：病院･医院･医療・保健衛生

一般職

綜合警備保障株式会社

サービス：警備保障

一般職

日産大阪販売株式会社

流通：自動車販売・自動車部品

サービス職

株式会社ＤＴＳ

情報通信：ｿﾌﾄｳｴｱ･情報処理・情報ｻｰﾋﾞｽ

IT関係職種（SE・CE・CP）など

株式会社ＨＳ情報システムズ

情報通信：ｿﾌﾄｳｴｱ･情報処理・情報ｻｰﾋﾞｽ

IT関係職種（SE・CE・CP）など

※小学校教諭、幼稚園教諭、保育士などの進路先詳細は次ページをご参照ください。

総合子ども学科

２０２０年度卒

保育園（保育士）内訳

2021/6/1
ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ

就職状況②
幼稚園（幼稚園教諭）内訳

進路先
三原市

進路先
学校法人わかば学園 高槻わかば幼稚園

（社福）都島友の会

学校法人岡田学園 香櫨園幼稚園

（社福）鶯園 石屋川ＣＯＣＯＲＯ保育園

学校法人永守学園 京都がくえん幼稚園

（社福）千種会 甲南山手保育園

学校法人箕面若葉学園 若葉幼稚園

（社福）あい 園和北保育園

学校法人百華学園 太田百華幼稚園

（社福）愛和会 なかよし保育園

学校法人兵庫カトリック学園 星の園幼稚園

NPO法人わかば共同保育所

学校法人高岡学園 高岡幼稚園

（社福）奈良ＹＭＣＡ福祉会 ＹＭＣＡあきしの保育園

みそら幼稚園

（社福）稲美福祉会バンビ第一保育園

学校法人敬愛学園 千里敬愛幼稚園

（社福）晴誉会 認定こども園山手台保育園

学校法人清和学園 郡山敬愛幼稚園

（社福）福栄会 福田保育園

学校法人後藤学園 中央幼稚園

生活協同組合コープこうべ

学校法人春緒野学園 東豊中幼稚園

（株）ニチイ学館

学校法人久宝文化学院 白鳩幼稚園

（社福）慈光福祉会 わくわく保育園

学校法人阪急学園 段上幼稚園

（社福）長陽会

学校法人敬愛学園 山田敬愛幼稚園

（株）タスク・フォース

学校法人宮川学園 ホザナ幼稚園

（株）こどもの森

学校法人阪急学園 阪急幼稚園

（株）パソナフォスター

学校法人清友学園 認定こども園清友幼稚園

ぬくもりのおうち保育（株）

学校法人箕面学園 箕面学園附属幼稚園
学校法人清泉学園 すみれ幼稚園

こども園（保育教諭）内訳

学校法人田中学園 くりのみ幼稚園
進路先

学校法人岡本信愛学園 岡本信愛幼稚園

学校法人大阪聖徳学園 認定こども園勝山愛和第一幼稚園

学校法人嵯峨学園 嵯峨幼稚園

学校法人大東学園 幼稚園型認定こども園愛真幼稚園

学校法人鴨谷学園 美木多幼稚園

学校法人霞ヶ丘学園 認定こども園霞ヶ丘幼稚園

学校法人真和学園 ふじしろ幼稚園

（社福）桃林会
学校法人聖母被昇天学院 こども園アサンプション国際幼稚園
（社福）パドマ園 パドマ・ナーサリースクール
学校法人松泉館 認定こども園北六甲幼稚園

学校法人徳永学院 西吹田幼稚園
学校法人若草学園 若草幼稚園
学校法人佐保会学園 奈良佐世保短期大学附属生駒幼稚園
学校法人松尾学園 松尾幼稚園

（社福）子どもの家福祉会 海岸通りあすのこども園

学校法人愛徳学園 愛徳幼稚園

（社福）宇治福祉園

学校法人天満学園 太成学院天満幼稚園

（社福）雄岡山福祉会

学校法人鶴之荘学園 鶴之荘幼稚園

学校法人慈光学園 認定こども園たけしろ幼稚園 3-5歳児部門

学校法人甲南学園甲南小学校 甲南幼稚園

学校法人近田幼稚園 幼保連携型認定こども園近田幼稚園

学校法人嵐山学園 さくら幼稚園

（社福）日本コイノニア福祉会 久宝まぶねこども園
学校法人宣真学園 宣真認定こども園

茨木市教育委員会
泉大津市教育委員会

学校法人庄内神社学園 庄内こどもの杜幼稚園
（社福）せきれい会 認定こども園せきれい保育園

小学校（小学校教諭）内訳

（社福）つつみ会 安威たんぽぽ学園

進路先 名称

（社福）桂樹会 みどり園保育所

大阪市教育委員会

（社福）友朋会 認定こども園あおい宙

神戸市教育委員会

学校法人熊見学園 幼稚園型認定こども園夢の星幼稚園

京都市教育委員会

（社福）布施屋保育園 ほしや子ども園

箕面市教育委員会

（社福）夢の会 認定こども園あおば保育園

姫路市教育委員会

（社福）清松学園 かえで保育園

高槻市教育委員会

（福）たらちね事業会 幼保連携型認定こども園ﾌｧﾐﾘｰこども園

川崎市教育委員会

学校法人めぐみ学園 認定こども園清和台めぐみ幼稚園

徳島県教育委員会

（社福）千寿福祉会 ゆりのきＣＯＣＯＲＯ保育園

池田市教育委員会

（社福）吹田みどり福祉会 もみの木千里保育園

茨城県教育委員会

阿南市教育委員会 認定こども園橘こどもセンター

（非常勤1） 茨木市教育委員会
高知県教育委員会
南あわじ市教育委員会

