
№ 法人名 園名 № 法人名 園名 № 法人名 園名 № 法人名 園名

1 豊春福祉会 こくら保育園 1 健友福祉会 ながやま保育園 1 翠福祉会 小禄南保育園 1 報徳福祉会 童の城保育園

あじゃ保育園 2 一心福祉会 ペリー保育園 2 さくら会 さくら保育園 2 風信子館 風のうた保育園

ガジマル保育園 わかめ保育園 3 - いずみのもり保育園

みやび保育園 おろく保育園

みやびの杜保育園 第2おろく保育園

すがやま保育園 おおたけ保育園

鏡原保育園 まつやま保育園

千草保育園 5 みどり福祉会 みどり保育園

大空保育園 琴の音保育園

あやめ保育園 首里当蔵保育園

6 翠福祉会 小禄南保育園 こじか保育園

7 風信子館 風のうた保育園 あめく結保育園

8 翼福祉会 つばさ保育園 愛心保育園

第2愛心保育園

9 さくら会 さくら保育園

童の城保育園

石嶺保育園

よぎ南保育園

エミール保育園

第二エミール保育園

12 夢福祉会 長田保育園

いちごえ保育園

そよ風保育園

14 - 那覇市立　公立保育所

15 ポプラ福祉会 ポプラ保育園

16 雄愛福祉会 おおな愛児保育園

17 大庭学園 若狭こども園　※（求人票のみ参加）

18 泉福祉会 しいの実保育園 3 まなぶ福祉会 はごろも保育園

19 ラポール福祉会 ラポール育成保育園 4 ラポール福祉会 ラポール育成保育園

20 若菜福祉会 仲原保育園 5 太陽の子福祉会 赤道あおぞら保育園

さつき 6 つくし福祉会 どんぐり保育園

中城みなみ保育園・幼稚園 7 カンガルーの会 ポケット保育園

22 つくし福祉会 どんぐり保育園 8 若菜福祉会 仲原保育園

23 太陽の子福祉会 赤道あおぞら保育園 さつき

24 輝福祉会 ゆうわ保育園 中城みなみ保育園・幼稚園

10 輝福祉会 ゆうわ保育園

9 石垣福祉会 やしの実保育園 25 沖縄松楓会 なごみの広場保育園

みやら保育園

みやら子宝保育園

27 石垣市 石垣市立保育所

10 広栄福祉会 広栄保育園 28 大平福祉会 たいよう保育園 勢理客保育園 4 愛の園福祉会 ルーブル保育園

勢理客保育園 29 前田福祉会 柿の実保育園 愛音こわん保育園

愛音こわん保育園 30 愛の園福祉会 あいのその保育園 12 前田福祉会 柿の実保育園

12 緑川福祉会 さみどり保育園 ハイジ保育園 13 光輝の歩福祉会 子むすびの森保育園

あおい保育園 ハイジ保育園

32 - 安里学園第二 あおい保育園

33 光輝の歩福祉会 子むすびの森保育園 15 童愛福祉会 わらべ保育園

13 あい福祉会 あい中央保育園 34 羽地福祉会 星のしずく保育園 すだつ保育園 5 あい福祉会 あい中央保育園

あすなろ保育園 すだつ保育園 すだつ羽地保育園

あすなろ第２保育園 すだつ羽地保育園 あすなろ保育園

あすなろ東保育園 あすなろ第２保育園

あすなろグレース保育園 あすなろ東保育園

あすなろグレース保育園

15 松の木福祉会 まつの木保育園 36 - 糸満市立　公立保育所 18 花ゆり福祉会 ゆりかご保育園 6 大成福祉会 みつる保育園

16 がじまる福祉会 あはごん保育園 37 南山福祉会 みなみ保育園

西川保育園

チャイルドハウス西崎（仮）

認定こども園　西崎（仮）

39 糸浜福祉会 浜川保育園

40 花ゆり福祉会 ゆりかご保育園

41 中元福祉会 光の子保育園 愛の星保育園 7 未定 さざなみ幼児学園

42 ことぶき福祉会 ことぶき保育園 かまらきらきら保育園 8 未定 どりーむ乳児園

20 悠希会 登川みらい保育園 9 海の子福祉会 海の子保育園

21 未定 ひやごん保育園 10 未定 大芽幼児園

17 ゆたか福祉会 ゆたか保育園 43 そてつ福祉会 大地保育園 11 豊穣福祉会 おなが保育園

18 恵福祉会 つぼみ保育園 44 金努福祉会 とよみ保育園

19 ＫＢＣ愛育会 めぐみの森保育園 45 豊穣福祉会 おなが保育園

46 群星福祉会 豊崎保育園

47 虹の色福祉会 にじの色保育園 22 大育福祉会 大育保育園 のびのび保育園

のびのび保育園 23 勇翔福祉会 コスモストーリー保育園 すくすく保育園

すくすく保育園 24 桜香福祉会 こざくら保育園 13 - うるま市公立保育所

49 みのり福祉会 百合が丘保育園 25 みのり福祉会 百合が丘保育園 14 虹の色福祉会 にじの色保育園

20 まきば福祉会 バンビ保育園 馬天保育園 15 木の国福祉会 木の国保育園

21 ともえ福祉会 めだか保育園 船越保育園

愛地友遊保育園

51 松信福祉会 松の実保育園

52 木の国福祉会 木の国保育園

53 鳳福祉会 小羊保育園

54 以和貴会 以和貴保育園

55 ゆい福祉会 ゆい保育園 26 - こすもキッズ小規模保育園 16 ゆい福祉会 ゆい保育園

ひだまり認定こども園 56 有限会社イナテック子どもの森 27 愛育福祉会　 愛育保育園 ひだまり認定こども園

絆保育園 28 有限会社イナテック 子どもの森 絆保育園

18 子ども育成会 つぼみっ子保育園

57 三河福祉会 百登保育園 29 学校法人愛海学園 アリス幼稚園（認定こども園）

58 学校法人愛海学園 アリス幼稚園 30 鳳友福祉会 つなぐ保育園

23 友愛福祉会 友愛保育園 東の森保育園

東の森保育園　分園

60 三和福祉会 浜田保育園

24 さんご福祉会 さんご保育園 61 野里福祉会 はえばる保育園

25 愛恵福祉会 よなは保育園 62 伸芽福祉会 マイフレンズ保育園

63 大伸福祉会 のびる保育園 具志頭保育園 19 ぎしの里福祉会清ら風保育園

具志頭保育園 第２ぐしかみ保育園

第２ぐしかみ保育園

26 花園学園 はなぞのこどもえん 32 花園学園 はなぞのこどもえん 20 合同 宮古島市法人保育所連盟

⑮中城村 33 へいあん福祉会 はるゆめ保育園

10/10（土）　産業支援センター 11/7（土）　イオンライカム1 合計

26 33 143

36 42 185

31 具志頭福祉会

9 明秀福祉会

③うるま市

12 同仁福祉会

⑤北谷町
17 温和会

⑫豊見城市

同仁福祉会48

14 ハイジ福祉会

14 城山ネットワーク会議

⑬糸満市 真功福祉会38

11 勢理客福祉会

④沖縄市

19 わらべ福祉会

②名護市

16 巣立福祉会

35 巣立福祉会

17 城山ネットワーク会議

⑧浦添市
31 ハイジ福祉会

11 勢理客福祉会

参加園数 85 22

11/14（土）　イオンライカム2

ブース（法人）数 64 20

⑬八重瀬町
64 具志頭福祉会

10/24（土）　沖縄女子短大

⑩南城市

①本部町

⑥北中城村

⑩与那原町
59

22 温和会

⑭宮古島市

50 馬天福祉会

真泉福祉会

⑪南風原町

⑭石垣市 26 藁算福祉会

21 明秀福祉会

こじか福祉会

3 わかめ福祉会
3 雅福祉会

マリヤ福祉会13

報徳福祉会10

4 那覇垣花福祉会 4

8 玉重福祉会

11

⑦宜野湾市

育泉福祉会

大竹福祉会

6 養秀福祉会

7

⑨那覇市

沖縄県保育士合同就職説明会参加希望施設一覧表

市町村
10月10日（土） 10月24日（土） 11月7日（土） 11月14日（土）

産業支援センター 沖縄女子短期大学 イオンライカム イオンライカム

2 郵住協福祉会

5 千草福祉会


