
保育士就労体験受入施設一覧（令和４年11月28日現在）

NO
法人名

事業所名
施設名 定員数 所在地 交通アクセス 連絡先 担当者 受入可能時期 基本的な体験実施時間 メッセージ

1 社会福祉法人　揺籃会 本町田わかくさ保育園 70
104-0032

町田市本町田29番地8

町田駅からバス 【本町田団地循環バス】下車

～団地南口～下車 徒歩1分

TEL　042-723-2789

FAX　042-860-6166

園長

江口　紀江

事前ご連絡頂き日程を調整させ

て頂きます。

①9時から17時

②9時から15時

当園は、年齢もキャリアも幅広い職員層の園です。職員も子どもと同じに毎日が「楽しい」と思える保育

（職場）であるよう、環境や職場づくりに努めています。分からないことや不安なことも共に考えサポート

していきます。先ずは、園の雰囲気を見ていただける見学からでも大歓迎です。当園の元気な子どもた

ちと職員に会ってみませんか？お待ちしています。どうぞ、お気軽にお問合せ下さい。

2 社会福祉法人揺籃会 町田わかくさ保育園 165 町田市成瀬7-10-7 JR横浜線　成瀬駅　南口より徒歩10分 042-728-0288
主任

木村涼子

随時受け入れ可能・事前連絡に

て応相談

9：00～17：00の間で応相談

短時間でも可

広い園庭・遊具あり、環境に恵まれた本園で就労体験してみませんか。20代～50代まで幅広い年代

の職員が勤務しています。潜在保育士の方もお気軽にご参加ください。興味のある方はいつでもご連絡

お待ちしております。体験日時は応相談。

3 社会福祉法人　たかね福祉会 たかね第二保育園 131
195-0074

山崎町1540-3
町田駅からバス「北二号」下車　徒歩3分

TEL：042-793-6736

FAX：042-793-4488

メール：aee51150@snow.odn.ne.jp

園長

濱島　典子

体験実習者の方より事前にご連

絡を頂き、日程調整をさせていた

だきます。

①9時から14時

②9時から16時

※時間については応相談

自然豊かな環境の中に立地しています。こどもの“今”に寄り添い、子ども達の"やりたい"が実現できる

環境を用意し、日々楽しく仕事をしています。保育士資格をお持ちの方、保育士を目指している学生

さんや高校生の方…お気軽にお問い合わせ下さい。

※インスタグラムもやっていますので、DMでの応募でも可能です。

4 社会福祉法人　町田南保育園 町田南保育園 110 町田市金森東4-36-8

成瀬駅から徒歩15分

町田駅からバスつくし野駅行・すずかけ台行き等で

「金森4丁目」下車、徒歩5分

042-796-8346
園長

井上　利恵子

事前ご連絡頂き日程を調整させ

て頂きます。
10時から14時

新任からベテランまで幅広い先生たちが活躍しています。分からないことや不安なことも一緒に考えサ

ポートしながら安心して働けるように努めています。まずは、園の雰囲気を見る見学からでも大歓迎で

す。元気な子ども達と共にお待ちしていますのでお気軽にお問合せ下さい。

5 社会福祉法人たかね福祉会 たかね保育園 159 町田市山崎町2160-4
町田駅・古淵駅よりバス山崎団地行

山崎団地センター下車徒歩５分

TEL　042-791-2705

FAX　042-793-2401

主任

竹豊子

随時受け入れ可能ですが、事前

にご連絡をいただき、調整させて

いただきます。

９時から１７時
個別活動を主体としたモンテッソーリ教育を行っております。子どもたちの様子を是非ご覧いただき、教

具にも触れてみませんか。お気軽にご連絡をお待ち申し上げます。

6 社会福祉法人新生会 ひかりの子保育園 129
町田市木曽西１－３４－

１

JR横浜線[古淵駅]から車で5分　徒歩約１８分

JR横浜線[町田駅]から神奈川中央交通バス木曽

南団地行きバスで約１２分　終点下車徒歩約５

分

TEL：042-793-6836

FAX：042-792-8967
髙橋　園枝

事前ご連絡頂き日程を調整させ

て頂きます。
9時から17時

当園ではモンテッソーリ教育や裸足保育を行っています。以前に保育の現場で働いたことのある方、ブラ

ンクがあることで現場復帰を不安に思われている方、保育士の資格やキャリアがありながら現場を離れて

いる方、一緒に働きませんか？まずは保育士体験から。保育士資格を持つあなたを必要としています。

ぜひ、ご応募を。お待ちしています。

7 社会福祉法人こひつじ会 こひつじ保育園 120 町田市原町田2-11-5 JR町田駅徒歩5分
TEL　042-722-2672

FAX　042-721-2541

副園長

豊田　明夫

随時受け入れ可能ですが、行事

などがあるため、体験実習者の方

と相談し日程を調整します。

9：30から14：00

園の雰囲気を見ていただける見学からでも大歓迎です。実際の保育現場で元気いっぱい、笑顔いっぱ

いの子ども達と関わり、保育のお仕事の魅力を体験して下さい。職員一同お待ちしていますのでお気軽

にお問合せ下さい。

8 社会福祉法人　飛翔会 みどりの森保育園 105
〒195-0053

町田市能ヶ谷4-7-19
小田急線鶴川駅徒歩12分

TEL：042-708-8161

FAX：042-708-8162

園長

鈴木雅人
平日8：30～12：30

夕涼み会・運動会・発表会等

行事の１週間前を除く通年

お気軽にお申込みください。

日時・時間・回数ご相談いたします。

9 社会福祉法人ユニケ福祉会 ユニケ保育園 78 東京都町田市山崎町457
小田急線町田駅　下山崎線　バス　20分

　山崎高校前下車　徒歩5分

TEL：042-791-0800

FAX：042-792-5836

園長

佐々木昭子

事前ご連絡頂き日程を調整させ

て頂きます。
9：30～16：00

豊な自然に恵まれ明るく元気な子ども達と楽しくに過ごしています。日々、子ども達の成長していく姿に

やりがいと喜びを感じています。ぜひ、応募をお待ちしています。

10 社会福祉法人　光彩会 光の森保育園 100 町田市森野5-21-5

町田駅からバス

バス停「森野五丁目」下車、徒歩1分

町田駅 徒歩17分

TEL：042-720-8423

FAX：042-720-8424

園長

佐藤　昌一

随時受け入れ可能ですが、行事

などがあるため、体験実習者の方

と相談し日程を調整します。

9時～13時

保育士として今後仕事を始めようか迷っている方も、これまでの経験を生かして新しい園で働きたいと

思っている方も大歓迎です。職員同士意見を交換しながら、より良い保育を目指しています。ぜひ一度

体験にお越しください。お待ちしています。

11 社会福祉法人　蓮倫会 サンフィール保育園 140 町田市小山町4604-2 多摩境駅徒歩13分 042/-700-8852 網野 随時
8：30～17：30

半日もあり

12 社会福祉法人貴静会 こびとのもり保育園 96 町田市小川６－１－３２

町田バスターミナル　町８５　すずかけ台駅行き

　　　　　　　　　　　　    町谷原下車　徒歩2分

　　　　　　　　　　　 町８３　つくし野駅行き

　　　　　　　　　　　　  南農協前下車　徒歩8分

042-850-5423 岡田 相談に応じます

９：００～４：００

８：００～１２：００

その他相談に応じます

閑静な住宅街の中に位置し、近隣には子どもたちがお散歩に出かける公園が点在しています。温かな

関わりの中で心豊かに育つことを願って保育しています。

保育園での仕事に不安を感じていらっしゃる方、一歩踏み出すことにためらいを感じていらっしゃる方、気

軽に体験にいらしてください。

13 社会福祉法人明社会 東平しらゆり保育園 100
195-0052

町田市広袴町542

鶴川駅から 鶴川26系統 真光寺公園行 バス５

分

【東平】下車 徒歩1分

TEL：042-736-2276

FAX：042-736-2238

メール：saiyou@meishakai.com

園長
事前にご連絡いただき、日程を調

整いたします。

①9時から17時

②9時から13時

③15時から18時

しらゆり保育園では、幅広い年齢・キャリアの先生方が活躍しています。

園にいる期間が長いほど、園の「当たり前」に気づきにくくなります。一緒に考え、新たに入職した先生の

アイディアを保育に活かす環境づくりに努めています。

安心して働けるように、応募前に就労体験で園にお越しいただき、雰囲気を感じてみませんか？お気

軽にお問合せ下さい！

14 学校法人湯目学園 開進こども保育園 50
194-0032

本町田3350-38

町田駅から１５分バス停本町田(藤の台団地中

央でも可）徒歩３分

TEL：042-725-7851

FAX：042-725-7847

理事長

湯目英人（ゆの

め）

随時受け入れ可能ですが、行事

などがあるため、体験実習者の方

と相談し日程を調整します。

9時から17時

年齢もキャリアも幅広い先生たちが活躍しており、分からないことや不安なことも一緒に考えサポートし、

安心して働ける環境づくりに努めています。まずは、園の雰囲気を見ていただける見学からでも大歓迎

です。元気いっぱい、笑顔いっぱいの子どもたちとお待ちしていますのでお気軽にお問合せ下さい。

15 社会福祉法人新生会 もみの木保育園 100
町田市小山ヶ丘

１－３－２
多摩境駅　バス１２分　徒歩２５分

TEL042⁻860⁻0515

FAX042⁻798⁻2822

園長

寺木登美子

事前ご連絡頂き日程を調整させ

て頂きます。
９時から１６時

自然の中で四季を感じながら子ども達は元気いっぱいに走り回っています。

子ども達と自然の中で遊びながら一緒に成長を感じていければと思います。

保育の現場を離れてもう一度保育士を志そうと思われる方　まだ未経験でも保育に携わりたいと思う方

是非お待ちしております。

16 社会福祉法人　紫峰会 すみれ保育園 120 町田市木曽東2-8-1
JR横浜線　古淵駅　徒歩１０分

町田駅からバス 【境川団地入口】下車 徒歩2分

TEL:042-723-3229

FAX:042-723-3629

園長

竹内　純

行事等の関係で、お受けできない

時期もありますので、事前にご相

談ください。

９時～１４時
境川団地内にある昔ながらの保育園です。

遊びを通して、丈夫な体をつくり・友達との関わり・

※コロナの感染状況で受入不可となる場合もございます。まずは各施設にお問い合わせください。


