
保育士応援フェア　参加施設一覧 　
認こ（幼保）…幼保連携型認定こども園

【金沢中央】 認こ（保）…保育所型認定こども園

施設名
連絡担当者

氏名／役職名
形態/定員 住所 TEL 一言PR、園の特色等

ﾌﾞｰｽ
№

見学
集中
月間

施設
情報
掲示

竹田 認こ（幼保） 〒920-0867

園長 63 金沢市長土塀1-2-9

森田 認こ（幼保） 〒920-8551

園長 135 金沢市長町1-5-30

金沢 認こ（幼保） 〒920‐0865

副園長 金沢市長町3－11－17

高野 認こ（保） 〒920-0845

主幹保育教諭 79 金沢市瓢箪町8-22

白神 認こ（保） 〒920-0961

園長 105 金沢市香林坊2-5-24

加藤 認こ（幼保） 〒920-0981

園長 金沢市片町2-10-23

砂走 保育所　 〒920-0902

施設長 70 金沢市尾張町2-16-86

吉岡 認こ（幼保） 〒９２１－８０３３

主幹保育教諭 99 金沢市寺町5-12-40

【金沢東部】

施設名
連絡担当者

氏名／役職名
形態/定員 住所 TEL 一言PR、園の特色等

ﾌﾞｰｽ
№

見学
集中
月間

施設
情報
掲示

福島 認こ（幼保） 920-1154

主幹保育教諭 191 金沢市太陽が丘3-247-1

兵地 認こ（幼保） 〒920-0923

園長 108 金沢市桜町8-17

南出 認こ（幼保） 〒920-0942

主幹保育教諭 100 金沢市小立野5-1-5

稲垣 認こ（幼保） 〒920‐1302

副園長 60 金沢市末町16－52－3

田辺 認こ（幼保） 〒９２０－１３０２

主幹保育教諭 金沢市末町21-22

羽左間（はざま） 認こ（幼保） 〒920-1155

主幹保育教諭 136 金沢市田上本町4丁目151

八十嶋 保育所 〒920-1156

主任保育士 140 金沢市田上の里2-220

島倉 認こ（幼保） 〒920-0935

主幹保育教諭 80 金沢市石引2-4-23

【金沢西部】

施設名
連絡担当者

氏名／役職名
形態/定員 住所 TEL 一言PR、園の特色等

ﾌﾞｰｽ
№

見学
集中
月間

施設
情報
掲示

河岸 保育所 〒921-8062

主任保育士 金沢市新保本5-25

北 認こ（幼保） 〒921-8055

園長 180 金沢市西金沢新町266-2

吉藤 認こ（幼保） 〒920-0367

園長 105 金沢市北塚町西100-2

松崎 認こ（幼保） 〒９２０－０３６６

事務員 105 金沢市南塚町233

中尾 認こ（幼保） 〒９２０－０３７３

事務員 105 金沢市みどり3-23-2

黒田 認こ（幼保） 〒921-8064

事務 135 金沢市八日市3-229

松崎 認こ（保） 〒920-0371

園長 265 金沢市下安原町東1521-1

朝倉 保育所 〒921-8001

園長 110 金沢市高畠1-381

子どもが自ら育とうとする力を信じサポートします。職員が
保育が楽しいと思えるよう日々過ごしています。

○未来のひろば 076-261-4522

長町幼稚園 076-231-4881
長町幼稚園は、小規模で温かい雰囲気の認定こども園で
す。金沢市の中心にある歴史の長いキリスト教園です。

○

犀川保育園 076-229-1681
『元気な体、やさしい心を育てます💛』～かけがえのない
「出会い」そして、「いのち」を大切に～

○

幼保連携型認定こども園

さいび園 076-231-5460
毎日、13時～15時のノンコンタクトタイムを利用し、若い職
員が中心になって、同僚性を目指しています！

○ ○

一人ひとりに丁寧な保育を育児担当制で実践し、異年齢
保育も行って、子どもたちの主体的成長を目指します。

○ ○

○ ○くりのき保育園 076-269-0081
今年開園したばかりの保育園です！新しい職員みんなで
協力して、園児たちと思いっきり遊びましょう。

49

○ ○米丸わかたけ保育園 076-291-5574
運動あそびを通じ体力をつけ、活動の喜びや達成感を味
わい、集中力をつける保育に取り組んでいます。

34

安原保育園 076-249-2548
人と人との関わり合い中で、子どもも大人も成長することを
目指しています。

7 ○

○ ○めばえこども園 076-249-8266
働きがいのある職場を目指して、日々、職員間で話し合い
様々な策を実践してます。お気軽にお越しください。

22

ミドリの杜こども園 076‐249‐5524
楽しい保育しませんか！ブースでお待ちしています！
新卒者・パート職員募集中！施設実習も大歓迎です！

38 ○ ○

○ ○ミドリ光と風こども園 076‐249-6339
自然豊かな環境の中で、子どもと一緒にあそんで
笑って、日々学び成長しています。

5

ふたつか
認定こども園

076-249-2454
小学校への接続を意識した保育を行っています。園に歴
史があり、３世代にわたる利用者が多いです。

31 ○ ○

○ ○
幼保連携型認定こども園

すずらん保育園
076-249-4988

安心安全の保育の提供と保育の質の向上を常に目指し、
職員一丸となって頑張っています。

21

むつみえん
ふれんどはうす

076-221-5206
たくさんの人々との関わりの中で、様々な経験、体験を積
み重ね、豊かな人間性を育みます。

51 ○ ○

○田上こども園 076-262-4014
子どもたちが安心して過ごせるように、丁寧な保育を行うこ
とを大切に考えています。

30

末こども園 076-229-0033
自然の中で思い切り遊び、心身共にたくましく成長できる
よう保育しています。

25 ○ ○

○ ○
小立野善隣館

こども園
076-261-2755

自然が豊富で魅力的な園庭や、子どもたちの感性を豊か
に育む保育環境が整っています。

32

兼六こども園 076-231-4045 42 ○ ○

○ ○
キッズアカデミー
太陽丘こども園

076-254-5210
里山豊かな自然の中で自然と触れ合いながら子ども達の
感受性と学ぶ力をまっすぐに伸ばしていきます。

10

龍雲寺学園
バウデア学舎

076-243-8008 ○ ○

○ ○まこと保育園 076-231-5474
伝統文化に囲まれた地域で、人やモノとのつながりを大
切にする保育を目指しています。

41

双葉こども園 076-231-3456

認定こども園
ひょうたん

076-221-6611
小規模ならではのきめ細やかさと温かさで日々子ども達の
成長をサポートしています。

20 ○ ○

○ ○長土塀こども園 076-264-1900
子どもを真ん中においた保育を行うことを大切にしていま
す。

47

聖霊こども園 076-263-5906 ○ ○
世界的な幼児教育法である「モンテッソーリ教育」を教育・
保育にリ入れ命をみがく体験を積み重ねている。

50

世界規準の幼児教育・保育を形成し、真の子どもの最善
の利益を尊重する

35

一人ひとりを大切に心に寄り添う保育を心掛け、晴れた日
には戸外で自然とのふれあいを大切にしています。



【金沢南部】

施設名
連絡担当者

氏名／役職名
形態/定員 住所 TEL 一言PR、園の特色等

ﾌﾞｰｽ
№

見学
集中
月間

施設
情報
掲示

桑島 認こ（幼保） 〒921-8034

事務員 165 金沢市泉野町4-4-3

藤井 認こ（幼保） 〒921-8171

園長 135 金沢市富樫2-5-35

源 認こ（幼保） 〒921-8149

採用担当 100 金沢市額新町2-124

近藤 保育所 〒921-8151

副園長 160 金沢市窪4-511

西田 認こ（幼保） 〒921-8102

園長 105 金沢市西大桑7番-5号

【金沢北部】

施設名
連絡担当者

氏名／役職名
形態/定員 住所 TEL 一言PR、園の特色等

ﾌﾞｰｽ
№

見学
集中
月間

施設
情報
掲示

瀬野 認こ（幼保） 〒920-0813

教頭 185 金沢市御所町寅27

北川 認こ（幼保） 〒920-0004

園長 151 金沢市疋田町ハ302番地

濱秋 認こ（保） 〒920-3116

副園長 90 金沢市南森本町ヌ139

【金沢駅西】

施設名
連絡担当者

氏名／役職名
形態/定員 住所 TEL 一言PR、園の特色等

ﾌﾞｰｽ
№

見学
集中
月間

施設
情報
掲示

北川 認こ（幼保） 〒920-0215

園長 金沢市大浦町ヌ75番地1

六角 認こ（幼保） 〒920-0024

園長 145 金沢市西念3-7-21

黒杉 認こ（幼保） 〒920-0343

事務 155 金沢市畝田中1-97

金原 認こ（幼保） 920-0348

副園長 230 金沢市松村2-20

中田 認こ（幼保） 〒920-0051

園長 328 金沢市二口町イ30番地

新谷 認こ（保） 〒920-0201

園長 金沢市みずき4丁目1番

岡本 認こ（保） 〒920-0341

事務員 169 金沢市寺中町リ10

岡本 認こ（保） 〒920-0339

事務員 204 金沢市木曳野二丁目126

桜井 保育所 〒920-0018

園長 150 金沢市三口町火236

【河北郡（津幡町・内灘町）】

施設名
連絡担当者

氏名／役職名
形態/定員 住所 TEL 一言PR、園の特色等

ﾌﾞｰｽ
№

見学
集中
月間

施設
情報
掲示

長戸 認こ（幼保） 〒929-0327

園長 200 河北郡津幡町庄ロ142

高柳 認こ（幼保） 〒929-0343

園長 209 河北郡津幡町南中条3-62

北出 認こ（幼保） 〒920-0277

副園長 127 河北郡内灘町千鳥台4－143

一人ひとりを大切に、教育・保育を行っています。 3

○弓取保育園 ○

○076-243-6745
皆で感動を分かち合い、笑顔あふれる園であり続けるた
めに、生き生きと活躍できる環境づくりを目指します。

076-237-7800
自園の庭の無い保育園ですが園舎の5倍の公園が広がり
ます。金沢市の公園の有効活用を見にいらして下さい！

○ ○まどかこども園 076-258-0758
長年、地域の保育園として親しまれ、思いやり保育・のび
のび保育をモットーに園生活を送っています。

33 ○ ○

○

千鳥台幼稚舎 076-255-0031
『今日を楽しく倖せに、そして未来も倖せに生きられる「人
間力」を育む』教育・保育をあなたとご一緒に♡

○

○ ○みなとこども園 076-268-2743

キッズみなと園 076-268-2743
（みなとこども園）

○

○ ○みずきこども園 076-258-2120
「生きてるってことは素晴らしい」を理念とし、ひとりひとりの
子どもの人権を尊重した保育に努めています。

44

正美保育園 076-261-8815
「みんなちがってみんないい」 アイデアを出し、子どもも大
人も笑顔で主体的に過ごせる職場を目指します。

1 ○ ○

○ ○ニコニコ保育園 076－268-4120
smile to smile を理念として子どもたちが毎日を楽しく過ご
せるような園を目指します。

39

大徳学園 076-267-0961
子どもも大人も「何だろう？」、「不思議だな」という一瞬一
瞬を一生懸命楽しんでいます。

19 ○ ○

○ ○さいねんこども園 076-265-6116
保育理念：出逢えた大切なあなた　一人ひとりが主人公に
なるように　私たちは全力を尽くします。

46

キッズスクール
オオウラ

076-238-2734
のびのびと心豊かなたくましい子どもを目標に毎日子ども
と楽しんで保育しています。

28 ○ ○

○ ○千坂こども園 076-258-1321
たくさんの経験、出会い、ふれあいから育まれる、生きる力
と豊かな心を目指しています。

2

金沢星稜大学附属
星稜幼稚園

076-252-5057 14 ○

伏見台保育園

○ ○わかばこども園 076-243-4522
見守る保育、乳児期からの関わりを大切にした保育をして
います！とても仲がいい職場です！

12

ひばり
キッズガーデン

076-298-7611
青々とした広い芝生の園庭がシンボルでもある当園で、の
びのびと保育のお仕事をしてみませんか？

29 ○ ○

○ ○金沢泉丘こども園 076-247-4150
子どもをど真ん中に人と人との出逢いを大切にする。
笑顔いっぱいのこども園を作りあげます！！

6

○ ○泉の台幼稚舎 076-243-6775
園児・保護者・保育者の倖せに向かって、日々の充実と
成長をテーマに励んでいるチームです。

4

職場環境は明るく和やかな雰囲気で、職員みんなで質の
高い教育・保育の実践に向けて頑張っています。

ちいろばこども園 076-289-6841
合言葉は“かわいがりましょう、そうすればやさしくなりま
す”揺るぎのないこども観に最高の保育は宿ります。

○ ○

18

住吉こども園 076-289-2336
合言葉は“かわいがりましょう、そうすればやさしくなりま
す”揺るぎのないこども観に最高の保育は宿ります。

○



【能登（七尾市）】

施設名
連絡担当者

氏名／役職名
形態/定員 住所 TEL 一言PR、園の特色等

ﾌﾞｰｽ
№

見学
集中
月間

施設
情報
掲示

中村 認こ（幼保） 〒926-0852

事務 70 七尾市小島町イ58番-1

浦・栃本 認こ（幼保） 〒926-0022

園長 215
七尾市天神川原町ロ部32-
1

保育所 〒926-0852

190 七尾市小島町ヌ部49-3

保育所 〒926-0826

70 七尾市飯川町101部71-7

保育所 〒926-0014

110 七尾市矢田町3号43-1

保育所 〒926-0002

30 七尾市湯川町弐部1

小澤 認こ（幼保） 〒926-0014

副園長 155 七尾市矢田町1-8

田尻 認こ（幼保） 〒926-0012

副園長 70 七尾市万行町77-36-2

寺田 認こ（幼保） 〒926-0051

副園長 65 七尾市郡町弐部113-1

前濱 認こ（幼保） 〒926-0212

園長 66 七尾市能登島佐波町15部5番地

前濱 認こ（幼保） 〒926-0173

副園長 136 七尾市石崎町ヨ部37番地

櫻井 認こ（幼保） 〒926-0021

副園長 80 七尾市本府中町リ部23番地１

都 認こ（幼保） 〒926-0033

園長 95 七尾市千野町は7-1

【能登（志賀町・中能登町・穴水町）】

施設名
連絡担当者

氏名／役職名
形態/定員 住所 TEL 一言PR、園の特色等

ﾌﾞｰｽ
№

見学
集中
月間

施設
情報
掲示

新田 認こ（幼保） 〒925-0154

副園長 215 羽咋郡志賀町末吉旧水1

庵 認こ（幼保） 〒929-1703

主幹保育教諭 91 鹿島郡中能登町春木11-38

日吉 認こ（幼保） 〒927-0027

園長 85 鳳珠郡穴水町川島タ-2

【野々市市】

施設名
連絡担当者

氏名／役職名
形態/定員 住所 TEL 一言PR、園の特色等

ﾌﾞｰｽ
№

見学
集中
月間

施設
情報
掲示

東藤 認こ（幼保） 〒920-8809

事務員 145 野々市市二日市5-332

下 認こ（幼保） 〒921-8817

主幹保育教諭 230 野々市市横宮町67-9

中島 認こ（幼保） 〒921-8815

事務 125 野々市市本町6丁目22-1

原崎 認こ（幼保） 921-8845

園長 140 野々市市太平寺1-302

帯山 認こ（幼保） 〒921-8844

園長 130 野々市市堀内4丁目１６０

未来に向けた人づくりのため、豊かな自己表現ができる環
境の中で一人ひとりを大切にした保育を行っている。

43

26

のとじま幼保園 0767-84-0123
自然の中での保育を行ない、何にでもチャレンジしていま
す。温泉プールは子どもから大人まで楽しめます。

小丸山認定こども園 076-753-3700

○ ○

○ ○すばる幼稚園 0767-32-2640
モンテッソーリ教育・抱っこ法を軸に、やる気と豊かな心を
育てます。チームワーク抜群の楽しい職場です。

○ ○
幼保連携型認定こども園

エンジェル保育園 076-248-2888
アットホームな認定こども園です。子ども達の可能性を引
き出すために皆で協同して知恵を出し会ってます。

○

○ ○平和こども園 0768-52-2130
子どもたちがもっている夢を大切にし、夢を育むための援
助を行うことを教育・保育方針にしています。

幼保連携型認定こども園

ひまわり 0767-57-2800
人と自然との関わりを大切にした、のびのびとした園。20・
30代の職員が多く 人間関係の良いことが自慢。

東みなとこども園 0767-52-3115

○

○

○

子どもを信じ、自分で考え活動できる環境を作り、異年齢
を大事にした子ども主体の保育を実践しています。

24

○ ○

とりやのの子ども園 0767-74-0135

ほりうちこども園 076-248-2320
子どもの思いとその意欲を大切にしています。職員は優し
い笑顔そして元気いっぱいに子どもと接しています。

40 ○ ○

○ ○つばきこども園 076-248-1155
創立４１年目を迎え地域の方との交流を大切に、暖かい
家庭的な園を目指しています。

15

ヴィテンSMCこども園 076-248-6210
職員同士仲が良く、苦手なこともカバーし合えます。研修
費用は全て園がサポート、安心して学べます。

23 ○ ○

本宮のもり幼保園 0767-57-5220
あなたも、幸せになるために　私たちといっしょに働きませ
んか？

9

浜岡幼保園 0767-62-3233
七尾市の和倉温泉駅から徒歩4分、虹が目印の園舎にな
ります！気軽にお申し込みください。

27 ○

○

袖ケ江みなと
こども園

0767-52-1420

○

○

七尾みなとこども園 0767-53-3750

子供達の未来の環境づくりにICTを積極的に取り入れた
保育。平成29年度いしかわ魅力ある福祉職場認定。

よつば保育園 0767-58-1912

○

やまと保育園 0767-53-2710

○

○

あさひ保育園 0767-57-1418 ○

西湊保育園 0767-52-3139 ○

ななおあいじこども園 0767-52-3508 ○ ○

○ ○アリスこども園 076-294-2525
子どもをど真ん中に人と人との出逢いを大切にする。
笑顔いっぱいのこども園を作りあげます！！

6

○ ○
こどもたちにとって居心地のいい場所、それは働く職員に
も同じでありそんなこども園づくりを目指しています



【白山市】

施設名
連絡担当者

氏名／役職名
形態/定員 住所 TEL 一言PR、園の特色等

ﾌﾞｰｽ
№

見学
集中
月間

施設
情報
掲示

浜田 認こ（幼保） 〒924-0032

園長 180 白山市村井町2番地

込山 保育所 〒924-0023

主任保育士 120 白山市成町418-2

西村 認こ（幼保） 〒924-0842

園長 170 白山市剣崎町881-3

笠間 保育所 〒924-0811

園長 170 白山市長竹町376-26

【小松市】

施設名
連絡担当者

氏名／役職名
形態/定員 住所 TEL 一言PR、園の特色等

ﾌﾞｰｽ
№

見学
集中
月間

施設
情報
掲示

高沢 保育所 〒923-0802

主任保育士 120 小松市上小松町乙62

高 認こ（幼保） 〒923-0802

主幹保育教諭 215 小松市上小松町乙45

麻田 認こ（幼保） 〒923-0０４４

副園長 120 小松市川辺町1番地61

根本 保育所 〒923-0０11

主任保育士 90 小松市蛭川町甲476

宮本 認こ（保） 〒923-0811

園長 95 小松市白江町ﾀ110-1

桶田 認こ（幼保） 〒923-0952

副園長 275 小松市大和町102

清水 認こ（幼保） 〒923-0962

副園長 170 小松市大領中町1-171

出村 認こ（幼保） 〒923-0972

副園長 145 小松市月津町め57

小松 認こ（幼保） 〒923-0824

主幹保育教諭 105 小松市軽海町ノ16-4

宮越 認こ（幼保） 〒923-0843

教頭 120 小松市蓮代寺町ハ丙100

太田 認こ（保） 〒923-0328

園長 60 小松市南陽町1‐121

園長 認こ（幼保） 〒923-0304

森和美 114 小松市下粟津町サ1

長戸 認こ（幼保） 〒923-0835

園長 330 小松市吉竹町ぬ４７番地

吉田 認こ（幼保） 〒923-0311

園長 90 小松市木場町ハ46

長戸 認こ（幼保） 〒923-0851

園長 200 小松市北浅井町1-25

山田 認こ（幼保） 〒９２３－０８２５

主幹保育教諭 105 小松市西軽海町1丁目43

【加賀市】

施設名
連絡担当者

氏名／役職名
形態/定員 住所 TEL 一言PR、園の特色等

ﾌﾞｰｽ
№

見学
集中
月間

施設
情報
掲示

向出 認こ（幼保） 〒922ｰ0412

副主幹教諭 240 加賀市片山津温泉井6

保育所 〒922ｰ0243

100 加賀市山代温泉北部3-23

泉 認こ（幼保） 〒922-0302

園長 110 加賀市打越町ホ24番地1

角地 保育所 〒922-0431

園長 190 加賀市山田町ヱ1－22

○林中こども園 076-276-2140
白山を望む自然の中で、さまざまな経験を通して子どもた
ちの可能性を育み、一人一人が自分らしく輝けるように。

○松が丘保育園 0761-73-1230
子どもたちの遊びを大切にしています。子どもたち、保護
者、保育者みんなが楽しい保育園を目指しています。

11

8

48

○わかば保育園 076-276-6838
わかばに関わるすべての人がここに来ると心安らげるよう
な保育を目指しています。

37 ○

悠愛保育園 076-276-0070
緑と花に囲まれた広い園庭で子ども達は元気一杯遊んで
います。職員は仲が良く相談しながら保育をしています。

○

○

○

認定こども園恵愛 076-276-0008
皆でなら喜びは何倍にも困難は何分の一にもなる、そん
な仲間です。令和生まれの新園舎で一緒に働きましょう

○

○

山代温泉の郊外にあり、日々の生活に感謝し、また、父母
への感謝を忘れない保育を目指しています。

17 ○ ○開陽保育園
河嶋

主任保育士
0761-77-0311

○

0761-74-1485
職員が地域の方々とふれ合い、保育の中で育つものを見
つめながら子ども達と共に毎日過ごしています。

52清心こども園

キッズランド
いなみえん

0761-74-5555
広い芝生の運動場、ビオトープのある園庭で自然に触れ
遊べます。和太鼓・美術教室等、様々な体験が出来ます

45

○ ○

○ ○

のしろこども園  0761-22-2142
多数の賞を受賞した新しい園舎で、最良の保育と最高の
職場環境を目指しています。

木場こども園 0761-43-0098
木場潟にほど近い恵まれた環境の中で、最良の保育と最
高の職場環境を目指しています。

○

○○

よしたけこども園  0761-24-6763
憩いの森に隣接した恵まれた自然環境の中で、最良の保
育と最高の職場環境を目指しています。

○

矢田野こども園 0761-44-2590
さまざまな体験を通して、子どもたち一人一人の可能性を
伸ばす保育を目指しています。

○ ○

○

南陽幼保園 0761-65-2288
家庭的な雰囲気の中で、一人一人の欲求を満たしながら
子どもたちの可能性を伸ばしていく保育を目指します。

蓮代寺こども園

○ ○

0761-46-6997
豊かな自然環境の中、子どもたちも職員も共に季節の変
化を感じ感動しながら園生活を楽しんでいます。

○

中海こども園 0761-46-6013
遊び心満載の新園舎です。中海校下ならではの自然の
中で地域とつながった教育・保育を目指しています。

○ ○

13月津こども園 0761-44-3020
豊かな自然の中で子ども達はのびのびと遊んでいます。
職員の輪を大切にしており温かくて楽しい職場です。

○ ○

松陽こども園 0761-22-0076
子どもが安心感を持って、様々な活動を意欲的に行って
いけるような関わりや環境づくりに努めています。

○ ○

○

大和こども園 0761-22-0339
子どもの主体性を大切にしています。職員のチームワーク
を大切に働きやすい職場づくりを目指しています。

白江こども未来園

○ ○

0761-22-5508
地域に根ざしたこども園です。働く先生方がお互いに連
携を取りながら、きめ細かな保育を目指しています。

36 ○

16

犬丸保育園 0761-21-5897
小松市立保育所からの移管を受け、今年度より、こばと福
祉会に仲間入りし、職員一同、張り切っています。

○ ○

ひかりっこ 0761-22-7353
子ども達から沸き起こる不思議や興味を敏感に感じ取り、
主体的な活動へといざなう保育を進めています。

○ ○

○

○ ○こばと保育園 0761-21-0173
ベテランから若い保育士まで一人ひとりが持ち味を活か
し、認め合い協力して保育の充実に力を注いでいます。

こばと第２こども園 0761-21-0173
自分自身が輝き、子どもと共に向上していきたいという思
いで子どもの一瞬一瞬を大切に保育を進めています。

○

わかばにしかるみ
こども園

0761-47-0319
異年齢児保育、見守る保育を通じて子どもの主体性を大
切にした保育を行っています。一緒に働きませんか？

12


