
保育士試験合格者のための実技講習協力園一覧

記載の園以外でも体験できることもあります。事務局までお申し出ください。

施設 TEL 郵便番号 市町村 住所

福知山丹陽保育園 0773-22-3284 620-0044 福知山市 字裏ノ８

一成保育園 0773-23-1200 620-0926 福知山市 字新庄小字牛伏1-3

あゆみ保育園 0773-22-1723 620-0882 福知山市 東堀2074-2

うみべのもり保育所 0773-62-0464 625-0036 舞鶴市 字浜2022番地

市立中保育所 0773-62-0292 625-0087 舞鶴市 字余部下1063番地

タンポポハウス 0773-64-2762 625-0026 舞鶴市 字泉源寺223番地

平保育園 0773-68-0107 625-0132 舞鶴市 字中田440番地1

昭光保育園 0773-63-4821 625-0036 舞鶴市 字浜211番地

相愛保育園 0773-75-1083 624-0923 舞鶴市 字魚屋234番地の1

ルンビニ保育園 0773-76-3703 624-0929 舞鶴市 字寺内90番地

なかすじ保育園 0773-76-7122 624-0821 舞鶴市 字公文名344番地

永福こども園 0773-75-4006 624-0821 舞鶴市 字公文名63番地

岡田こども園 0773-60-2778 624-0102 舞鶴市 字志高７０番地

東山こども園 0773-76-7314 624-0906 舞鶴市 倉谷961-1

八雲保育園 0773-82-0278 624-0955 舞鶴市 字丸田２７－１

舞鶴こども園 0773-７５-0525 624-0845 舞鶴市 円満寺100番地の４

平こども園 0773-68-0107 625-0132 舞鶴市 字中田小字村下440番地１

昭光保育園 0773-63-4821 625-0036 舞鶴市 字浜211

吉美こども園 0773-42-0296 623-0006 綾部市 有岡町樋ノ本26

綾東こども園 0773-45-1488 629-1242 綾部市 十倉名畑町三ツ辻７－２

第２登りこども園 0774-38-0113 611-0001 宇治市 六地蔵奈良町74-1パデシオン六地蔵

みんなのき三室戸こども園 0774-23-3224 611-0013 宇治市 兎道荒槇37

みんなのき黄檗こども園 0774-31-3715 611-0011 宇治市 五ヶ庄梅林72-9

ひいらぎこども園 0774-44-0652 611-0025 宇治市 神明石塚65－３

槇島ひいらぎこども園 0774-28-4780 611-0041 宇治市 槙島町大川原75-1

伊勢田こども園 0774-43-5126 611-0043 宇治市 伊勢田町ウトロ1-6

南浦認定こども園 0774-23-5882 611-00２６ 宇治市 小倉町南浦62-57

明星っ子こども園 0774-32-0704 611-0011 宇治市 五ヶ庄芝ノ東19-5

あさひ保育園 0774-24-1551 611-0013 宇治市 菟道大垣内10

こひつじこども園 0774-20-1295 611-0042 宇治市 小倉町堀池94-1

のぞみ保育園 0774-24-1222 611-0041 宇治市 槇島町薗場14-8

登りこども園 0774-32-3811 611-0002 宇治市 木幡赤塚8番地の１

同胞こども園 0774-44-3６32 ６１１-0033 宇治市 大久保町旦椋７２－２

いずみこども園 0774－20-0064 611-0041 宇治市 槇島町本屋敷１６７番地



亀ヶ丘保育園 0772-22-2708 626-0021 宮津市 字小川893

みずほ保育園 0772-22-1144 626-0033 宮津市 字宮村１２４７番地

亀岡保育園 0771-22-0469 621-0811 亀岡市 北古世町1丁目18-1

大井こども園 0771-23-7015 621-0013 亀岡市 大井町並河1丁目24番25号

千代川こども園 0771-23-7911 621-0052 亀岡市 千代川町千原片ホコ15

めぐみの園保育園 0771-24-1661 621-0834 亀岡市 篠町広田2-17-18

太田保育園 0771-23-1139 621-0031 亀岡市 薭田野町太田竹ヶ花20-1

亀岡あゆみ保育園 0771-24-6770 621-0826 亀岡市 篠町篠下中筋45-1

上西山あゆみ保育園 0771-25-8685 621-0826 亀岡市 篠町篠上西山8-1

くわの実保育園 0771-24-3876 621-0814 亀岡市 三宅町1丁目３番２１号

はこべ保育園 0771-22-6090 621-0835 亀岡市 篠町浄法寺中村８

清仁保育園 0774-53-1300 610-0111 城陽市 富野乾垣内67

清心保育園 0774-55-0230 610-0111 城陽市 富野荒見田4

あひるが丘こども園 075-921-0005 617-0001 向日市 物集女町北ノ口６５－２

アスク向日保育園 075-935-5533 617-0001 向日市 物集女町森ノ下1-1

レイモンド向日保育園 075-874-6083 617-0003 向日市 森本町石田13-3

今里こども園 075-955-7715 617-0814 長岡京市 今里北ノ町35-2

ひまわり保育園 075-205-5337 617-0844 長岡京市 調子2丁目88-1

山鳩こども園 075-981-0982 614-8365 八幡市 男山金振14-1

男山保育園 075-982-0701 614-8374 八幡市 男山石城6-1

山鳩第二こども園 075-981-0700 614-8297 八幡市 欽明台西47-1

くすのき保育園 075-983-1200 614-8013 八幡市 吉野垣内３－１

松井ヶ丘こども園 0774-63-2649 610-0357 京田辺市 山手東2丁目２－７

みみづく保育園 0774-63-2335 610-0331 京田辺市 田辺尼ケ池18

大住保育園 0774-62-0468 610-0343 京田辺市 大住下西野７７

市立大宮北保育所 0772-68-1471 629-2502 京丹後市 大宮町河辺4713番地の8

市立こうりゅう虹保育園 0772-84-0221 629-3101 京丹後市 久美浜町永留246番地の4

ゆうかり子ども園 0772-62-0343 627-0012 京丹後市 峰山町杉谷283番地

梅美台こども園 0774-71-8021 619-0215 木津川市 梅美台1丁目10

州見台さくら 0774-73-4150 619-0216 木津川市 州見台1丁目33番地1

なごみこども園 0774-72-7537 619-0215 木津川市 梅美台1丁目8

木津さくらの森 0774-71-4150 619-0223 木津川市 相楽台４丁目２番地５

愛光兜台こども園 0774-72-6500 619-0224 木津川市 兜台５丁目１－７

愛光みのりこども園 0774-75-1772 619-0218 木津川市城山台７丁目５番

せいかだい保育所 0774-98-3866 619-0238 相楽郡 精華町精華台2丁目11番1号


