
東大阪大学　こども学部 アルバイト（臨時労働者）を含む

2019年度（2019年9月卒・2020年3月卒）　就職・進路実績

こども学部 5/1基本調査 就職内訳（39名）

卒業生数 55名 55名 小学校 3名 7.7%

進学者 0名 0名 幼稚園・こども園 4名 10.3%
就職希望なし 13名 11名 保育園 5名 12.8%
就職希望者 42名 44名 施設 5名 12.8%

就職者 39名 44名 企業（保育） 4名 10.3%

19年9月卒業者3名含む 企業 18名 46.2%

92.9% 計 39名 100.0%

※3/31時点以降、こども園と保育園

の人数変更あり。こども園3→4

こども学部　主な就職先・進学先　＜過去3年間実績＞ 保育園6→5へ変更されている。

小学校

■公立

こども園

■私立

幼稚園

■私立

保育園

■公立

　大阪府東大阪市

■私立

施設

【埼玉県】さいたま市：メディカルケアサービス㈱

企業

公務員・団体

大阪府警、岡山市役所、(医）三慧会

(株)ＡＰパートナーズ関西支社、(株)エービーシー・マート、ELJソーラーコーポレーション株式会社、GJサンコー、SUPRIEVE、
アートチャイルドケア株式会社、(株)HOG、(株)アサヒケータリング、(株)ソフト99オートサービス、
(株)ハート引越センター、(株)ミヤコ、エンゼルプレイングカード製造株式会社、王将、株式会社すかいらーくホールディングス、
株式会社テクノプロ・コンストラクション、株式会社福屋ホールディングス、株式会社フジデン、㈱ロッテリア、㈱成都不動産、
西日本旅客鉄道株式会社、南港あそびマーレ、㈱新生ホームサービス、㈱スズキ自販関西、㈱ティーガイア、㈱明伸通信、
㈱レクスト関西、㈱レナウン、北極星産業株式会社、モラブ阪神、ヤマザキ屋、株式会社ウメタ、株式会社スマイルハートライフ
フジアルテ株式会社、㈱メディビューティー、株式会社ホットランド、協和商事株式会社、株式会社ドン・キホーテ、
中国国際旅行社（シーアイティーエス・ジャパン株式会社）、アジア・ラゲージ株式会社

大阪府教育委員会、大阪市教育委員会、東大阪市教育委員会、豊中市教育委員会

【大阪府】大阪市：都島友の会、育和学園生長幼稚園　吹田市：蓮美幼児学園 千里丘キンダースクール　守口市：にしき認定こども園

　　　　　東大阪市：認定こども園石切山手幼稚園、アーバンチャイルドこども園　四条畷市：忍ヶ丘愛育園

【兵庫県】加古川市：西神吉こども園

【京都府】京都市：聖三一幼稚園

【大阪府】大阪市：今福保育園、四貫島保育所、ゆめの樹保育園
　　　　　　　　　(株)タスク・フォース「都市型保育園ポポラー」、(株)アイグラン　あい保育園
　　　　　　　　　株式会社JPホールディングス（株式会社日本保育サービス）
　　　　　東大阪市：くるみ保育園、アーバンチャイルド保育園、玉串保育園、おりづる保育園、株式会社エアフォルクげんき保育園
　　　　　　　　　　茨木市：水尾保育園　　　高槻市：(医)愛仁会　院内保育園
【奈良県】奈良市：そら保育園　　生駒市：まゆみ保育園
【静岡県】浜松市：天竜厚生会

【大阪府】大阪市：ゆら 障がい者支援施設、今川学園、新大阪よつば学童　　東大阪市：公徳学園、総合福祉施設ノーサイド、たんぽぽ
　　　　　四条畷市：四条畷福祉会　河内長野市：聖徳園　摂津市：成光苑　富田林市：大阪府障害者福祉事業団　豊能町：豊悠福祉会
　　　　　八尾市：医療法人阪本医院介護老人保健施設　悠久苑
【奈良県】奈良県立登美学園　　　　　
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東大阪大学短期大学部　　実践食物学科

2019年度（2020年3月卒）　就職・進路実績

実践食物学科 就職内訳（31名）

卒業生数 39名 企業（栄養士） 15名 48.4%

進学者 3名 医療（栄養士） 1名 3.2%

就職希望なし 5名 保育園（栄養士） 2名 6.5%

就職希望者 31名 施設（栄養士） 1名 3.2%

就職者 31名 企業 10名 32.3%

施設 1名 3.2%

公務員 1名 3.2%

計 31名 100.0%

実践食物学科　主な就職先・進学先　＜過去3年間実績＞

中学校

■公立

大阪府中学校、和歌山県中学校、三重県中学校

保育園

■私立

施設

病院

企業

進学

立命館大学大学院(生命科学)、中部大学大学院、相愛大学人間発達学部

【大阪府】大阪市：阿さひ保育園　東大阪市：むぎの穂保育園、アーバンチャイルド保育園
　　　　　八尾市：八尾隣保館キリンこども園、久宝寺保育園
　　　　　守口市：社会福祉法人和修会

【大阪府】東大阪市：社会福祉法人イエス団ガーデンエル　　八尾市：社会福祉法人信貴福祉会

【大阪府】豊中市：小曽根病院

山陽マルナカ東大阪店、㈱コロワイド、㈱マルタマフーズ、エイジェック、(株)八寅 粉もん屋八 榛原駅前店、㈱テスティパル、㈱大阪
フード（ぼてぢゆうｸﾞﾙｰﾌﾟ）、（株）ACNモバイル、㈱オリックスリビング、壷山建設株式会社、㈱マルワ　メディカル事業部、㈱ポト
マック、(株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス、㈱ブロンコビリー　、ユニバーサルシティ　パン製造、ユニバーサルシティ
ケーキ製造、、株式会社テスティパル、株式会社ジャパンメディカルフード、太閤折詰(株)、株式会社ティーアイアール、株式会社第一食
品、医療法人豊済会 小曽根病院、株式会社三共プラス、富士産業株式会社、株式会社Nishiki Foods(ニシキフーズ)、株式会社 今井（道
頓堀今井）、株式会社  パル、株式会社 ABC Cooking Studio、株式会社コーセー、株式会社すかいらーくホールディングス、株式会社
ピュアラル、株式会社イースマイル、株式会社ニチダン、株式会社マルタマフーズ、株式会社ナフス株式会社、株式会社東テスティパル、
株式会社エヌリンクス、株式会社魚国総本社、陸上自衛隊　自衛官候補生、株式会社エーワンベーカリー、マルタマグループ、ホテルバリ
アンリゾートなんば心斎橋店、ホテルグランビア、魚国総本店、ナフス(株)、(株)ワッツ、ホテル日航大阪、和菓子店　葉月、小曽根病院
栄養課、ブールミッシュ、株式会社マルワ、株式会社イートファクトリー、浅田給食株式会社、日清医療食品株式会社、
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東大阪大学短期大学部　　実践保育学科

2019年度（2020年3月卒）　就職・進路実績

実践保育学科 就職内訳（39名）

卒業生数 51名 幼稚園 6名 15.4%

進学者 0名 保育園 17名 43.6%

就職希望なし 5名 認定こども園 9名 23.1%

就職希望者 41名 施設 6名 15.4%

就職者 39名 企業 1名 2.6%

科目履修等 7名 計 39名 100.0%

家事手伝い等 3名

実践保育学科　主な就職先・進学先＜過去3年間実績＞

認定こども園

■私立

幼稚園
■私立

保育園

■公立

大阪府堺市、藤井寺市、京都府京丹後市

■私立

施設

企業
株式会社メディビューティ、株式会社エイジェック、共同エンジニアリング株式会社

【大阪府】大阪市：住之江幼稚園、　東大阪市：さわらび保育園、若江こども園、石切山手幼稚園、青葉幼稚園
　　　　　守口市：来迎寺学園　高石市：せいこう幼稚園　八尾市：ふじ保育園、母木保育園
【大阪府】名張市：蔵持こども園　　伊賀市：青山よさみ幼稚園

【大阪府】大阪市：大和幼稚園、鶴見幼稚園、豊里幼稚園
　　　　　東大阪市：東大阪大学附属幼稚園、西堤幼稚園
　　　　　茨木市：天王学園幼稚園　　八尾市：志紀学園幼稚園、白鳩幼稚園

【大阪府】
  大阪市：つるみ保育園、にじのき保育園、桜川保育園、波除学園、社会福祉法人　都島友の会、みつばさ保育園、いずみの保育園、
　　　　　あい・あい保育園（株式会社 global bridge）、ぬくもりのおうち保育園（株式会社　ぬくもりのおうち保育）、
　　　　　都島まほろ保育園（㈱くろすサービス）㈱キッズコーポレーション
　東大阪市：若草保育園、累徳学園、くるみ保育園、エンゼル保育園、マーヤ保育園、タンポポ未来保育園、角田あおぞら園、深江保育
園、
　　　　　　めだか保育園、癒しの森保育園（株　MEDICAL UP）、リトカ知育保育園(株ベルキス）
  大東市：パンダ保育園、医療法人徳洲会 野崎徳洲会病院内　ひよこハウス保育園
　八尾市：ふじ保育園、みよし保育園、若竹保育園
　門真市：あいとく保育園　　寝屋川市：明徳保育園、こまどり保育園 　　枚方市：マツガ保育園
　吹田市：トレジャーキッズ江坂　　茨木市：ほづみ保育園
【奈良県】 香芝市：せいか保育園   生駒市：會津壱分保育園
【和歌山県】田辺市：扇ヶ浜保育所　紀の川市：ながやま保育園
【三重県】名張市：蔵持保育園
【京都府】福知山市：中六人部保育園
【香川県】丸亀市：彩芽保育園
【島根県】松江市：みつき福祉会、四ツ葉学園保育所
【沖縄県】石垣市：きのこ保育園、きのこベイビー
【関東地域】日本保育サービス（東京都）

【大阪府】大阪市：四恩学園、大阪乳児院、つるみの郷、大阪福祉事業財団（すみれ乳児院、すみれ愛育館）
　　　　　東大阪市：公徳会(公徳学園）、恵生会(四季の森なごみ）、若江学院、生駒学園、ピース（放課後デイサービス）、
　　　　　　　　　　児童デイサービス ふぁんふぁん（㈱ファンタイム）
　　　　　四条畷市：なわて更正園　　寝屋川市：寝屋川石津園
　　　　　柏原市：社会福祉法人武田塾　　泉南郡熊取町：株式会社ジョワ　そら（放課後デイサービス・児童発達支援）
【東京都】長岡福祉協会首都圏事業部

幼稚

園, 
15.4%

保育

園, 
43.6%

認定こ

ども園, 
23.1%

施設, 
15.4%

企業, 
2.6%



東大阪大学短期大学部　　介護福祉学科

2019年度（2020年3月卒）　就職・進路実績

介護福祉学科 就職内訳（46名）
卒業生数 48名 高齢者福祉施設 46名 100.0%
進学者 1名 計 46名 100.0%

就職希望者 46名
就職者 46名

就職希望なし 1名

介護福祉学科　主な就職先・進学先
高齢者福祉施設

進学

【大阪府】大阪市：NPO法人れんげメディカルサービス、株式会社アーキノルド　レストコート林寺、株式会社学研ココ
ファンココファン城東、ココファン鶴橋、株式会社ビオネスト庵つるみ、株式会社ビオネストデイサービス　笑楽　花園
北、株式会社プラティア　グループホームプラティア生野、グループホーム プラティア森ノ宮、株式会社穂の香　ピース
フリー加美北、ピースフリー玉造、株式会社CK&A　ケアブリッジ帝塚山、株式会社エスアール有料老人ホーム　ルネッ
タ、社会福祉法人健成会、社会福祉法人三秀會、社会福祉法人　三秀會特別養護老人ホームいらか、社会福祉法人清水福
祉会　有料老人ホーム　鶴見緑地
　東大阪市：株式会社メディプランケアキューブくさか、株式会社ゆきあい　フォーユー東大阪吉田、株式会社ツクイ
ツクイ東大阪衣摺、社会福祉法人柏樹会　特別養護老人ホーム　フォレストガーデン、社会福祉法人天気会　特別養護老
人ホーム　ながた尚老苑
　　　　　門真市：株式会社トキ　アイビス門真、パナソニックエイジフリー株式会社　エイジフリー・ライフ大和田
　　　　　八尾市：有限会社ティエラ　ことこと久宝寺　枚方市：有限会社つくし野　グループホーム　つくし野【奈良県】奈良市：ウェルグループ　ウェルコンサル株式会社

学校法人日本教育財団 専門学校大阪医専

高齢者福祉施設

100％


