
東大阪大学　こども学部

2021年度（2021年9月卒・2022年3月卒）　就職・進路実績

こども学部 就職内訳（37名）

卒業生数 60名 小学校 9名 17.6%

進学者 2名 幼稚園 1名 2.0%
就職希望なし 0名 こども園 6名 11.8%
就職希望者 56名 保育園 12名 23.5%
就職者 51名 施設 7名 13.7%

公務員 1名 2.0%

91.1% 企業・自営 15名 29.4%

計 51名 100.0%

こども学部　主な就職先・進学先　＜過去3年間実績＞

小学校

■公立

こども園

■公立

　大阪府豊中市

■私立

幼稚園

■私立

保育園

■私立

施設

企業

公務員・団体・その他

防衛省陸上自衛隊、起業

進学

大阪歯科衛生学院専門学校

　　　　　豊能町：豊悠福祉会　羽曳野市：株式会社メディケア・リハビリ PARC（パルク）にしのみや

【鳥取県】鳥取市：青谷こども学園

社株式会社オーゼットカンパニー、 ニコニコのり株式会社、新日本住設株式会社、株式会社若林精機工業、ジェイ・ワイテックス株式会社
株式会社ＡＰパートナーズ、株式会社マーキュリー、ELJソーラーコーポレーション株式会社、株式会社Rivers
アートチャイルドケア株式会社、アジア・ラゲージ株式会社、永福株式会社、エンゼルプレイングカード製造株式会社
株式会社イオンファンタジー、株式会社すかいらーくホールディングス、株式会社大日工業、株式会社テクノプロ・コンストラクション
株式会社ドン・キホーテ、株式会社南海工業、株式会社福屋ホールディングス、株式会社フジデン、株式会社Gio、協和商事株式会社
豊丸商事株式会社、中国国際旅行社（シーアイティーエス・ジャパン株式会社）、ぬくもりのおうち保育株式会社、フジアルテ株式会社
ブリヂストンリテールジャパン株式会社、G.A.コンサルタンツ株式会社、ティー.ティーコーポレーション株式会社、有限会社CONER（コ
ナー）
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）、株式会社ウメタ、株式会社スマイルハートライフ、株式会社とんぼ
株式会社ピーエスピー、株式会社プリント・キャリー、株式会社ポッカクリエイト、株式会社ホテルニューアワジ
株式会社引越社（アリさんマークの引越社）、西日本旅客鉄道株式会社、Blue Pointer株式会社、Dip SAGAR株式会社、株式会社アイグラン

大阪市教育委員会、東大阪市教育委員会、茨木市教育委員会、熊取町教育委員会、枚方市教育委員会、豊能地区教育委員会、京都府教育委員
会、相模原市教育委員会

【大阪府】大阪市：育和学園生長幼稚園、愛染園南港東保育園、大阪ＹＭＣＡ、
　　　　　東大阪市：アーバンチャイルドこども園、桃の里幼稚園、中新開さつきこども園

　　　　　守口市：恵由福祉会、ゆずり葉こども園、
　　　　　八尾市：みよし保育園、
　　　　　四条畷市：忍ヶ丘愛育園、
　　　　　柏原市：関西女子短期大学付属幼稚園

【奈良県】大和郡山市：ふたばこども園

【滋賀県】近江八幡市：ヴォーリズ学園

【大阪府】東大阪市：大阪商業大学附属幼稚園、東大阪大学附属幼稚園

【大阪府】大阪市：今川学園、新大阪よつば学童、社会福祉法人永寿福祉会、介護老人保健施設おひさま園、大阪福祉事業財団、ケア21

　　　　　泉佐野市：株式会社ラビット　大東市：児童発達支援・放課後等デイサービスすまいるぱれっと　
　　　　　八尾市：医療法人阪本医院介護老人保健施設　悠久苑　富田林市：大阪府障害者福祉事業団

【奈良県】香芝市　社会福祉法人以和貴会　　　　

【大阪府】大阪市：森ノ宮保育園、谷町中央保育園、みおつくし福祉会、鶴舟会鶴町学園、本龍寺花園和敬学園、
　　　　　　　　　四天王寺夕陽丘保育園、今福保育園、放出保育園、白鷺学園、波除福祉会、アーバンチャイルド保育園上町
　　　　　東大阪市：社会福祉法人江東会、くるみ保育園、社会福祉法人由寿会
　　　　　八尾市：ふじ福祉会
　　　　　守口市：社会福祉法人和修会
　　　　　摂津市：社会福祉法人成光苑

　　　　　東大阪市：NPO法人たんぽぽの丘　たんぽぽの家、社会福祉法人恵生会　四季の森、青山会

【和歌山県】和歌山市：愛徳幼稚園

【兵庫県】尼崎市：ＬＡＢＯ－Ｋ学園

【兵庫県】神戸市：大慈厚生事業会
【奈良県】奈良市：そら保育園
【静岡県】浜松市：天竜厚生会
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東大阪大学短期大学部　　実践食物学科

2021年度（2022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 45名 委託給食（栄養士） 8名 24.2%

就職希望なし 7名 企業 21名 63.6%

就職希望者 38名 公務員 4名 12.1%

就職者 33名

86.8% 計 33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、福岡県

こども学園

■私立

【大阪府】大阪市：学校法人森岡学園認定こども園　住の江幼稚園

保育園

■私立

施設

　　　　　八尾市：社会福祉法人信貴福祉会

病院

公務員
防衛省陸上自衛隊、京田辺市教育委員会（給食調理）

製菓・製パン等調理

企業

進学

中部大学大学院、相愛大学人間発達学部、流通科学大学、東大阪大学、東大阪大学短期大学部（介護福祉学科）

【大阪府】東大阪市：社会福祉法人イエス団ガーデンエル

【大阪府】豊中市：医療法人豊済会 小曽根病院

株式会社マルタマフーズ、浅田給食株式会社、エームサービス株式会社、ＵＮＣＨＩ株式会社、 株式会社ＳＰＥＬＬＯ
株式会社アスモフードサービス西日本、株式会社魚国総本社、株式会社第一食品、株式会社マルワ、JWマリオット・ホテル奈良
テスティパルグループ（株式会社テスティパル、株式会社東テスティパル）、ナフス株式会社、The Park Fromt Hotel
株式会社お弁当の浜乃家、株式会社ナフス株式会社、株式会社ニチダン、株式会社メフォス　関西事業部、株式会社京料理花萬、
日清医療食品株式会社、株式会社Nishiki Foods(ニシキフーズ)、富士産業株式会社、エンド商事、株式会社東洋食品
株式会社ホテルニューアワジ（ホテルニューアワジグループ採用）、株式会社マーキュリー、シップヘルスケアフード株式会社
株式会社スギ薬局、株式会社 ABC Cooking Studio、大和企業株式会社ロカンダ、株式会社パンプキンズコーポレーション
株式会社イースマイル、株式会社イートファクトリー、株式会社エヌリンクス、株式会社コーセー、株式会社三共プラス、
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、株式会社ヒロフードサービス、山陰ヤクルト販売株式会社、
株式会社パル、株式会社 今井（道頓堀今井）、株式会社JOU JOU（ジョウジョウ）、株式会社クロフーディング　ル・クロ・ド・マリアー
ジュ
株式会社LAVA International、株式会社ティーアイアール、株式会社五藤建設、株式会社風神（すき焼きと牛まぶし ももしき）
株式会社メディカルケアフード、ザ・リッツ・カールトン大阪、株式会社第一食品、日進医療食品株式会社、富士産業株式会社

【大阪府】大阪市：社会福祉法人成光苑 東生野愛育園
　　　　　守口市：社会福祉法人和修会

ホテル日航大阪、株式会社ＴＨＲＥＡＤ　ＷＩＮＧ、sweetsよしふじ、大和企業株式会社　ヴィ・ド・フランス、マジア東京株式会社
明日香株式会社、株式会社CREAMHONPO、株式会社Ｙｏｒｋｙｓ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ、株式会社エスパス四天王寺茶屋
株式会社コート・ダジュール、株式会社ドゥリアン　ブーランジュリー グウ、株式会社叶匠寿庵、株式会社阪急ベーカリー

委託給食（栄養
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東大阪大学短期大学部　　実践保育学科

2021年度（2021年9月卒・2022年3月卒）　就職・進路実績

実践保育学科 就職内訳（22名）

卒業生数 46名 幼稚園 6名 15.8%

進学者 0名 保育園 13名 34.2%

就職希望なし 7名 認定こども園 13名 34.2%

就職希望者 39名 児童養護施設 等 6名 15.8%

就職者 38名 計 38名 100.0%

97.4%

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、奈良県桜井市

■私立

■公立

施設

企業

進学
東大阪大学

共同エンジニアリング株式会社

【大阪府】大阪市：社会福祉法人大阪福祉事業財団　すみれ愛育館、椿福祉会(つるみの郷)、ゆめ（放課後デイサービス）、
　　　　　　　　　社会福祉法人高津学園、社会福祉法人大阪福祉事業財団すみれ乳児院
　　　　　東大阪市：社会福祉法人恵生会　四季の森（障碍者支援施設）、社会福祉法人若福会　若江学院、
　　　　　　　　　　社会福祉法人生駒学院（児童養護施設　生駒学園）
　　　　　　　　　　松原市：社会福祉法人武田塾
【京都府】特定非営利活動法人あいらんど多機能型事業所　のこのこ
【奈良県】社会福祉法人以和貴会

【大阪府】大阪市：学校法人栗岡学園聖美幼稚園
　　　　　東大阪市：東大阪大学附属幼稚園
　　　　　八尾市：学校法人久宝文化学院 白鳩幼稚園

【奈良県】学校法人近畿福音ルーテル学園　のぞみ幼稚園

【大阪府】
  大阪市：社会福祉法人なにわ聖真会　桜川保育園、社会福祉法人済聖会、ブライト保育園大阪谷町、
　　　　　社会福祉法人マナ会いずみの保育園、社会福祉法人波除福祉会、株式会社雉子保育所ピーチランド
　　　　　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）、
　　　　　宗教法人 淨光寺 アソカ学園、株式会社日本保育サービス
　
　東大阪市：NPO法人若草会　若草保育園、社会福祉法人今川福祉会　東大阪青い鳥学園、社会福祉法人公徳会　マーヤ保育園、
　　　　　　社会福祉法人累徳学園、社会福祉法人由寿会、社会福祉法人　江東会 エンゼル保育園
  堺市：社会福祉法人ドレミ福祉会
　八尾市：社会福祉法人若竹福祉会　若竹保育園　　　豊中市：社会福祉法人愛成会　こもれびのもり
　寝屋川市：社会福祉法人東仁福祉会　こまどり保育園 　　枚方市：社会福祉法人清松福祉会　マツガ保育園
　茨木市：社会福祉法人穂積福祉会　ほづみ保育園
【奈良県】社会福祉法人裕愛会せいか保育園・旭ヶ丘せいか保育園　株式会社あおば　あおば保育園
【和歌山県】社会福祉法人浜木綿会　扇ヶ浜保育所
【愛知県】中央出版株式会社　アイン保育園
【香川県】社会福祉法人彩芽会　彩芽保育園
【埼玉県】社会福祉法人　まあれ愛恵会

　　　　　社会福祉法人みやびソフィア東生駒こども園　学校法人吉住学園前栽学園
【和歌山県】社会福祉法人しょうぶ会　いなみこども園　社会福祉法人じろうまる保育園じろうまるこども園

【兵庫県】学校法人慈愛学園慈愛幼稚園

藤井寺市、奈良県桜井市、奈良県香芝市、富山県

【大阪府】東大阪市：社会福祉法人さわらび会 さわらび保育園、社会福祉法人信光園　認定こども園　若江こども園、
　　　　　　　　　　学校法人奥林学園　認定こども園　石切山手幼稚園、学校法人青葉学園　青葉幼稚園 認定こども園 幼稚園型、
　　　　　　　　　　社会福祉法人由寿会　アーバンチャイルドこども園、社会福祉法人真優福祉会さつきこども園
　　　　　　交野市：社会福祉法人星田児童福祉会　貝塚市：社会福祉法人貝塚中央福祉会東山こども園　　四条畷市：社会福祉法人北出福
祉会
　　　　　　八尾市：社会福祉法人中河厚生会  認定こども園　母木保育園　社会福祉法人厚生博愛会マリア高安保育園
　　　　　　　　　社会福祉法人今川福祉会　　八尾青い鳥学園　社会福祉法人コミュニティハートのぞみの森保育園
　　　　　　　　　社会福祉法人弘生会　五月橋保育所　社会福祉法人幸悠会
【奈良県】学校法人誠華学園　せいか幼稚園　学校法人愛染学園愛染幼稚園

幼稚

園, 
15.8%

保育

園, 
34.2%

認定こども

園, 34.2%

児童

養護

施設

等, 
15.8%



東大阪大学短期大学部　　介護福祉学科

2021年度（2022年3月卒）　就職・進路実績

介護福祉学科 就職内訳（57名）
卒業生数 58名 高齢者福祉施設 57名 100.0%
進学者 0名

就職希望者 57名 計 57名 100.0%
就職者 57名

就職希望なし 0名

介護福祉学科　主な就職先・進学先
高齢者福祉施設

進学

【福岡県】遠賀郡：社会福祉法人傷痍者更生会 介護老人保健施設更生会にじの郷

学校法人日本教育財団 専門学校大阪医専

【奈良県】奈良市：ウェルグループ　ウェルコンサル株式会社

【大阪府】
大阪市：株式会社　学研ココファン、NPO法人　れんげメディカルサービス、株式会社CK&A
株式会社エスアール、社会福祉法人　健成会、株式会社　アーキノルド、株式会社プラティア、株式会社ビオネスト、
社会福祉法人　清水福祉会、社会福祉法人　三秀會、日清住宅サービス株式会社、社会福祉法人大阪暁明館、株式会社リアンハーモニー、
株式会社日健マネジメント、株式会社メディケア・リハビリ、株式会社ピースフリーケアグループ、介護老人保健施設　桔梗苑、
株式会社日本介護医療センター、株式会社MIRIMO、株式会社かんでんジョイライフ、株式会社フォーユー、株式会社ビバック
東大阪市：介護センターわかくさ瓢箪山、介護老人保健施設　長田の里、株式会社メディプラン、株式会社ゆきあい、株式会社ツクイ、
株式会社トライアス、株式会社プラティア、株式会社元気な介護、株式会社青蓮荘、株式会社日健マネジメント、社会福祉法人　天気会、
社会福祉法人柏樹会、社会福祉法人あゆみ会、社会福祉法人恵生会、社会福祉法人寿栄会、社会福祉法人天心会、
特定非営利活動法人ベタニヤ村、有限会社ティエラ、有限会社ライフケアひまわり
八尾市：有限会社　ティエラ、株式会社あぷり、社会福祉法人八尾隣保館、社会福祉法人医真福祉会
池田市：池田さつき会
泉佐野市：株式会社 ラヴィータ ピエーナ
茨木市：NPO法人れんげメディカルグループ
門真市：株式会社トキ、パナソニックエイジフリー株式会社、株式会社青蓮荘
堺市：社会福祉法人大阪府社会福祉事業団（美原荘）、特定医療法人 仁悠会
豊中市：株式会社ナッセ
富田林市：デイサービストライズ富田林
寝屋川市：NPO法人れんげメディカルグループ、株式会社大阪ホームケアサービス、有限会社アフターメディカル
枚方市：有限会社つくし野、社会福祉法人美郷会、医療法人城青会
藤井寺市：株式会社大阪ホームケアサービス
松原市：社会福祉法人聖徳会
守口市：医療法人蓮華友愛会、社会福祉法人清水福祉会

高齢者福祉施設, 100.0%



 〇外国人留学生 就職・進路状況 

 

■2021 年度(2022 年 3 月卒) 

東大阪大学：卒業生 15 名 

 学部・学科   国籍    進 路   在留資格等 内訳 

 こども学科 

（3 名） 

 中国  日本 (就職)  1 名  特定活動（本邦卒業者） 

中国 日本 (就職) 2 名 技術・人文知識・国際業務 

アジアこども学科 

（12 名） 

 中国  日本（進学） 1 名 留学：大阪教育大学大学院 

 中国  日本在留   1 名 家族滞在 

中国  日本（就職） 2 名 技術・人文知識・国際業務 

ベトナム  日本（就職） 1 名  特定活動就活（推薦不要） 

ベトナム  日本 (就活)  1 名  特定活動就活（大学推薦） 

ベトナム  母国帰国   1 名 特定活動（4 ヶ月） 

ベトナム 日本 (就活)  2 名 特定技能 1 号介護 

ベトナム  日本在留   1 名  家族滞在 

ベトナム  日本（就労） 1 名 技術・人文知識・国際業務 

ベトナム 母国帰国   1 名 就職予定 

 

 

■2021 年度(2022 年 3 月卒) 

東大阪短期大学部：卒業生 51 名 

学科  国籍    進 路     内 訳 

実践食物学科  

2 名 

インドネシア 日本（就職） 1 名 特定活動 

中国  日本（進学）  1 名 留学：流通科学大学 

介護福祉学科 

卒業生：49 名 

 中国  日本（就職）  4 名 介護 

中国  日本在留   1 名 経営管理 

ベトナム 日本（就職） 24 名 介護 

フィリピン 日本（就職）  9 名 介護 

韓国 日本（就職）  3 名 介護 

ミャンマー 日本（就職）  2 名 介護 

スリランカ 日本（就職）  1 名 介護 

ネパール 日本（就職）  5 名 介護 

 


