
平成２１年度

受賞者氏名 学　校　名 学校所在地 就　職　先 就職先所在地

岩室　菜生 聖徳大学幼児教育専門学校 東京都 社会福祉法人　金剛保育園 神奈川県

礒野　舞 筑紫女学園大学 福岡県 光應寺保育園 福岡県

宮崎　可奈子 筑紫女学園大学短期大学部 福岡県 順和保育園 福岡県

田川　温子 函館大谷短期大学 北海道 函館大谷短期大学附属幼稚園 北海道

根本　知香 駒沢女子短期大学 東京都 つるかわ保育園 東京都

川野　舞香 鶴見大学短期大学部 神奈川県 津久井幼稚園 神奈川県

横山　祐未子 兵庫大学短期大学部 兵庫県 長寿院保育園 兵庫県

福岡　晴香 四天王寺大学短期大学部 大阪府 光源寺幼稚園 大阪府

吉田　彩 淑徳短期大学 東京都 マハヤナ第２保育園 東京都

小柴　千明 淑徳幼児教育専門学校 東京都 清浄院幼稚園 埼玉県

大石　亜沙美 常葉学園短期大学 静岡県 みのり幼稚園 静岡県

小幡　朋加 京都文教短期大学 京都府 本福寺保育園 滋賀県

平田　千代子 宝仙学園短期大学 東京都 宝仙学園幼稚園 東京都

中村　奈保子 愛知文教女子短期大学 愛知県 愛知文教女子短期大学付属萩原幼稚園 愛知県

水野　加菜 東九州短期大学 大分県 宇島保育園 福岡県

昆野　梓 聖和学園短期大学 宮城県 なかの幼稚園 宮城県

糸井　夕貴 足利短期大学 栃木県 太子保育園 群馬県

高田　薫 大谷大学短期大学部 京都府 高倉幼稚園 京都府

乾　未沙 佛教大学 京都府 光徳幼稚園 京都府

佐藤　汐莉 立正大学 埼玉県 春日部成就院幼稚園 埼玉県

池田　美里 九州龍谷短期大学 佐賀県 荘島幼稚園 福岡県

小俣　理紗 武蔵野大学 東京都 月江寺幼稚園 山梨県

鈴木　綾奈 岐阜聖徳学園大学短期大学部 岐阜県 聖徳保育園 岐阜県

浅島　千翔 聖徳大学（昼間主） 千葉県 西小松川保育園 東京都

平澤　一乃 聖徳大学短期大学部（第Ⅰ部） 千葉県 大勝院幼稚園 千葉県

河西　友里 龍谷大学短期大学部 京都府 西大寺幼稚園 奈良県

飯田　睦 札幌大谷大学短期大学部 北海道 北見大谷幼稚園 北海道

木下　由香 京都女子大学 京都府 淡路幼稚園 大阪府

西田　真由美 京都女子大学短期大学部 京都府 小野幼稚園 京都府

森下　倫子 帯広大谷短期大学 北海道 木野南保育園 北海道

山田　詳子 文教大学 埼玉県 高津幼稚園 神奈川県

古田　あい 華頂短期大学 京都府 東山幼稚園 京都府

別保　恵子 高田短期大学 三重県 白塚愛児園 三重県



平成２２年度

受賞者氏名 学　校　名 学校所在地 就　職　先 就職先所在地

福森　みほ 駒沢看護保育福祉専門学校 北海道 野田生こばと保育園 北海道

六鹿　美紗 愛知文教女子短期大学 愛知県 愛知文教女子短期大学付属第一幼稚園 愛知県

田口　友紀 函館大谷短期大学 北海道 学校法人函館大谷学園 北海道

岡崎　彩絵実 兵庫大学短期大学部 兵庫県 みのり保育園 兵庫県

後藤　果穂 聖徳大学幼児教育専門学校 東京都 ほぜんじ幼稚園 東京都

伊藤　早希 淑徳幼児教育専門学校 東京都 共生保育園 東京都

利根川　早苗 鶴見大学短期大学部 神奈川県 横浜ルンビニ－保育園 神奈川県

飯田　洋子 筑紫女学園大学 福岡県 観音寺保育園 福岡県

今井　ちぐさ 筑紫女学園大学短期大学部 福岡県 みのり幼稚園 長崎県

松本　佳子 文教大学 埼玉県 宝泉北幼稚園 群馬県

辻岡　沙織 四天王寺大学短期大学部 大阪府 国分保育園 大阪府

大塚　暁子 佛教大学 京都府 浄福寺幼稚園 京都府

横田　奈津季 帯広大谷短期大学 北海道 鈴蘭保育園 北海道

富田　真衣 常葉学園短期大学 静岡県 小川幼稚園 静岡

渡辺　まどか 武蔵野大学 東京都 祐天寺附属幼稚園 東京都

和辻　澪 京都文教短期大学 京都府 崇徳保育園 滋賀県

池田　恵利香 九州龍谷短期大学 佐賀県 あさひ幼稚園 佐賀県

蘇原　友代 足利短期大学 栃木県 足利短期大学附属幼稚園 栃木県

信夫　美樹 聖和学園短期大学 宮城県 南沼原ひまわり幼稚園 山形県

向暁　信恵 東九州短期大学 大分県 四日市児童館 大分県

清水　香織 立正大学 埼玉県 ながの幼稚園 群馬県

土肥　聖実 札幌大谷大学短期大学部 北海道 あかつき保育園 北海道

道家　早紀 岐阜聖徳学園大学短期大学部 岐阜県 竹鼻保育園 岐阜県

田中　つかさ 京都女子大学 京都府 西本願寺保育園 京都府

石井　里沙 京都女子大学短期大学部 京都府 船越めぐみ保育園 広島県

柿沼　友里 聖徳大学短期大学部（第Ⅰ部） 千葉県 浅草寺幼稚園 東京都

南　結妃 駒沢女子短期大学 東京都 小松大谷幼稚園 石川県

齋藤　愛実 華頂短期大学 京都府 真覚寺保育園 京都府

永嶋　千夏 龍谷大学短期大学部 京都府 蜂ヶ岡保育園 京都府

上嶋　絵都子 大谷大学短期大学部 京都府 高倉幼稚園 京都府

中瀬古　幸菜 高田短期大学 三重県 若葉保育園 三重県



平成２３年度

受賞者氏名 学　校　名 学校所在地 就　職　先 就職先所在地

安藤　さとみ 愛知文教女子短期大学 愛知県 大里双葉幼稚園 愛知県

佐藤　菜奈恵 筑紫女学園大学 福岡県 善来寺保育園 福岡県

宮崎　望 筑紫女学園大学短期大学部 福岡県 正光寺ひかり幼稚園 福岡県

大嶋　栄子 函館大谷短期大学 北海道 社会福祉法人民生博愛会 北海道

和瀬田　奈実 京都文教短期大学 京都府 早翠保育園 静岡県

志田　真野 兵庫大学短期大学部 兵庫県 日輪寺保育園 兵庫県

能瀬　加奈子 四天王寺大学短期大学部 大阪府 はじかみ保育園 奈良県

土屋　芽衣 常葉学園短期大学 静岡県 有戸十七夜山保育園 静岡

片山　美貴子 淑徳幼児教育専門学校 東京都 宮原幼稚園 埼玉県

上原　千佳 足利短期大学 栃木県 足利いずみ幼稚園 栃木県

田幸　由紀子 龍谷大学短期大学部 京都府 真覚寺保育園 京都府

名畑　光 札幌大谷大学短期大学部 北海道 大谷オアシス保育園 北海道

星　いづみ 聖和学園短期大学 宮城県 若竹幼稚園 宮城県

金子　桃子 鶴見大学短期大学部 神奈川県 大倉山アソカ幼稚園 神奈川県

勝田　奈菜 駒沢女子短期大学 東京都 稲田保育園 神奈川県

森　絵梨奈 九州龍谷短期大学 佐賀県 高木保育園 佐賀県

家常　恵 帯広大谷短期大学 北海道 社会福祉法人龍谷保育会 北海道

後藤　彩香 岐阜聖徳学園大学短期大学部 岐阜県 蘇原西保育園 岐阜県

山﨑　さゆり 聖徳大学 千葉県 共生保育園 東京都

桒原　江梨 聖徳大学短期大学部 千葉県 やくし幼稚園 東京都

佐藤　実真 東九州短期大学 大分県 けいあい保育園 大分県

藤原　麻衣 聖徳大学幼児教育専門学校 東京都 聖徳学園三田幼稚園 東京都

伊藤　栄梨 京都女子大学 京都府 西本願寺保育園 京都府

小松　由佳 京都女子大学短期大学部 京都府 むらさき幼稚園 京都府

小野　沙緒里 華頂短期大学 京都府 華頂短期大学附属幼稚園 京都府

宮本　茜 佛教大学 京都府 成田幼稚園 大阪府

川戸　美咲 高田短期大学 三重県 社会福祉法人愛児の会 三重県

渋沢　茉希 立正大学社会福祉学部 埼玉県 深谷保育園 埼玉県

重岡　真由子 淑徳短期大学 東京都 照蓮院さくら幼稚園 埼玉県



平成２４年度

受賞者氏名 学　校　名 学校所在地 就　職　先 就職先所在地

今田　千咲 愛知文教女子短期大学 愛知県 愛知文教女子短期大学附属第一幼稚園 愛知県

古賀　唯香 筑紫女学園大学 福岡県 中間中央幼稚園 福岡県

堀江　智美 筑紫女学園大学短期大学部 福岡県 認定こども園　遊林愛児園 福岡県

的山　愛美 兵庫大学短期大学部 兵庫県 野里保育所 兵庫県

九嶋　美保 函館大谷短期大学 北海道 函館大谷短期大学附属大野幼稚園 北海道

内藤　真実 鶴見大学短期大学部 神奈川県 總持寺保育園 神奈川県

藪　千尋 四天王寺大学短期大学部 大阪府 書写認定こども園 兵庫県

青島　麗 常葉学園短期大学 静岡県 学校法人大雄学園 静岡県

水野　朋典 大谷大学短期大学部 京都府 聖徳保育園 岐阜県

生出　光沙季 帯広大谷短期大学 北海道 鈴蘭保育園 北海道

加藤　友美 京都文教短期大学 京都府 松尾幼稚園 京都府

渡邊　真依 聖和学園短期大学 宮城県 浄心幼稚園 宮城県

徳重　暁子 龍谷大学短期大学部 京都府 光の園保育園 佐賀県

石原　真衣 こども教育宝仙大学 東京都 最勝寺みのり保育園 東京都

大場　緑 聖徳大学幼児教育専門学校 東京都 共生保育園 東京都

芦馬　南 東九州短期大学 大分県 東九州短期大学附属幼稚園 大分県

早川　祥 札幌大谷大学短期大学部 北海道 帯広東幼稚園 北海道

吉田　裕貴 足利短期大学 栃木県 世良田保育園 群馬県

山口　咲花 九州龍谷短期大学 佐賀県 円乗寺保育園 鹿児島

小林　美月 京都女子大学 京都府 パドマ幼稚園 大阪府

引田　璃紗 岐阜聖徳学園大学短期大学部 岐阜県 学校法人杉山学園 岐阜県

田口　里奈 立正大学社会福祉学部 埼玉県 二之宮保育園 群馬県

田中　眞子 高田短期大学 三重県 松阪仏教愛護園 三重県

浦野　芽衣 駒沢女子短期大学 東京都 身延山保育園 世田谷区

加藤　恵 淑徳短期大学 東京都 蓮美幼児学園 東京都

鳥養　祐加 武蔵野大学 東京都 ひばりヶ丘幼稚園 東京都

渡辺　沙織 華頂短期大学 京都府 西京極幼稚園 京都府

青柳　詩織 聖徳大学 千葉県 与板保育園 新潟県

角田　有里 聖徳大学短期大学部 千葉県 若草専念寺幼稚園 東京都

松原　静華 佛教大学 京都府 泉山幼稚園 京都府



平成２５年度

受賞者氏名 学　校　名 学校所在地 就　職　先 就職先所在地

小西　瑞希 駒沢看護保育福祉専門学校 北海道 野田生こばと保育園 北海道

室谷　真穂 函館大谷短期大学 北海道 学校法人　函館大谷学園 北海道

塗木　真澄 筑紫女学園大学 福岡県 るんびに保育園 福岡県

山見　理沙 筑紫女学園大学短期大学部 福岡県 成田山幼稚園 福岡県

石原　綾華 鶴見大学短期大学部 神奈川県 鶴見大学短期大学部附属三松幼稚園 神奈川県

新立　淑乃 兵庫大学短期大学部 兵庫県 真浄寺保育園 兵庫県

道上　美奈子 愛知文教女子短期大学 愛知県 愛知文教女子短期大学附属幼稚園 愛知県

三澤　愛子 常葉学園短期大学 静岡県 ルンビニー保育園 静岡県

山本　麻央 四天王寺大学短期大学部 大阪府 延明保育園 奈良県

本間　三奈美 こども教育宝仙大学 東京都 こまどり幼稚園 東京都

小田　真弓 九州龍谷短期大学 佐賀県 見真幼稚園 佐賀県

鈴木　絵里 聖和学園短期大学 宮城県 千手寺幼稚園 宮城県

碓井　佐季 札幌大谷大学短期大学部 北海道 小樽杉の子幼稚園 北海道

古尾谷　絵里 聖徳大学幼児教育専門学校 東京都 大楽幼稚園 神奈川県

大澤　ひはな 足利短期大学 栃木県 足利幼稚園 栃木県

堀　紗夜香 京都文教短期大学 京都府 西大路保育園 京都府

西部　からん 帯広大谷短期大学 北海道 宝来保育園 北海道

江口　友理 東九州短期大学 大分県 アソカ保育園 大分県

藤本　理那 岐阜聖徳学園大学短期大学部 岐阜県 高山幼稚園 岐阜県

西尾　吉乃 龍谷大学短期大学部 京都府 本福寺こども園 滋賀県

海老原　芽衣 立正大学社会福祉学部 埼玉県 北川口幼稚園 埼玉県

椎野　真貴子 華頂短期大学 京都府 安朱保育園 京都府

青木　優美 淑徳短期大学 東京都 玉里保育園 茨城県

塩屋　幸代 京都女子大学 京都府 若草幼稚園 愛媛県

鎌野　志穂 武蔵野大学 東京都 武蔵野大学附属幼稚園 東京都

田中　愛花 高田短期大学 三重県 法輪保育園 三重県

神尾　侑果 駒沢女子短期大学 東京都 梅花保育園 神奈川県

北　遥 佛教大学 京都府 蜂ヶ岡保育園 京都府

佐藤　智絵子 聖徳大学 千葉県 西小松川保育園 東京都

北口　友紀子 聖徳大学短期大学部 千葉県 照蓮院さくら幼稚園 埼玉県



平成２６年度

受賞者氏名 学　校　名 学校所在地 就　職　先 就職先所在地

櫻木　舞 愛知文教女子短期大学 愛知県 剱正幼稚園 愛知県

池田　美咲 筑紫女学園大学 福岡県 あかさかルンビニー園 佐賀県

西山　明里 筑紫女学園大学短期大学部 福岡県 青竜保育園 福岡県

木浪　志穂 函館大谷短期大学 北海道 学校法人　函館大谷学園 北海道

増田　梨奈 常葉学園短期大学 静岡県 学校法人　法城学園 静岡県

清水　美季 こども教育宝仙大学 東京都 宝仙学園幼稚園 東京都

丸山　莉紗　 兵庫大学短期大学部 兵庫県 認定こども園　西脇保育園 兵庫県

川口　久美子 大谷大学短期大学部 京都府 田上保育園 滋賀県

田中　祐理 札幌大谷大学短期大学部 北海道 恵庭幼稚園 北海道

鈴木　優奈 京都文教短期大学 京都府 松尾幼稚園 京都府

渡辺　望月 聖和学園短期大学 宮城県 中田幼稚園 宮城県

平林　眞由子 龍谷大学短期大学部 京都府 めぐみ保育園 滋賀県

竹森　優 四天王寺大学短期大学部 大阪府 四天王寺非田院保育園 大阪府

木下　奈々 岐阜聖徳学園大学短期大学部 岐阜県 さゆり保育園 岐阜県

牧野　薫 聖徳大学 千葉県 亀戸幼稚園 東京都

斎藤　愛里 聖徳大学短期大学部 千葉県 篠崎若葉幼稚園 東京都

吉田　佳代 京都西山短期大学 京都府 妙林苑 京都府

中澤　琴羽　 鶴見大学短期大学部 神奈川県 光輪幼稚園 神奈川県

國永　詩織 足利短期大学 栃木県 足利幼稚園 栃木県

橋本　侑佳 立正大学社会福祉学部 埼玉県 建福寺幼稚園 埼玉県

吉見　悠奈 聖徳大学幼児教育専門学校 東京都 聖徳学園三田幼稚園 東京都

烏頭尾　香織 京都女子大学 京都府 西大寺幼稚園 奈良県

木下　果奈美 京都華頂大学 京都府 松ヶ崎保育園 京都府

田舛　奈央 華頂短期大学 京都府 七条幼稚園 京都府

乾　実加 佛教大学 京都府 西大寺保育園 奈良県

西　美咲 東九州短期大学 大分県 認定こども園　東九州短期大学附属幼稚園 大分県

谷口　由紀 九州龍谷短期大学 佐賀県 杉の子保育園 鹿児島県

柳谷　友里恵 帯広大谷短期大学 北海道 木野南保育園 北海道

野村　香織 淑徳短期大学 東京都 じょうえん保育園 埼玉県

勝城　亜弓 高田短期大学 三重県 さくら幼稚園 三重県

小山　愛実 駒沢女子短期大学 東京都 清心幼稚園 神奈川県

小山　紗希 武蔵野大学 東京都 清心幼稚園 神奈川県



平成２７年度

受賞者氏名 学　校　名 学校所在地 就　職　先 就職先所在地

加藤　伶奈 飯田女子短期大学 長野県 上郷なかよし保育園 長野県

虫賀　香恵 愛知文教女子短期大学 愛知県 今伊勢真光幼稚園 愛知県

貫井　未来 京都西山短期大学 京都府 洛西花園幼稚園 京都府

藤田　結衣 兵庫大学短期大学部 兵庫県 兵庫大学附属須磨幼稚園 兵庫県

杉本　志織 大谷大学短期大学部 京都府 大谷幼稚園 京都府

加藤　葉月 函館大谷短期大学 北海道 学校法人　函館大谷学園 北海道

荻野　真帆 常葉大学短期大学部 静岡県 青島こども園 静岡県

武田　萌 四天王寺大学短期大学部 大阪府 四天王寺悲田院保育園 大阪府

上野　千弥 筑紫女学園大学 福岡県 大谷幼稚園・こども園 福岡県

矢ヶ部　友里菜 筑紫女学園大学短期大学部 福岡県 柳川幼稚園 福岡県

多田　咲月 京都文教短期大学 京都府 あさひ保育園 滋賀県

井苅　有希 こども教育宝仙大学 東京都 東光寺幼稚園 東京都

鈴木　瑠奈 聖徳大学幼児教育専門学校 東京都 台東初音幼稚園 東京都

加藤　裕奈 札幌大谷大学短期大学部 北海道 帯広東幼稚園 北海道

大野　真穂 龍谷大学短期大学部 京都府 洛西花園幼稚園 京都府

牧口　千音美 九州龍谷短期大学 佐賀県 龍谷こども園 佐賀県

清水　みさき 鶴見大学短期大学部 神奈川県 こうりんじ幼稚園 神奈川県

渡邉　明日香 足利短期大学 栃木県 足利短期大学附属幼稚園 栃木県

白鳥　杏奈 聖和学園短期大学 宮城県 高森サーラ保育園 宮城県

大川　友希 聖徳大学 千葉県 平泉幼稚園 茨城県

蓬田　有里 聖徳大学短期大学部（第一部） 千葉県 明聖第一幼稚園 東京都

千住　聡美 聖徳大学短期大学部（第二部） 千葉県 なかよしの森保育園 東京都

田月　歩乃香 京都女子大学 京都府 嵯峨学園 京都府

福井　彩乃 岐阜聖徳学園大学短期大学部 岐阜県 杉山学園 岐阜県

椿　美保奈 立正大学社会福祉学部 埼玉県 妙厳寺幼稚園 埼玉県

萬木　愛子 佛教大学 京都府 蜂ヶ岡保育園 京都府

市頭　知依 東九州短期大学 大分県 金屋保育園 大分県

直井　春菜 淑徳大学短期大学部 東京都 たちばな幼稚園 埼玉県

服部　綾美 高田短期大学 三重県 石薬師保育園 三重県

佐々木　莉子 帯広大谷短期大学 北海道 社会福祉法人　大谷菩提樹会 北海道

須田　涼子 駒沢女子短期大学 東京都 まや保育園 東京都

神谷　純花 武蔵野大学 東京都 豊里もみじこども園 茨城県

出井　清佳 京都華頂大学 京都府 たぶせ保育園 山口県

中野　瑞希 華頂短期大学 京都府 向陽幼稚園 京都府



平成２８年度

受賞者氏名 学　校　名 学校所在地 就　職　先 就職先所在地

萩澤　芽生 函館大谷短期大学 北海道 学校法人函館大谷学園 北海道

片岡　珠理 愛知文教女子短期大学 愛知県 七宝こども園 愛知県

伊藤　香澄 飯田女子短期大学 長野県 認定こども園慈光幼稚園 長野県

岡本　未来 京都西山短期大学 京都府 大谷保育園 京都府

竹内　優佳 大谷大学短期大学部 京都府 向陽幼稚園 京都府

森田　真悠 四天王寺大学短期大学部 大阪府 はじかみ保育園 奈良県

土井　みずき 筑紫女学園大学 福岡県 潤野保育園 福岡県

廣瀬　あずさ こども教育宝仙大学 東京都 常徳幼稚園 東京都

小澤　ゆり菜 常葉大学短期大学部 静岡県 学校法人藤岡学園 静岡県

石田　夏葉 札幌大谷大学短期大学部 北海道 学校法人小樽龍谷学園 北海道

関根　早映子 聖徳大学幼児教育専門学校 東京都 みよしの幼稚園 東京都

小川　加奈絵 岐阜聖徳学園大学短期大学部 岐阜県 学校法人加納学園 岐阜県

井之口　あゆみ 京都文教短期大学 京都府 桃嶺保育園 京都府

松田　宝子 九州龍谷短期大学 佐賀県 神辺幼稚園 佐賀県

新井　郁美 兵庫大学 兵庫県 兵庫大学附属須磨幼稚園 兵庫県

堀田　あすか 兵庫大学短期大学部 兵庫県 徳永寺こども園 兵庫県

早坂　彩 足利短期大学 栃木県 なかよし幼稚園 群馬県

阿部　純奈 聖和学園短期大学 宮城県 涌津保育園 岩手県

福本　春菜 鶴見大学短期大学部 神奈川県 深愛幼稚園 神奈川県

河端　渚 立正大学社会福祉学部 埼玉県 正光寺保育園北浦和園 埼玉県

髙林　静菜 聖徳大学 千葉県 浅草寺幼稚園 東京都

三ケ月　はるか 聖徳大学短期大学部（第一部） 千葉県 厚徳幼稚園 埼玉県

自在丸　京華 東九州短期大学 大分県 昭和保育園 福岡県

荒木　望実 京都女子大学 京都府 むらさき幼稚園 京都府

岩崎　真子 帯広大谷短期大学 北海道 社会福祉法人大谷菩提樹会 北海道

髙橋　千恵 淑徳大学短期大学部 東京都 浄興幼稚園 東京都

藤平　聖奈 駒沢女子短期大学 東京都 れんげ幼稚園 神奈川県

村田　留菜 龍谷大学短期大学部 京都府 さだ保育園 大阪府

金谷　華奈 高田短期大学 三重県 若葉保育園 三重県

高比良　美紀 京都華頂大学 京都府 常称寺保育園 大阪府

甚田　夏希 華頂短期大学 京都府 蓮美幼児学園唐崎のおうち 滋賀県

伊藤　志織 武蔵野大学 東京都 東京大谷幼稚園 東京都

磯部　愛 佛教大学 京都府 上京保育所 京都府



平成２９年度

受賞者氏名 学　校　名 学校所在地 就　職　先 就職先所在地

生田　汐華 函館大谷短期大学 北海道 学校法人函館大谷学園 北海道

池上　佳穂 飯田女子短期大学 長野県 認定こども園慈光幼稚園 長野県

溝口　優花 京都文教短期大学 京都府 こども園ゆりかご 京都府

湯城　舞 京都西山短期大学 京都府 あひるが丘保育園 京都府

込山　真吏 札幌大谷大学短期大学部 北海道 恵庭幼稚園 北海道

帰山　風香 常葉大学短期大学部 静岡県 明星保育園 静岡県

河合　美希 筑紫女学園大学 福岡県 山口中央幼稚園 山口県

三浦　歩乃花 聖和学園短期大学 宮城県 法山寺幼稚園 宮城県

太田　葵 大谷大学短期大学部 京都府 北野幼稚園 京都府

阿部　愛香 四天王寺大学短期大学部 大阪府 はじかみ保育園 奈良県

田中　すみれ こども教育宝仙大学 東京都 金の峯幼稚園 東京都

一栁　綺扇 聖徳大学幼児教育専門学校 東京都 光徳保育園 東京都

寺西　美奈 愛知文教女子短期大学 愛知県 おひさまこどもえん 愛知県

羽賀　萌々 岐阜聖徳学園大学短期大学部 岐阜県 むつみ保育園 岐阜県

横橋　冴香 立正大学社会福祉学部 埼玉県 太田南保育園 群馬県

井上　琴音 淑徳大学短期大学部 東京都 川口アソカ幼稚園 埼玉県

大島　栞 足利短期大学 栃木県 認定こども園東光寺幼稚園 栃木県

吉田　アリサ 駒沢女子短期大学 東京都 大増のぞみ保育園 埼玉県

小林　千夏 九州龍谷短期大学 佐賀県 龍谷こども園 佐賀県

尾池　佐和子 兵庫大学 兵庫県 認定こども園第一仏光こども園 兵庫県

時澤　穂加 兵庫大学短期大学部 兵庫県 専徳寺ひろはた保育園 兵庫県

角　李奈 東九州短期大学 大分県 ポッポ保育園 福岡県

齋藤　麻衣 聖徳大学 千葉県 興善寺幼稚園 埼玉県

森　彩花 聖徳大学短期大学部 千葉県 篠崎若葉幼稚園 東京都

向井　楓 帯広大谷短期大学 北海道 社会福祉法人大樹福祉事業会 北海道

根岸　里菜 鶴見大学短期大学部 神奈川県 信証幼稚園 神奈川県

粟野　桃代 高田短期大学 三重県 長太の浦保育園 三重県

森谷　紗英 武蔵野大学 東京都 祐天寺附属幼稚園 東京都

伊藤　美月 京都華頂大学 京都府 常称寺保育園 大阪府

柏谷　茉那 華頂短期大学 京都府 認定こども園来迎寺学園 大阪府

川口　穂乃香 京都女子大学 京都府 敬応学園幼稚園 大阪府

松田　知紗 佛教大学 京都府 西本願寺保育園 京都府

小坂　瞳 龍谷大学短期大学部 京都府 永興保育園 京都府

鵜飼　結花 東京立正短期大学 東京都 東京立正幼稚園 東京都



平成３０年度

受賞者氏名 学　校　名 学校所在地 就　職　先 就職先所在地

松永　彩花 愛知文教女子短期大学 愛知県 愛知文教女子短期大学附属第一幼稚園 愛知県

城戸　沙央里 京都西山短期大学 京都府 むらさき幼稚園 京都府

本島　梨子 飯田女子短期大学 長野県 慈光保育園 長野県

大谷　かりん 大谷大学短期大学部 京都府 錦綾幼稚園 京都府

小松　依央菜 四天王寺大学短期大学部 大阪府 四天王寺夕陽丘保育園 大阪府

村田　結衣 函館大谷短期大学 北海道 学校法人函館大谷学園 北海道

角川　晴菜 京都文教短期大学 京都府 ひいらぎこども園 京都府

宗利　知穂 兵庫大学 兵庫県 認定こども園じょうせんこども園 兵庫県

黒田　賢 兵庫大学短期大学部 兵庫県 書写認定こども園 兵庫県

井戸川　明郁 筑紫女学園大学 福岡県 白菊幼稚園 福岡県

平井　菜々子 九州龍谷短期大学 佐賀県 和光保育園 佐賀県

中川　茉優 聖和学園短期大学 宮城県 中新田幼稚園・なかよしこども園 宮城県

清水　智世 こども教育宝仙大学 東京都 ほぜんじ幼稚園 東京都

岡田　真鈴 帯広大谷短期大学 北海道 社会福祉法人大谷菩提樹会 北海道

伊名野　萌花 札幌大谷大学短期大学部 北海道 青葉興正保育園 北海道

蛭川　結季乃 駒沢女子短期大学 東京都 原市文化幼稚園 埼玉県

大林　杏 聖徳大学 千葉県 神田寺幼稚園 東京都

佐藤　千聖 聖徳大学短期大学部 千葉県 江東学園幼稚園 東京都

田村　真古都 佛教大学 京都府 太秦保育園 京都府

辻原　瞳 淑徳大学短期大学部 東京都 正光寺保育園鳩ヶ谷園 埼玉県

須藤　蒼来 足利短期大学 栃木県 認定こども園足利しらゆり幼稚園 栃木県

奥村　紬 岐阜聖徳学園大学短期大学部 岐阜県 はなぞの幼稚園 岐阜県

野口　実希 武蔵野大学 東京都 妙福寺保育園 東京都

武智　美穂 京都女子大学 京都府 しろはな幼稚園 兵庫県

田村　明日香 東九州短期大学 大分県 豊前幼稚園 福岡県

黒岩　彩香 鶴見大学短期大学部 神奈川県 秋葉幼稚園 神奈川県

猪原　智子 龍谷大学短期大学部 京都府 御室幼稚園 京都府

長澤　陽奈子 立正大学社会福祉学部 埼玉県 宗教法人正光寺 東京都

吉川　彩也香 高田短期大学 三重県 長太の浦保育園 三重県

辻本　七海 京都華頂大学 京都府 安朱保育園 京都府

水元　千絵 華頂短期大学 京都府 華頂短期大学附属幼稚園 京都府


