
氏名 施設名 市町名

1 林　雅代 北須磨幼稚園 神戸市

2 赤松　智恵美 幼保連携型認定こども園 第２きらり保育園 神戸市

3 中川　正興 幼保連携型認定こども園 宝地院保育園 神戸市

4 小澤　昌甲 幼保連携型認定こども園 西神戸ＹＭＣＡ保育園 神戸市

5 山田　茂之 幼保連携型認定こども園有瀬幼稚園 神戸市

6 畑尾　亜紀子 茅渟の浦幼稚園 神戸市

7 福井　芳子 渦が森幼稚園 神戸市

8 牛尾　祥子 神港みどり幼稚園 神戸市

9 小林　智明 認定こども園霞ヶ丘幼稚園 神戸市

10 池上　紫津子 幼保連携型認定こども園 ふかえ虹こども園 神戸市

11 辻　玲子 幼保連携型認定こども園 おかもと虹こども園 神戸市

12 平田　矢須子 幼保連携型認定こども園 青谷愛児園 神戸市

13 松村　恭子 幼保連携型認定こども園 なかはらこども園 神戸市

14 中川　博文 幼保連携型 つきかげ認定こども園 神戸市

15 大枝　照美 北須磨保育園 神戸市

16 浅田　昌蔵 幼保連携型認定こども園 東須磨愛児園 神戸市

17 磯山　峯子 幼保連携型認定こども園 あい保育園 神戸市

18 川口　理賀 幼保連携型認定こども園 きらり保育園 神戸市

19 中久木　康弘 オリンピア神戸北保育園 神戸市

20 藤本　博子 幼保連携型認定こども園 舞子保育園 神戸市

21 蘆田　照子 かすが保育園 神戸市

22 輔信　文万 神戸エンゼル認定こども園 神戸市

23 森近　鋭次 幼保連携型認定こども園 大同保育園 神戸市

24 井上　博永 津田このみ学園 姫路市

25 濱口　雅子 認定こども園　マリア幼稚園 姫路市

26 黒田　美恵 白鷺園保育所 姫路市

27 中野　喜文 サンこども園 姫路市

28 小野　榮 豊富台保育園 姫路市

29 島田　さつき 三恵城山こども園 姫路市

30 熊川　裕子 ベアズガーデンインターナショナルスクール 姫路市

31 三輪　由香里 津田このみ学園 姫路市

32 中西　利栄 認定こども園くいせようちえん 尼崎市

33 上杉　晴子 認定こども園難波愛の園幼稚園 尼崎市

34 岡　法子 認定こども園武庫愛の園幼稚園 尼崎市

35 片岡　智子 立花愛の園幼稚園 尼崎市

36 前田　みつる 立花愛の園幼稚園 尼崎市

37 藤木　美保 あすなろ保育園 尼崎市
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38 寺川　光信 おおしま保育園 尼崎市

39 兼本　貴美 くるみ保育園 尼崎市

40 千松　亜紀子 尼崎さくら保育園 尼崎市

41 佐々木　薫 幼保連携型認定こども園 うみの風こども園 明石市

42 末永　忍 牧羊幼稚園 明石市

43 絹田　美由紀 西宮セリジェ保育園 西宮市

44 菱田　由里子 甲東幼稚園 西宮市

45 森田　梓 広田幼稚園 西宮市

46 宇祢　健太 パドマ保育園 西宮市

47 伊勢　千家子 西北セリジェ保育園 西宮市

48 森田　里江 マザーシップ西宮北口保育園 西宮市

49 岸　泉 認定こども園みのりヶ丘保育園 加古川市

50 横山　敏美 あかり保育園 加古川市

51 佐藤　由紀 認定こども園ゆき保育園 加古川市

52 竹内　千鶴子 トベラ保育園 加古川市

53 山田　美奈子 西神吉認定こども園 加古川市

54 木下　壽美 あかり保育園 加古川市

55 中原　加代子 認定こども園せきれい保育園 加古川市

56 中原　亜希子 認定こども園せきれい保育園 加古川市

57 桝本　叔江 エミール保育園 加古川市

58 桝本　沙織 エミール保育園 加古川市

59 森岡　里美 子供のお里 加古川市

60 澤田　幸栄 認定こども園プレスクールかみごおり 赤穂市

61 菅井　千晶 日野こども園 西脇市

62 篠原　昌明 かすがこども園 西脇市

63 堀越　千都 なかよし保育園 宝塚市

64 村井　富紀子 仁川ウエル保育園 宝塚市

65 吹田　幸子 ひろの認定こども園 三木市

66 小紫　昭子 いずみ認定こども園 三木市

67 髙谷　俊英 正蓮寺こども園 高砂市

68 井村　冷子 真浄寺きくなみ保育園 高砂市

69 井村　和貴 真浄寺きくなみ保育園 高砂市

70 豊國　恵子 川西けやき坂保育園 川西市

71 掘井　美之 粟生保育所 小野市

72 洞井　都 市場保育園 小野市

73 伊地知　智子 ゆうかり保育園 三田市

74 岸田　典子 やよい幼稚園 三田市
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75 西本　厚文 認定こども園童和こども園 養父市

76 林　恭弘 三谷こども園 養父市

77 高見　雄一郎 認定こども園かすが花の子園 丹波市

78 竹安　里美 認定こども園あおがき 丹波市

79 余田　淳子 あいいくの丘 丹波市

80 小林　俊光 めばえのにわ保育園 朝来市

81 佐野　千恵子 やなせこども園 朝来市

82 清水　洋子 大蔵こども園 朝来市

83 平松　厚美 糸井こども園 朝来市

84 谷村　由記 東河こども園 朝来市

85 勝部　祐子 和田山幼稚園 朝来市

86 堂山　興治 幼保連携型認定こども園恵泉保育園 淡路市

87 堂山　健剛 恵泉保育園 淡路市

88 吉本　厚子 誠心学園保育園 宍粟市

89 小林　喜美子 波賀みどり保育園 宍粟市

90 山田　彰代 段ちびっこえん 宍粟市

91 橋本　恭子 東条こども園 加東市

92 藤本　富美子 泉保育園 加東市

93 内海　弘文 心光こども園 たつの市

94 衣笠　日佐子 旭こども園 たつの市

95 高橋　邦栄 みどりこども園 多可町

96 岡原　崇昭 四恩こども園 多可町

97 原　しのぶ あさかこども園 多可町

98 林谷　文子 蓮池保育園 播磨町

99 山本　明美 鶴居保育所 市川町

100 内藏　みさお 川辺保育所 市川町

101 日下部　智子 サルビアこども園 福崎町

102 野村　啓子 認定こども園石海保育園 太子町

103 都築　祐二 二葉保育園 太子町

104 西橋　小百合 陽光こども園 上郡町

105 中村　直 小代認定こども園 香美町

※平成29年度に修了証を交付され、公表に同意された方のみ掲載しております。

※施設名は、平成29年度修了証交付時の名称です。


