
3 私立幼稚園(54園(休園2園含む) 　※うち幼稚園型認定こども園　35園

注：表中(学)は学校法人を、(宗)は宗教法人を示します。 

(前橋市  7園) 

幼稚園名
幼稚園型

認定こども園
設置者

電話
(　)内はFAX

認可年月日 
認可定員

(人)
所　　在　　地 郵便番号

群馬医療福祉大学附属鈴蘭 ○ (学)昌賢学園
 027‐251‐2180
(027‐289‐5848)

昭28. 2.18 280     元総社町152　 371‐0846

明星 ○ (学)冷泉学園
 027‐223‐0804
(027‐223‐7619)

昭30. 4. 8 260     南町1‐21‐28　 371‐0805

しょうび第一 ○ (学)裳美学園
 027‐231‐1728
(027‐235‐5236)

昭30.10.18 380     城東町1‐2‐7　　 371‐0016

粕川 ○ (学)亀井学園
 027‐285‐3326
(027‐285‐3326)

昭31. 2.20 160     粕川町女渕446‐4 371‐0214

江木 ○ 太田きみ子
 027‐269‐0809
(027‐269‐0973)

昭34. 1. 9 200     堤町537‐11　 371‐0003

富士見 ○ (学)柳学園
 027‐288‐5995
(027‐288‐8058)

昭36. 4. 7 140     富士見町時沢2120‐8　　　 371‐0104

たから (学)宝林学園
 027‐233‐0051
(027‐212‐8004)

昭47. 3.17 120     田口町545‐1　 371‐0048

(高崎市  18園) 

幼稚園名
幼稚園型

認定こども園
設置者

電話
(　)内はFAX

認可年月日 
認可定員

(人)
所　　在　　地 郵便番号

三山 (学)清水学園
 027‐322‐4869
(027‐325‐2877)

昭29. 4.20 240     並榎町99-1 370-0802

高崎天使 ○ (学)聖フランシスコ学園
 027‐346‐5011
(027‐346‐5071)

昭29. 6.25 160     矢中町159‐1　 370‐1203

さわらび ○ (学)里東学園
 027‐374‐2036
(027‐374‐5868)

昭32. 7.26 95      下里見町454 370‐3343

清風 (学)飯塚学園 
 027‐373‐0037
(027‐372‐1830)

昭37. 2.22 240     足門町830‐2　　　　　　 370‐3531

上武大学附属 ○ (学)学文館
 0274‐42‐1041
(0274‐42‐6330)

昭41. 3.31 180     新町3133 370‐1301

城南 (学)南学園
 027‐323‐4785
(027‐323‐4872)

昭42. 3.31 105     竜見町256　　　　　　　　　　370‐0835



高崎商科大学佐藤 ○ (学)高崎商科大学
 027‐323‐9512
(027‐323‐9597)

昭43. 3. 7 180     大橋町18‐1　　　　　　　　370‐0803

すみれ (学)丸山学園 
 027‐322‐8502
(027‐327‐6709)

昭44. 3.29 320     江木町1056　　　　　　　　　 370‐0046

ぐんま ○ (学)福島学園
 027‐373‐0811
(027‐372‐1922)

昭46. 3.15 225     金古町1912‐8　　　　 370‐3511

高南 ○ (学)大木学園
 027‐346‐6036
(027‐346‐7060)

昭48. 3.20 120     綿貫町346‐2　　　　　　　　370‐1207

高崎健康福祉大学附属 (学)高崎健康福祉大学
 027‐352‐3461
(027‐352‐7180)

昭49. 2.27 360     中大類町506‐1 370‐0033

八幡 ○ (学)桃ヶ丘学園
 027‐343‐3908
(027‐343‐3905)

昭50. 3.12 110     剣崎町409‐4　　　　　　　　　　370‐0883

こだま ○ (学)北村学園
 027‐326‐3055
(027‐327‐7848)

昭52.12.26 300     下豊岡町242‐2　　　　 370‐0873

いちごばたけ (学)松山学園
 027‐371‐5900
(027‐371‐3557)

昭52.12.26 200     箕郷町西明屋67‐2　　　　　370‐3105

長野 ○ (学)満勝寺学園
 027‐343‐5233
(027‐360‐4116)

昭53. 3.24 120     北新波町197‐6　  　　　　　370‐0082

東部文化 ○ (学)坂田学園
 027‐361‐0740
(027‐361‐0740)

昭53.12.26 240     東貝沢町2‐5‐10　　　　　　　　370‐0041

堤ケ岡 ○ (学)如意輪学園
 027‐372‐0309
(027‐372‐4343)

昭55. 2.23 105     棟高町2227‐2　　　　　　 370‐3521

榛名愛育 (学)長年寺学園
 027‐374‐1226
(027‐384‐2580)

昭56. 2.28 90      下室田町1377-8　　　　　　370‐3342

(桐生市  2園) 

幼稚園名
幼稚園型

認定こども園
設置者

電話
(　)内はFAX

認可年月日 
認可定員

(人)
所　　在　　地 郵便番号

桐生大学附属 ○ (学)桐丘学園
 0277‐22‐2720
(0277‐43‐2114)

昭27.10.10 105     新宿1-4-54 376‐0006

樹徳 ○ (学)明照学園
 0277‐53‐5571
(0277‐53‐5572)

昭28. 6. 6 90      広沢町3‐4475　　　　　　　　376‐0013

(伊勢崎市　6園) 

慈教 ○ (学)顕真学園
 0270‐24‐7700
(0270‐24‐7709)

昭49. 1.23 240     波志江町681   　　　　　　　　　372‐0001

さくら ○ (学)さくら幼稚園
 0270‐32‐3010
(0270‐32‐3014)

昭49. 3.12 260     富塚町246‐4　　　　　　　　　 372‐0833



すみよし ○ (学)光明学園
 0270‐32‐1069
(0270‐32‐1268)

昭51. 2.12 225     馬見塚町831‐1　　　　  　　　372‐0842

こひつじ ○ (学)茂木学園
 0270‐76‐2448
(0270‐76‐4422)

昭51. 3.20 120     境百々221‐1 370‐0117

田部井 (学)田部井学園
 0270‐62‐5977
(0270‐62‐5965)

昭52. 3. 1 320     田部井町2‐458 379‐2222

愛の光 ○ (学)竹前学園
 0270‐26‐4124
(0270‐26‐1930)

昭55. 9.18 110     今井町367　　　　　　　　　 　372‐0823

(太田市  6園) 

三宝 稲村博道  
 0276‐22‐7061
(0276‐22‐1475)

昭29. 4.22 80      本町22‐6　　　　　　　     　373‐0057

※　大光院 (宗)大光院
 0276‐22‐3290
(0276‐22‐3290)

昭31. 7.28 120     金山町37‐8　　　　　     　　　373‐0027

ひかり ○ (学)ひかり学園
 0276‐45‐7134
(0276‐49‐2238)

昭35. 2. 1 180     新井町556‐1　　　　 373‐0852

太田仁愛 (学)太田仁愛幼稚園
 0276‐37‐1723
(0276‐37‐1723)

昭49. 3.12 105     成塚町512‐2　　　　　  　　　373‐0006

南 (学)太南学園
 0276‐38‐1980
(0276‐38‐2154)

昭49.10.25 140     高林西町474‐7　　　　　　　　   373‐0828

第二ひかり ○ (学)ひかり学園
 0276‐32‐2466
(0276‐32‐2466)

昭51. 3. 5 180     宝町148　　　　　　　　　　　373‐0042

※大光院幼稚園は休園中

(沼田市  1園) 

幼稚園名
幼稚園型

認定こども園
設置者

電話
(　)内はFAX

認可年月日 
認可定員

(人)
所　　在　　地 郵便番号

恵泉 ○ (学)恵泉学園
 0278‐23‐3584
(0278‐22‐3350)

昭29.12.15 70      西倉内町663‐4　　　　　　　　378‐0042

(館林市　1園) 

常楽 (学)光楽学園
 0276‐72‐1836
(0276‐73‐4361)

昭41. 3.31 160     木戸町甲580　　　　　　　 374‐0077

(渋川市　1園) 

渋川大島 ○ (学)奈良原学園
 0279‐23‐9930
(0279‐23‐9940)

昭44. 2.20 300     半田2410 377‐0004



(藤岡市　1園) 

やまて (学)愛光学園
 0274‐23‐6000
(0274‐23‐6001)

昭46.12.21 80      藤岡260‐2　　　　　　　　375‐0024

(安中市　3園) 

原市赤心 ○ (学)赤心幼稚園
 027‐385‐6662
(027‐385‐1624)

明36. 7. 2 220     原市1‐14‐16　　　　　　　379‐0133

安中二葉 ○ (学)安中二葉幼稚園
 027‐381‐0394
(027‐381‐3980)

大15. 4.19 280     安中3‐10‐33　　　　　 379‐0116

東横野 ○ (学)東横野学園
 027‐382‐0816
(027‐381‐4211)

昭44. 2.20 110     鷺宮3092‐2　　　　　　 379‐0124

(みどり市　2園) 

幼稚園名
幼稚園型

認定こども園
設置者

電話
(　)内はFAX

認可年月日 
認可定員

(人)
所　　在　　地 郵便番号

阿左美 (学)南光寺学園
 0277‐76‐7320
(0277‐46‐6011)

昭31.10. 1 195     笠懸町阿左美967‐2 379‐2311

大間々南 (学)マイトリー学園
 0277‐73‐0067
(0277‐72‐1592)

昭54. 2.15 150     大間々町大間々895‐1 376‐0101

(佐波郡　1園) 

マーガレット ○ (学)玉村学園
 0270‐65‐2120
(0270‐75‐1502)

昭53. 3. 1 120     玉村町南玉758　　　　　 370‐1111

(邑楽郡　5園) 

松原 ○ (学)松原学園 
 0276‐62‐2532
(0276‐61‐0766)

昭29. 9.17 280     大泉町西小泉3‐6‐22　　　　　　370‐0517

聖クララ (宗)御聖体の宣教クララ修道会
 0276‐62‐3036
(0276‐62‐3086)

昭41.12.27 105     大泉町日の出56‐1　　　　　370‐0525

※ひまわり (学)陽光学園
 0276‐82‐1539
(0276‐82‐1513)

昭49. 3.12 120     板倉町海老瀬7444 374‐0111

みよし第二 ○ (学)三吉学園
 0276‐63‐1621
(0276‐62‐4342)

昭51. 1. 7 200     大泉町寄木戸277‐1　　　 370‐0535

まきば ○ (学)稲良学園
 0276‐82‐1682
(0276‐82‐1710)

昭54. 2.15 200     板倉町籾谷1344　　　　　　　374‐0134

※ひまわり幼稚園は休園中


