
(7)私立幼保連携型認定こども園(56園)一覧 

注:幼稚園を母体とする園のみ記載してあります。表中(学)は学校法人を、(社福)は社会福祉法人を示します。 

（前橋市　23園）

認定こども園名 所　　在　　地 郵便番号 設置者
電話

(　)内はFAX

共愛学園こども園 小屋原町1125‐1 379‐2121 (学)共愛学園
027‐280‐8620
(027‐280‐8621)

静和幼稚園 文京町1‐29‐18 371-0801 (学）小林学園
027‐221‐7452
(027‐221‐7456)

あさひ幼稚園 東片貝町1061‐1 371‐0012 (学)ひろし学園
027‐261‐7731
(027‐261‐7731)

清心幼稚園 大手町3‐1‐21 371‐0026 (学)清心学園
027‐231‐2415
(027‐233‐0114)

いずみ幼稚園 女屋町1094‐5 379‐2163 (学)スジャータ学園
027‐261‐0553
(027‐261‐2090)

元総社幼稚園 元総社町1372‐1 371‐0846 (学)花園学園
027‐251‐2076
(027‐251‐2077)

第二あさひ幼稚園 三俣町2‐10‐3 371‐0018 (学)ひろし学園
027‐232‐2080
(027‐210‐1220)

慈照幼稚園 二之宮町1812‐7 379‐2117 (学)大乗学園
027‐268‐2557
(027‐268‐2057)

二子山幼稚園 朝倉町1‐3‐7 371‐0811 (学)いまい学園
027‐263‐2233
(027‐263‐2257)

明和幼稚園 勝沢町282 371‐0124 (学)平方学園
027‐269‐7041
(027‐269‐7042)

こまがた幼稚園 駒形町807‐1 379‐2122 (学)駒形学園
027‐266‐2335
(027‐266‐6167)

大利根育英幼稚園 川曲町529‐1 371‐0823 (学)中村学園
027‐253‐5460
(027‐253‐3927)

 大利根育英幼稚園
 分園朝日が丘こども園

朝日が丘町5－1 371-0832 (学)中村学園 027-225-2250

石井幼稚園 富士見町石井896‐1 371‐0105 (学)関口学園
027‐288‐3531
(027‐288‐3531)



山王幼稚園 山王町2‐9‐5 379‐2123 (学)たちばな学園
027‐266‐5120
(027‐266‐5295)

しょうび第二幼稚園 新堀町1040 379‐2144 (学)裳美学園
027‐265‐3596
(027‐265‐5334)

わかくさ幼稚園 嶺町1365‐5　　 371‐0125 (学)森本学園
027‐264‐0600
(027‐264‐0699)

木の実幼稚園 粕川町室沢267‐1 371‐0202 (学)一隅学園
027‐285‐4832
(027‐285‐2131)

敷島幼稚園 川原町2-24-1 371‐0046 (学)第二永井学園
 027‐231‐8494
(027‐231‐8495)

ポケット幼稚園 富士見町米野1305‐1　 371‐0111 (学)恵光学園
 027‐288‐3535
(027‐288‐8336)

清華幼稚園 東大室町929‐1 379‐2105 (学)東大室学園
 027‐268‐1992
(027‐268‐1999)

 幼保連携型認定こども園
 桃瀬幼稚園

西片貝町4‐16‐2 371‐0013 (学)齋藤学園
 027‐243‐5977
(027‐243‐5930)

 幼保連携型認定こども園
 元景幼稚園

総社町植野142-1 371‐0851 (学)春芳学園
 027‐253‐2373
(027‐253‐6677)

 認定こども園  ひろせ幼稚園 広瀬町3-32-1 371-0812 (学)永井学園
 027-263-1571
(027-263-1532)

（高崎市　8園）

国分寺幼稚園 西国分寺町11‐2 370‐3512 (学)国分寺学園
027‐373‐7241
(027‐373‐7604)

みどり幼稚園 下佐野町735 370‐0855 (学)高井学園
027‐346‐8787
(027‐346‐5611)

中川幼稚園 浜尻町614 370‐0005 (学)和田学園
027‐362‐4175
(027‐362‐3108)

中居幼稚園 中居町3‐33‐1 370‐0852 (学)柘植学園
027‐352‐1721
(027‐353‐8007)

櫻丘幼稚園 石原町3685‐2 370‐0864 (学)吉美学園
027‐326‐2200
(027‐326‐5994)

明徳幼稚園 通町75　　　　　 370‐0053 (学)明徳学園 
027‐322‐6370
(027‐322‐6609)

むつみ幼稚園 下小鳥町76‐8 370‐0074 (学)外所学園
027‐361‐1989
(027‐363‐2204)



ひばり幼稚園 中里町334‐1　　　　　 370‐3532 (学)狩野学園
 027‐373‐6579
(027‐373‐6579)

（桐生市　3園）

認定こども園名 所　　在　　地 郵便番号 設置者
電話

(　)内はFAX

すぎの子幼稚園 新里町関550‐1 376‐0134 (学)峰学園
0277‐74‐6656
(0277‐74‐6685)

のびのびこども園 新里町新川3580‐5 376‐0121 (学)つくし学園
 0277‐74‐1313
(0277‐74‐5515)

白ゆり幼稚園 新里町小林200-2 376-0124 (学)白ゆり学園
 0277-74-8357
(0277-74-6070)

（太田市　11園）

 幼保連携型認定こども園
 きざきまち幼稚園

新田木崎町1391‐2 370‐0321 (学)新田学園
0276‐56‐5188
(0276‐56‐5408)

 認定こども園若葉幼稚園 下小林町677 373‐0807 (学)若葉幼稚園
0276‐45‐7365
(0276‐45‐7365)

認定こども園太田いずみ幼稚園 東今泉町801‐1 373‐0021 (学)豊学園
0276‐37‐3245
(0276‐60‐5766)

いなり幼稚園 細谷町22‐1 373‐0842 (学)瑞穂学園
0276‐31‐7500
(0276‐31‐7722)

なかよし幼稚園 新島町688 373‐0819 (学)和香学園
0276‐45‐4994
(0276‐45‐4908)

金山幼稚園 鳥山上町1633 373‐0061 (学)金山学園
0276‐37‐0602
(0276‐37‐0672)

宝泉北幼稚園 別所町388‐2 373‐0041 (学)宝泉北学園
0276‐32‐0424
(0276‐32‐0942)

東別所幼稚園 飯塚町1113‐9 373‐0817 (学)東桜学園
0276‐45‐2505
(0276‐46‐4383)

新明幼稚園 由良町1829‐5 373‐0036 (学)宝泉学園
0276‐32‐2368
(0276‐60‐4802)

スマイル幼稚園 藪塚町1745-3 379‐2301 (学)東桜学園 0277-78-2446

台之郷こども園 台之郷町535 373-0801 (学)ハマダ学園
0276-45-8161
(0276-45-8161)



（沼田市　2園）

ちぐさこども園 柳町394 378‐0055 (学)櫛渕学園
0278‐23‐3324
(0278‐23‐3524)

認定こども園沼田幼稚園 坊新田町1105‐3 378‐0017 (学)沼田幼稚園
0278‐22‐2856
(0278‐22‐5450)

（館林市　1園）

認定こども園名 所　　在　　地 郵便番号 設置者
電話

(　)内はFAX

富士こども園 富士見町5‐1　　　　　　　　　　374‐0027 (学)富士学園
 0276‐74‐2100
(0276‐56‐9690)

（渋川市　1園）

認定こども園名 所　　在　　地 郵便番号 設置者
電話

(　)内はFAX

 認定こども園白ばら幼稚園 渋川778　　　　　　　 377-0008 (学)白ばらリズム学園
 0279-22-1068
(0279-22-1084)

（藤岡市　5園）

藤岡幼稚園 藤岡845 375‐0024 (学)門屋学園
0274‐22‐0678
(0274‐22‐1966)

くまの幼稚園 上戸塚354-3 375‐0013 (学)泰明学園
0274‐23‐5533
(0274‐23‐6103)

鬼石こども園 鬼石82 375‐0013 (学)清和学園
0274‐52‐2763
(0274‐52‐2783)

のぞみ幼稚園 藤岡1805‐3 375‐0024 (学)共立学園
0274‐22‐0760
(0274‐22‐0760)

藤岡開成幼稚園 下栗須959‐3　　　　　　　　375‐0014 (学)田沼学園
 0274‐24‐0118
(0274‐24‐7071)



（富岡市　4園）

なのかいちこども園 七日市1074‐15 370‐2343 (学)榎本学園
0274‐62‐4230
(0274‐62‐4581)

むつぎ幼稚園 下高瀬294‐1 370‐2332 (学)むつぎ学園
0274‐62‐5858
(0274‐67‐7338)

甘楽こひつじこども園 七日市1157‐1　　　　　　　　　　　370‐2343 (学)光の子学園 
 0274‐62‐0627
(0274‐62‐0654)

 幼保連携型認定こども園
 とみおかこども園

富岡1093‐1‐1　　　 370‐2316 (学)龍光寺学園 
 0274‐64‐3576
(0274‐67‐5578)

（安中市　1園）

認定こども園名 所　　在　　地 郵便番号 設置者
電話

(　)内はFAX

いそべこども園 磯部3‐12‐12 379‐0127 (社福）すこやか
027‐385‐8021
(027‐385‐0147)

（北群馬郡　1園）

 幼保連携型認定こども園
 駒寄幼稚園

吉岡町漆原953‐1 370‐3601 (学)栗原学園
0279‐54‐7144
(0279-55-0150)

（利根郡　1園）

水上わかくりこども園 みなかみ町湯原985 379‐1617 (学)建明寺学園
0278‐72‐4120
(0278‐25‐3020)

（邑楽郡　2園）

えのき 大泉町北小泉3‐9‐6 370‐0511 (学)河上学園
0276‐62‐3636
(0276‐63‐3504)

みよし 大泉町吉田974-3 370‐0523 (学)三吉学園
0276‐62‐3935
(0276‐62‐4341)


