令和３年４月１日現在

各学校のホームページへは、愛知県幼稚園連盟のホームページから各幼稚
園のホームページにリンクできます。
愛知県幼稚園連盟のホームページには、左の「幼稚園」にリンクを張って
ありますので、そちらからお進みください。
表中の各区からは、幼稚園連盟の担当支部にリンクできます。（当該支部
に属す幼稚園が表示され、各幼稚園のホームページにリンクできます。）

幼稚園

名古屋市内
園名

郵便番号

住所

電話番号

千種区
愛英

464-0850 千種区今池5-24-7

(052)732-3101

上野

464-0082 千種区上野3-2-20

(052)711-9334

自由ケ丘

464-0015 千種区富士見台3-9-2

(052)721-0171

城山学院

464-0046 千種区城山新町2-71

(052)763-3351

椙山女学園大学附属

464-0832 千種区山添町2-2

(052)751-8131

聖マリア

464-0812 千種区園山町1-59

(052)781-1696

第三自由ケ丘

464-0005 千種区千代が丘1-24

(052)773-0858

第二自由ケ丘

464-0008 千種区宮根台2-4-30

(052)771-2191

天満

464-0095 千種区天満通1-46

(052)711-8255

名古屋ルーテル

464-0850 千種区今池3-5-19

(052)731-4734

若竹

464-0075 千種区内山2-18-12

(052)731-5211

わかば

464-0032 千種区猫洞通2-13

(052)782-3651

建中寺

461-0003 東区筒井1-7-52

(052)935-2172

筒井

461-0003 東区筒井町4-13

(052)935-0460

名古屋文化

461-0011 東区白壁1-54

(052)962-9115

名古屋柳城短期大学附属 柳城

461-0011 東区白壁1-31

(052)951-5080

東桜

461-0005 東区東桜2-8-26

(052)931-5025

明星

461-0002 東区代官町22-17

(052)936-2053

久国

462-0837 北区大杉3-4-1

(052)981-1258

金城

462-0047 北区金城町2-23-2

(052)981-0530

東区

北区
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園名

郵便番号

住所

電話番号

城北

462-0022 北区川中町6-11

(052)981-1386

ゼンヌ

462-0837 北区大杉3-12-8

(052)911-7466

名古屋楠

462-0016 北区西味鋺3-931

(052)901-0753

如意

462-0002 北区六が池町72

(052)901-2753

聖心

462-0847 北区金城1-1-57

(052)981-8816

山田

462-0813 北区山田町4-42

(052)981-0753

桂

451-0014 西区又穂町2-1

(052)522-8580

国風第一

451-0072 西区笠取町2-89

(052)524-0592

国風第二

451-0081 西区名塚町4-46

(052)531-3636

西城

451-0031 西区城西3-4-5

(052)531-5034

善光寺別院

452-0822 西区中小田井1-353

(052)508-4070

名古屋西

451-0044 西区菊井2-2-10

(052)563-0558

幅下

451-0031 西区城西2-4-16

(052)531-1248

枇杷島

451-0053 西区枇杷島4-8-2

(052)531-4131

みどりケ丘

452-0843 西区平中町202

(052)502-4943

飯田

453-0838 中村区向島町5-28

(052)411-3209

岩塚第一

453-0863 中村区八社1-145

(052)412-5555

上の宮

453-0043 中村区上ノ宮町1-27

(052)481-4780

清正

453-0045 中村区藤江町4-32

(052)471-5556

太閤

453-0813 中村区二ツ橋町5-20

(052)471-8807

中京

453-0017 中村区則武本通2-55

(052)471-0404

同朋

453-8540 中村区稲葉地町7-1

(052)411-1162

とよとみ

453-0053 中村区中村町7-19

(052)471-5280

名古屋遊花

453-0033 中村区栄生町9-30

(052)482-0200

みのり

453-0061 中村区日比津町4-7-27

(052)471-8537

わかくさ

453-0805 中村区深川町1-6

(052)452-4318

西区

中村区
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園名

郵便番号

住所

電話番号

中区
大須

460-0011 中区大須3-1-53

(052)241-6419

お東

460-0016 中区橘2-8-75

(052)321-3650

名古屋教会

460-0002 中区丸の内3-4-5

(052)962-4955

西別院

460-0018 中区門前町1-23

(052)321-8055

松元

460-0012 中区千代田2-6-19

(052)241-0149

希望

466-0022 昭和区塩付通6-8

(052)851-9146

第１村雲

466-0054 昭和区円上町11-14

(052)882-3443

高辻

466-0058 昭和区白金3-9-15

(052)881-4265

滝子

466-0047 昭和区永金町1-1-15

(052)882-0464

南山

466-0835 昭和区南山町14

(052)831-8271

広路

466-0857 昭和区安田通2-15

(052)751-7597

みちる

466-0006 昭和区北山町3-9-2

(052)731-2350

旭キンダーの丘

467-0027 瑞穂区田辺通3-20

(052)832-5801

享栄

467-0017 瑞穂区東栄町2-4-2

(052)841-2206

萩山

467-0011 瑞穂区萩山町3-4

(052)841-8526

白竜

467-0828 瑞穂区田光町3-30

(052)841-0036

みずほが丘

467-0808 瑞穂区高田町2-5

(052)853-1921

弥富

467-0043 瑞穂区岳見町4-41

(052)831-0762

弥富二葉

467-0054 瑞穂区丸根町2-54

(052)831-9810

内田橋聖アントニオ

456-0034 熱田区伝馬2-28-14

(052)671-8338

堅磐信誠

456-0025 熱田区玉の井町9-28

(052)681-4057

白鳥

456-0035 熱田区白鳥2-12-15

(052)671-1827

聖テレジア

456-0062 熱田区大宝4-5-17

(052)682-8200

454-0927 中川区打中2-195

(052)352-7777

昭和区

瑞穂区

熱田区

中川区
打中
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園名

郵便番号

住所

電話番号

星条

454-0013 中川区八熊3-11-5

(052)321-8317

戸田

454-0962 中川区戸田2-2801

(052)302-0018

のぞみ

454-0033 中川区五女子1-5-5

(052)361-0322

万場

454-0997 中川区万場5-203

(052)431-7002

うぐいす

455-0064 港区本宮町5-16

(052)661-0068

小碓

455-0801 港区小碓3-134

(052)382-1015

呉竹

455-0053 港区名四町121

(052)654-0512

慶和

455-0015 港区港栄4-4-18

(052)661-2597

港北

455-0075 港区正徳町5-135

(052)381-0259

しらさぎ

455-0832 港区宝神5-3302

(052)383-3682

西福田

455-0876 港区福屋2-70

(052)301-2500

萬泰

455-0842 港区稲永1-9-18

(052)381-1468

富士文化

455-0882 港区小賀須1-801

(052)301-5188

大江

457-0834 南区港東通1-11

(052)611-0039

正和

457-0064 南区星崎1-310

(052)821-7040

善東

457-0057 南区鳥山町3-40-1

(052)811-6430

第二松元

457-0022 南区明円町180

(052)823-3745

鶴田

457-0003 南区鶴田1-5-20

(052)811-3603

道徳和光

457-0864 南区道徳北町2-14

(052)691-6876

マハヤナ

457-0014 南区呼続3-11-23

(052)822-0754

みどり

457-0014 南区呼続町5-14-34

(052)811-3484

山崎

457-0014 南区呼続2-20-11

(052)811-6337

ユタカ

457-0862 南区内田橋2-30-8

(052)691-6721

小幡あさひ

463-0048 守山区小幡南2-5-9

(052)792-1137

喜多山

463-0011 守山区小幡4-12-52

(052)791-7516

吉根みどり

463-0808 守山区花咲台1-502

(052)736-3111

港区

南区

守山区
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園名

郵便番号

住所

電話番号

金城学院

463-0021 守山区大森2-1724

(052)798-0053

志だみ

463-0002 守山区中志段味字吉田洞2911-18

(052)736-1321

瀬古

463-0090 守山区瀬古東3-119

(052)793-2521

第二富士

463-0013 守山区小幡中3-28-30

(052)791-8361

第２若竹

463-0035 守山区森孝3-1803

(052)771-0101

ともしび

463-0064 守山区更屋敷10-11

(052)791-2262

ひまわり

463-0032 守山区白山1-807

(052)771-8623

みつる

463-0021 守山区大森1-2711

(052)798-1445

守山

463-0016 守山区大屋敷13-73

(052)791-4561

あけの星

458-0013 緑区ほら貝1-52

(052)877-1234

有松

458-0901 緑区有松212

(052)621-1131

池上台

458-0044 緑区池上台2-194

(052)891-1001

風かおる丘

459-8001 緑区大高町丸根42-1

(052)625-6667

黒石みどり

458-0002 緑区桃山3-201

(052)876-6161

新生

458-0047 緑区古鳴海1-165

(052)891-3511

徳重

458-0804 緑区亀が洞2-401

(052)878-6670

登美

459-8001 緑区定納山1-603

(052)627-0703

鳴海

458-0831 緑区鳴海町向田272

(052)621-0803

鳴海ケ丘

458-0824 緑区鳴海町字有松裏70-3

(052)623-1551

平手

458-0008 緑区平手北2-1113

(052)876-7854

マツガネ台

458-0843 緑区松が根台182

(052)892-0732

愛英西山

465-0076 名東区扇町1-73

(052)782-1101

愛英名東

465-0073 名東区高針原2-1510

(052)701-3101

あいわ

465-0082 名東区神里2-168

(052)701-4550

東貴船

465-0058 名東区貴船3-2001

(052)703-2134

上社

465-0025 名東区上社5-301

(052)703-0846

健峰

465-0047 名東区小池町65

(052)771-3001

緑区

名東区
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園名

郵便番号

住所

電話番号

高針

465-0054 名東区高針台3-701

(052)702-2982

東名

465-0026 名東区藤森2-43

(052)771-3877

星ヶ丘

465-0088 名東区名東本町20

(052)781-0118

珉光

465-0097 名東区平和が丘3-78

(052)781-6420

むらくも

465-0064 名東区大針3-344-2

(052)703-5381

よもぎ

465-0091 名東区よもぎ台1-101

(052)773-0761

栄光八事

468-0071 天白区天白町八事裏山122

(052)832-8221

島田

468-0028 天白区島田黒石507

(052)802-5256

高坂

468-0025 天白区高坂町47-1

(052)802-2626

天道

468-0061 天白区八事天道815

(052)831-2629

名古屋あかつき

468-0020 天白区平針南2-1005

(052)801-5121

名古屋女子大学付属

468-0031 天白区高宮町401-2

(052)802-1231

原

468-0015 天白区原3-107

(052)802-2120

ひばり

468-0034 天白区久方1-147

(052)801-5411

天白区
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