
令和４年４月１日現在

幼稚園

名古屋市外

園名 郵便番号 住所 電話番号

豊橋市

曙 441-8151 豊橋市曙町字松並28 (0532)45-6512

大清水 441-8132 豊橋市南大清水町字元町66-2 (0532)25-1895

仔羊 440-0023 豊橋市岩田町字影岩7-4 (0532)61-6975

寿泉寺 440-0825 豊橋市瓦町字通裏28-5 (0532)62-3580

寿泉寺いずみ 441-8087 豊橋市牟呂町字百間60 (0532)48-3588

寿泉寺みゆき 440-0843 豊橋市東幸町字東明128 (0532)62-7811

たかくら 440-0856 豊橋市鍵田町117 (0532)54-7715

高師台 441-8117 豊橋市浜道町字管石24 (0532)46-6277

高洲若葉 441-8006 豊橋市高洲町字小島18-1 (0532)31-8008

豊岡 440-0033 豊橋市東岩田4-1-2 (0532)62-6100

豊橋中央 440-0871 豊橋市新吉町6 (0532)52-7805

豊橋若葉 441-8092 豊橋市牟呂外神町3-2 (0532)31-8082

にじの森 440-0834 豊橋市飯村北1-11-6 (0532)62-4514

花園 440-0895 豊橋市花園町6-1 (0532)54-7611

富士見 441-8135 豊橋市富士見台1-14-1 (0532)23-1900

富士見台 441-8135 豊橋市富士見台6-6-1 (0532)25-6991

不動院 440-0824 豊橋市瓦町通1-31 (0532)52-2611

むさしの 441-1112 豊橋市石巻町字間場83-23 (0532)88-0531

ゆめの子 440-0022 豊橋市岩崎町字山神1-11 (0532)61-8864

岡崎市・幸田町

愛隣 444-0072 岡崎市六供町字西茶臼15 (0564)21-2538

あさひこ 444-2141 岡崎市桑原町字大沢29-7 (0564)45-5300

各幼稚園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。
表中の各市町村名からは、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。）
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園名 郵便番号 住所 電話番号

岡崎女子短期大学付属第一早蕨 444-0011 岡崎市欠町狐ケ入21 (0564)22-1678

岡崎女子短期大学付属第二早蕨 444-0008 岡崎市洞町字八王子10-1 (0564)22-1923

岡崎女子短期大学付属嫩 444-0058 岡崎市魚町1-8 (0564)21-0708

かおる 444-3173 岡崎市滝町字芳殿80 (0564)46-3251

聖カタリナ 444-0811 岡崎市大西町字奥長入52 (0564)51-7127

竹の子 444-3525 岡崎市蓑川町3-6-18 (0564)52-2554

たつみ 444-0806 岡崎市緑丘1-2-3 (0564)53-0250

長瀬台 444-0908 岡崎市橋目町字割塚3-3 (0564)32-6721

橋目 444-0908 岡崎市橋目町字毘沙門11 (0564)32-2088

まこと 444-2135 岡崎市大門4-5-16 (0564)24-7988

みそのマリア 444-0864 岡崎市明大寺町向山2-120 (0564)51-4046

みやこ 444-0825 岡崎市福岡町字北西仲9-4 (0564)53-0161

みやこ第二 444-0202 岡崎市宮地町字柳畑58-3 (0564)53-0039

むつみみやこ 444-0211 岡崎市野畑町字花ノ木原50 (0564)72-4839

めぐみ 444-8691 岡崎市羽根町字池下57-1 (0564)51-2322

本宿 444-3505 岡崎市本宿町字下トコサフ1-9 (0564)48-6973

矢作白鳥 444-0945 岡崎市東本郷町字川原田39 (0564)32-6810

やはぎみやこ 444-0946 岡崎市富永町字平田10-1 (0564)32-8100

レオナ第一 444-3174 岡崎市真伝町字鐘鋳1-5 (0564)24-4859

レオナ第二 444-2111 岡崎市西阿知和町字御用田208-5 (0564)45-2729

幸田あけぼの第一 444-0103 額田郡幸田町大字大草字長根野58-1 (0564)62-8032

幸田あけぼの第二 444-0124 額田郡幸田町大字深溝字小杉山57 (0564)62-7363

たつみ第二 444-0104 額田郡幸田町大字坂崎字上田11-4 (0564)62-9588

一宮市

愛知文教女子短期大学附属一宮東 491-0814 一宮市千秋町小山字北川田1522-7 (0586)77-8181

愛知文教女子短期大学附属萩原 491-0376 一宮市萩原町串作字流17-1 (0586)68-0014

一宮栽松 491-0015 一宮市大赤見字西川垂99-1 (0586)77-0989

一宮聖光 491-0867 一宮市古金町1-40 (0586)24-4028

今伊勢真光 491-0051 一宮市今伊勢町馬寄西切戸7-1 (0586)44-5808
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園名 郵便番号 住所 電話番号

おじま 491-0069 一宮市北神明町3-68-5 (0586)72-5053

木曽川花園 493-0001 一宮市木曽川町黒田字宝光寺37 (0586)86-2059

劔正 491-0859 一宮市本町1-4-24 (0586)71-3364

金剛 494-0001 一宮市開明字郷中58 (0586)61-3023

サンタ・マリア 491-0051 一宮市今伊勢町馬寄字桑屋敷34-2 (0586)71-1331

修文大学附属一宮 491-0938 一宮市日光町6 (0586)45-2103

たんぽぽ 491-0121 一宮市島村字六反田55 (0586)78-4910

丹陽 491-0835 一宮市あずら1-18-16 (0586)76-4610

千秋 491-0804 一宮市千秋町佐野字加村25 (0586)76-3403

中田劔正 491-0013 一宮市北小渕字中田60 (0586)73-5827

西成 491-0003 一宮市春明字中切生7-2 (0586)76-2086

尾西 494-0019 一宮市蓮池字上長池10 (0586)69-0130

平安 491-0104
一宮市浅井町小日比野字堤南の切
1622-11

(0586)78-4611

大和東 491-0922 一宮市大和町妙興寺字才田32 (0586)45-1520

龍明寺 491-0932 一宮市大和町毛受字浜田28-2 (0586)45-6991

瀬戸市・尾張旭市

瀬戸 489-0904 瀬戸市すみれ台4-40-5 (0561)48-4800

瀬戸ひなご 489-0035 瀬戸市紺屋田町93-1 (0561)82-7760

はちまん 489-0861 瀬戸市八幡台4-14-1 (0561)83-8703

菱野 489-0886 瀬戸市萩山台7-13-1 (0561)83-3651

真貴 489-0888 瀬戸市原山台7-13-1 (0561)21-4128

マリア 489-0983 瀬戸市苗場町8 (0561)82-9749

雪の聖母 489-0871 瀬戸市東長根町91 (0561)82-6409

愛英本地 488-0044 尾張旭市南本地ケ原町1-26 (0561)54-6311

旭富士 488-0082 尾張旭市旭ヶ丘町森87 (0561)53-5262

しらぎく 488-0043 尾張旭市北本地ケ原町3-38 (0561)54-4790

東春暁 488-0855 尾張旭市旭前町4-6-1 (0561)54-2423
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園名 郵便番号 住所 電話番号

半田市・東海市・大府市・知多市・常滑市

つばさ 475-0966 半田市岩滑西町4-40 (0569)22-3522

長根 475-0074 半田市長根町1-16 (0569)28-1403

雨尾 477-0031 東海市大田町西の脇29-13 (0562)32-1846

上野台 476-0011 東海市富木島町西長口70 (052)603-4555

東海めぐみ 476-0003 東海市荒尾町神田15-3 (052)603-4762

大府大和 474-0011 大府市横根町平地288 (0562)44-4811

至学館大学附属 474-8651 大府市横根町名高山55 (0562)46-1294

長浦聖母 478-0042 知多市長浦3-29 (0562)55-2126

まさ美 478-0054 知多市つつじが丘4-15 (0562)55-3568

まさみが丘 478-0034 知多市旭南5-112 (0569)43-2201

常滑大和 479-0003 常滑市金山字深谷64 (0569)43-6969

春日井市

味美 486-0968 春日井市味美町3-155 (0568)31-7848

いとう 486-0812 春日井市大泉寺町154-4 (0568)81-8819

牛山 486-0901 春日井市牛山町字柳坪2082-1 (0568)32-2315

春日井いずみ 487-0024 春日井市大留町5-24-29 (0568)51-0725

春日マリア 486-0839 春日井市六軒屋町西3-9-6 (0568)81-5764

勝川 486-0929 春日井市旭町1-28 (0568)31-3282

菊武 486-0913 春日井市柏原町1-60 (0568)31-4006

高蔵寺 487-0013 春日井市高蔵寺町4-23-8 (0568)51-0764

こまどり 487-0035 春日井市藤山台5-2-1 (0568)91-9750

桜ケ丘 486-0851 春日井市篠木町7-35-2 (0568)84-3888

第二ひばり 487-0035 春日井市藤山台10-8-2 (0568)91-3003

月見 486-0835 春日井市月見町5597-3 (0568)81-3316

ナザレ 486-0802 春日井市桃山町1-30-2 (0568)83-7911

認定こども園ぶどうの木美園 486-0844 春日井市鳥居松町7-41-1 (0568)81-4455

ひがしの 486-0817 春日井市東野町6-9-1 (0568)84-1510

ひかり第一 487-0032 春日井市高森台7-4-1 (0568)92-3244
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園名 郵便番号 住所 電話番号

ひなご 486-0821 春日井市神領町1-26-6 (0568)83-8481

藤山台 487-0035 春日井市藤山台1-4-1 (0568)91-0831

三ツ星 486-0918 春日井市如意申町6-17-1 (0568)31-3532

豊川市・蒲郡市

愛知双葉 442-0877 豊川市下野川町2-10 (0533)86-5406

光明寺 442-0024 豊川市西豊町1-69 (0533)86-2879

西明寺 442-0857 豊川市八幡町寺前1 (0533)87-2661

豊川 442-0046 豊川市幸町124 (0533)86-2514

花井 442-0043 豊川市新宿町1-95-3 (0533)86-4416

蒲郡あけぼの 443-0037 蒲郡市鹿島町エボシ形13-1 (0533)66-1511

蒲郡あさひこ 443-0021 蒲郡市三谷町塚前60-1 (0533)66-5300

木船 443-0006 蒲郡市蒲郡町荒子81-17 (0533)69-4418

津島市・愛西市・弥富市・あま市・大治町・蟹江町

双葉 496-0047 津島市西柳原町1-53 (0567)26-7643

百島 496-0019 津島市百島町字牛屋41 (0567)25-4046

諏訪 496-8011 愛西市諏訪町郷東109 (0567)28-2402

天王 496-0904 愛西市柚木町中田面372 (0567)26-9461

とみよし 496-0922 愛西市大野町山1821 (0567)31-0069

青山 497-0001 あま市七宝町沖之島五反田28-1 (052)442-3488

木田 490-1222 あま市木田宮東10 (052)442-0180

七宝 497-0011 あま市七宝町安松8-92 (052)444-4744

甚目寺 490-1104 あま市西今宿山伏一16 (052)444-0572

中川 497-0005 あま市七宝町伊福隅田56 (052)442-0170

明和 490-1226 あま市中橋宮前18 (052)442-0301

大治いずみ 490-1143 海部郡大治町大字砂子字高越1716 (052)444-2362

ずいよう 490-1132 海部郡大治町大字北間島字宮西35 (052)442-1718

はばたき 497-0034 海部郡蟹江町本町8-29 (0567)96-2468

刈谷市・西尾市・知立市・高浜市

刈谷大和 448-0002 刈谷市一里山町中本山116 (0566)35-1237
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園名 郵便番号 住所 電話番号

暁星 448-0842 刈谷市東陽町4-37 (0566)21-1850

ながら 445-0017 西尾市上永良町井ノ下3 (0563)52-2231

はずみやこ 444-0402 西尾市一色町大字大塚字大坪56-1 (0563)72-0860

桜木 472-0033 知立市中町花山15-3 (0566)81-3348

知立 472-0022 知立市山屋敷町富士塚1-97 (0566)81-1251

長篠 472-0045 知立市長篠町新田東23-2 (0566)81-3422

はなの木 472-0011 知立市昭和5-9 (0566)81-3693

高浜ひかり 444-1312 高浜市清水町6-6-36 (0566)53-1805

豊田市

青木 470-0335 豊田市青木町2-56-2 (0565)44-0188

飯野ひかり 470-0451 豊田市藤岡飯野町池下1070-3 (0565)76-5550

豊田大和 471-0823 豊田市今町1-19-1 (0565)29-1237

豊田花園 473-0924 豊田市花園町塩倉13-3 (0565)52-5072

豊田星ケ丘 473-0927 豊田市中田町西山147 (0565)57-2846

ひらしば 471-0079 豊田市陣中町1-13 (0565)32-3565

べル豊田 471-0814 豊田市五ケ丘7-27-2 (0565)88-2000

松平大和 444-2225 豊田市岩倉町柿田1-1 (0565)58-2327

まふみ 471-0071 豊田市東梅坪町3-5-1 (0565)31-7181

美里 471-0805 豊田市美里4-3-2 (0565)89-1011

安城市

安城学園愛知学泉大学附属 446-0026 安城市安城町栗の木41-1 (0566)75-9468

安城学園愛知学泉大学附属桜井 444-1154 安城市桜井町稲荷東20-3 (0566)99-2238

安城学園愛知学泉短期大学附属 446-0036 安城市小堤町4-25 (0566)75-2709

石橋 446-0001 安城市里町足取3 (0566)97-9556

ともえ 446-0008 安城市今本町1-6-30 (0566)97-8143

犬山市・江南市・大口町・扶桑町

光明 484-0083 犬山市大字犬山字東古券263 (0568)61-0249

光明第二 484-0064 犬山市前原西5-1-1 (0568)67-2323

杉の子 484-0084 犬山市大字犬山字南古券238-3 (0568)61-1077
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園名 郵便番号 住所 電話番号

名古屋経済大学附属市邨 484-0047 犬山市字内久保14-1 (0568)67-0622

愛知江南短期大学付属 483-8402 江南市慈光堂町南192 (0587)59-7000

江南 483-8252 江南市大間町南大間11-1 (0587)55-6241

すみれ 483-8339 江南市飛高町夫見添63 (0587)54-6633

大口 480-0131 丹羽郡大口町高橋2-124 (0587)95-5505

ラ・モーナ 480-0121 丹羽郡大口町河北3-1 (0587)95-2025

扶桑 480-0105 丹羽郡扶桑町大字南山名字馬場31 (0587)93-0101

小牧市

あおぞら 485-0813 小牧市桃ヶ丘2-23 (0568)79-3155

市之久田 485-0034 小牧市市之久田1-345 (0568)73-3135

小牧 485-0029 小牧市中央2-200 (0568)76-2736

太陽 485-0802 小牧市大字大草5223-1 (0568)54-2550

桃花台ひまわり 485-0815 小牧市篠岡1-44 (0568)79-1621

美鳥 485-0011 小牧市岩崎1928-1 (0568)77-1030

美鳥第二 485-0011 小牧市小牧原1-43 (0568)73-5510

名北ゼンヌ 485-0805 小牧市大字林字西山1831-2 (0568)79-8132

稲沢市

愛知真和学園第二 492-8213 稲沢市高御堂5-148 (0587)32-0738

愛知文教女子短期大学附属第一 492-8218 稲沢市西町2-35-17 (0587)32-4034

大里双葉 492-8151 稲沢市井之口北畑町226 (0587)32-0134

祖父江 495-0001 稲沢市祖父江町祖父江下沼220 (0587)97-0153

岩倉市・北名古屋市・豊山町

岩倉 482-0023 岩倉市中央町1-45-1 (0587)37-2601

曽野 482-0003 岩倉市曽野町宮前402 (0587)66-2488

栄和 481-0013 北名古屋市二子栄和20 (0568)21-0593

師勝 481-0014 北名古屋市井瀬木1086 (0568)23-2133

師勝はなの樹 481-0004 北名古屋市鹿田東花之木1751-7 (0568)23-2151

名古屋芸術大学附属クリエ 481-0006 北名古屋市熊之庄射矢重95 (0568)24-0324

西春 481-0033 北名古屋市西之保棒地37 (0568)23-8866
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園名 郵便番号 住所 電話番号

天使 480-0202
西春日井郡豊山町大字豊場字神戸178-
1

(0568)28-2089

豊明市・日進市・長久手市・みよし市・東郷町

暁 470-1161 豊明市栄町大原37 (0562)97-1266

豊明 470-1101 豊明市沓掛町山新田10-15 (0562)92-3121

名古屋短期大学付属 470-1161 豊明市栄町武侍48 (0562)97-1308

星の城 470-1131 豊明市二村台4-20 (0562)92-3751

日進旭丘 470-0123 日進市野方町西島170-1 (0561)73-1310

日進ベタニヤ 470-0131 日進市岩崎町石兼37 (0561)73-5323

ハイランド白山 470-0105 日進市五色園4-2801 (0561)73-1562

はくさん 470-0112 日進市藤枝町西外面35 (0561)72-1395

愛知たいよう 480-1142 長久手市蟹原1601 (0561)62-1000

さつき 480-1103 長久手市岩作東島106 (0561)62-0177

自然 480-1148 長久手市根嶽1210番地 (0561)63-6366

名古屋柳城短期大学附属 三好丘聖
マーガレット

470-0204 みよし市三好丘桜1-9 (0561)36-8373

東山 470-0224 みよし市三好町東山435 (0561)32-2241

ベル三好 470-0202 みよし市三好丘4-1-4 (0561)36-1800

まこと第二 470-0206 みよし市莇生町池下8-1 (0561)34-3354

三好文化 470-0224 みよし市三好町弥栄40-1 (0561)32-2561

三好桃山 470-0221 みよし市西陣取山26-1 (0561)32-2500

東郷旭丘 470-0162 愛知郡東郷町大字春木字塩田1796-3 (0561)38-1636
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