
No 区分 名称 〒 住所 電話番号

1 (学) 九里学園 幼－施設型給 九里幼稚園 992-0039 米沢市門東町1-1-18 0238-23-9261

2 (学) 富澤学園 幼－私学助成 東北文教大学付属幼稚園 990-2316 山形市片谷地515 023-688-2024

3 (学) 椎野学園 こ－幼稚園型 米沢中央幼稚園 992-0045 米沢市中央7-5-70-5 0238-23-2569

幼－施設型給 羽陽学園短期大学附属鈴川幼稚園 990-0062 山形市鈴川町2-10-30 023-641-8343

990-0067 山形市花楯2-46-1 023-642-8743

990-0067 山形市花楯2-44-1 023-687-0855

幼－施設型給 羽陽学園短期大学附属たかだま幼稚園 990-0065 天童市大字清池1501 023-655-2345

こ-幼保連携型
羽陽学園短期大学附属幼保連携型
認定こども園大宝幼稚園

997-0014 鶴岡市大宝寺町14-10 0235-22-1883

幼－私学助成 竹田幼稚園 990-0832 山形市城西町3-13-7 023-643-0320

幼－私学助成 竹田西部幼稚園 990-0845 山形市飯塚町922-1 023-643-6268

6 (学) 杉の子学園 こ-幼保連携型 認定こども園杉の子幼稚園 999-8301 飽海郡遊佐町遊佐字高砂83 0234-72-2345

7 (学) 高橋学園 こ－幼稚園型 認定こども園まつかわ幼稚園 999-2174 東置賜郡高畠町大字福沢613 0238-57-3216

幼－私学助成 神町幼稚園 999-3765 東根市神町南1-5-20 0237-48-2311

幼－私学助成 ひがしね幼稚園 999-3711 東根市中央2-14-13 0237-43-4548

9 (学) アテネ学園 こ-幼保連携型 アテネ認定こども園 998-0833 酒田市若原町1-44 0234-22-2789

幼－私学助成 金井幼稚園 990-0861 山形市江俣3-5-10 023-681-7152

こ-幼保連携型 認定こども園金井こども園 990-0864 山形市陣場3-12-60 023-684-5088

11 (学) 菅藤学園 幼－私学助成 南山形幼稚園 990-2313 山形市大字松原159-4 023-688-2231

12 (学) 齋藤学園 幼－施設型給 みどり幼稚園 997-0047 鶴岡市大塚町6-28 0235-23-2350

こ－幼稚園型 認定こども園酒田幼稚園 998-0035 酒田市寿町1-80 0234-22-0454

こ－幼稚園型 認定こども園酒田第二幼稚園 998-0053 酒田市若宮町2-11-15 0234-31-2255

14 (学) 天笠学園 こ－幼稚園型 認定こども園小松幼稚園 999-0122 東置賜郡川西町大字中小松3077 0238-42-2436

15 (学) 鶴岡学園 こ－幼稚園型 認定こども園鶴岡幼稚園 997-0033 鶴岡市泉町6-13 0235-22-0658

16 (学) 金沢学園 こ－幼稚園型 認定こども園金沢幼稚園 996-0032 新庄市上金沢町12-25 0233-22-6052

幼－施設型給付 天童東幼稚園 994-0051 天童市大字奈良沢734 023-654-1080

幼－施設型給付 天童東第二幼稚園 994-0056 天童市大字干布字奈良沢728 023-654-1368

18 (学) 花岡学園 幼－私学助成 楯岡幼稚園 995-0032 村山市楯岡荒町1-6-35 0237-55-2425

19 (学) 西養学園 こ－幼稚園型 認定こども園さくらんぼ幼稚園 990-2363 山形市大字長谷堂1111-3 023-688-2413

20 (学) 安達学園 幼－施設型給 河北幼稚園 999-3511 西村山郡河北町谷地字所岡46-1 0237-72-3449

21 (学) 龍州学園 こ-幼保連携型 認定こども園若草幼稚園・若草ベビールーム 998-0037 酒田市日吉町1-4-34 0234-22-2132

22 (学) 法音学園 こ-幼保連携型 米沢西部こども園 992-0055 米沢市御廟2-3-8 0238-21-6010

23 (学) 城南学園 こ－幼稚園型 認定こども園かしのみ幼稚園 992-0038 米沢市城南5-1-1 0238-21-0205

24 (学) 向陽学園 幼－施設型給 向陽幼稚園 996-0091 新庄市十日町468-17 0233-23-4575

25 (学) 山鳩学園 幼－施設型給 東原幼稚園 990-0034 山形市東原町2-3-26 023-622-4789

26 (学) 明照学園 こ-幼保連携型 認定こども園浄徳幼稚園・じょうとく保育園 998-0853 酒田市みずほ2-2-4 0234-26-1232

幼－施設型給 寒河江幼稚園 991-0031 寒河江市本町3-6-2 0237-86-6210

こ-幼保連携型 認定こども園寒河江第二幼稚園 991-0042 寒河江市大字高屋字西浦19 0237-86-6209

28 (学) 善行寺学園 幼－施設型給 天童幼稚園 994-0032 天童市小路2-1-45 023-653-4299

29 (学) 音羽学園 こ-幼保連携型 戸塚山こども園 992-0118 米沢市上新田字松原台2008 0238-37-2419

幼－施設型給 新庄幼稚園 996-0082 新庄市北町6-20 0233-23-1093

幼－施設型給 ひかり幼稚園 999-3511 西村山郡河北町谷地乙98 0237-72-2560

31 (学) 南風学園 こ－幼稚園型 認定こども園あおぞら幼稚園 990-2435 山形市青田2-9-1 023-633-0677

32 (学) 陵乗学園 幼－施設型給 寒河江大谷幼稚園 991-0031 寒河江市本町2-3-43 0237-84-2248

33 (学) みくに学園 こ－幼稚園型 認定こども園天童みくに幼稚園 994-0033 天童市三日町2-6-29 023-653-2784

こ-幼保連携型

令和2年度 公益社団法人山形県私立幼稚園・認定こども園協会 会員一覧
　

会員名

羽陽学園短期大学附属幼保連携型
認定こども園鈴川第二幼稚園・このみ保育園

8 (学) 東陽学園

4 (学) 羽陽学園

5 (学) 山本学園

10 (学) 金井学園

13 (学) 酒田幼稚園

17 (学) 東谷学園

27 (学) 不動学園

30 (学) 平和学園
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こ－幼稚園型 認定こども園大谷幼稚園 990-0041 山形市緑町3-7-67 023-666-7981

こ－幼稚園型 認定こども園出羽大谷幼稚園 990-2172 山形市千手堂545-1 023-684-7956

こ－幼稚園型 認定こども園松波大谷幼稚園 990-0022 山形市東山形2-10-5 023-632-6833

35 (学) 尾花沢学園 こ-幼保連携型 幼保連携型認定こども園尾花沢幼稚園 999-4228 尾花沢市上町4-6-16 0237-22-0312

36 (学) 松原学園 こ-幼保連携型 幼保連携型認定こども園ひばりが丘幼稚園 992-1202 米沢市大字三沢字白旗壱26090 0238-22-7541

37 (学) 南陽学園 こ-幼保連携型 宮内認定こども園 992-0472 南陽市宮内3106 0238-47-3039

38 (学) いなば学園 こ－幼稚園型 幼稚園型認定こども園いなば幼稚園 999-7601 鶴岡市藤島字村東51 0235-64-2310

39 (学) 木村学園 こ-幼保連携型 認定こども園長井めぐみ幼稚園 993-0002 長井市屋城町6-58 0238-88-1745

40 (学) 興譲学園 こ－幼稚園型 認定こども園米沢幼稚園 992-0045 米沢市中央3-6-45 0238-23-2134

41 (学) 栴檀学園 こ－幼稚園型 認定こども園南光幼稚園 990-0037 山形市八日町2-3-45 023-641-3073

42 (学) 雙暢学園 こ－幼稚園型 認定こども園小桜幼稚園 993-0053 長井市中道1-7-5 0238-88-2481

43 (学) 青空学園 幼－施設型給 つばめ幼稚園 999-2241 南陽市郡山70-1 0238-40-2388

990-0033 山形市諏訪町1-1-13 023-642-1249

990-0033 山形市諏訪町1-1-47 023-633-5325

45 (学) 松岬学園 幼－私学助成 まいづる幼稚園 992-0052 米沢市丸の内1-1-47 0238-23-1489

46 (学) 天真林昌学園 こ－幼稚園型 認定こども園天真幼稚園 998-0861 酒田市富士見町3-2-117 0234-22-7252

47 (学) 光明学園 こ－幼稚園型 認定こども園月かげ幼稚園 990-0810 山形市馬見ヶ崎1-1-10 023-684-6840

48 (学) 後藤学園 こ－幼稚園型 認定こども園やまべ幼稚園 990-0301 東村山郡山辺町大字山辺1502-3 023-664-6020

49 (学) 巨渓学園 幼－施設型給 普慈幼稚園 992-0023 米沢市下花沢3-4-30 0238-21-0212

50 (学) 仙英学園 こ-幼保連携型 認定こども園ゆりかご幼稚園 990-0301 東村山郡山辺町大字山辺5160 023-664-5355

51 (学) 報恩学園 幼－施設型給 蔵増幼稚園 994-0075 天童市大字蔵増甲1083 023-653-3615

52 (学) 長崎児玉学園 幼－私学助成 ながさき幼稚園 990-0401 東村山郡中山町大字長崎4259-1 023-662-2345

53 (学) 鶴岡城南学園 こ-幼保連携型 幼保連携型認定こども園城南幼稚園・城南保育園 997-0819 鶴岡市のぞみ町6-20 0235-24-7164

54 (学) 亀井学園 こ-幼保連携型 幼保連携型認定こども園上山幼稚園・アイキッズ 999-3106 上山市旭町3-1-23 023-672-5445

55 (学) いつき学園 こ－幼稚園型 認定こども園和光幼稚園 997-0805 鶴岡市我老林字五里市62 0235-22-8835

56 (学) 栄光学園 こ-幼保連携型 輝認定こども園 995-0033 村山市楯岡新町1-17-20 0237-55-2409

57 (学) 真和学園 こ-幼保連携型 認定こども園かしのき幼稚園・お日さま 999-3105 上山市泉川字東河原360 023-673-5547

こ-幼保連携型 認定こども園山形聖マリアこども園 990-0039 山形市香澄町2-11-15 023-632-2558

こ－幼稚園型 認定こども園マリア幼稚園 997-0035 鶴岡市馬場町7-19 0235-22-5831

59 (学) 医王寺学園 幼－施設型給 大江幼稚園 990-1101 西村山郡大江町大字左沢461 0237-62-2247

60 (学) 山形キリスト教学園 こ－幼稚園型 認定こども園さゆり幼稚園 990-0043 山形市本町2-1-24 023-642-5042

61 (学) 山形つのぶえ学園 こ-幼保連携型 千歳認定こども園 990-0041 山形市緑町1-4-20 023-631-3382

62 (学) キリスト教若葉学園 こ－幼稚園型 認定こども園若葉幼稚園 997-0037 鶴岡市若葉町24-35 0235-22-2237

63 (学) 新庄こひつじ学園 幼－施設型給 大手幼稚園 996-0084 新庄市大手町2-10 0233-22-1553

64 (学) 星幼学園 幼－私学助成 星幼学園 990-2413 山形市南原町2-10-8 023-632-3160

65 (学) 聖公会マルコ学園 幼－施設型給 新庄聖マルコ幼稚園 996-0077 新庄市城南町2-13 0233-22-1569

66 (学) 酒田双葉学園 こ-幼保連携型 認定こども園酒田ふたば園 998-0037 酒田市日吉町1-1-7 0234-22-1224

67 (学) 蔵王きぼう学園 幼－施設型給 蔵王めぐみ幼稚園 990-2316 山形市蔵王成沢45-1 023-688-2305

68 (福) 平和春秋会 こ-幼保連携型 認定こども園ひなのこども園 999-3511 西村山郡河北町谷地字月山堂1344 0237-85-1721

34 (学) 専称寺学園

認定こども園諏訪幼稚園・諏訪の杜保育園

58 (学) 双葉学園

こ-幼保連携型44 (学) 諏訪学園


