
                                                      
                                                      

                                                      

                                                      
                                                      

幼   稚   園

学校法人立    　３０法人　３６園

（うち休園）                （５園）

（令和４年５月１日現在）
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 （郵便番号）

所在地

 （電話番号）

FAX番号
〒880-0922 みやざき
宮崎市本郷2丁目12-7 福祉学園 S43.3.16 法人本部

南 ケ 丘 小川　順平 120 (Ｓ43.3.16) ☎0985-56-8315
  ☎ 0985-56-6205 （岩下　里美） FAX 0985-56-8316
 FAX  0985-56-6217
〒880-0824 みやざき
宮崎市大島町 福祉学園 S49.5. 1

あ お ぞ ら 　　　　前田376-7 小川　順平 140 (S43.3.16)
  ☎ 0985-27-4848 (玉城　美千子)
 FAX  0985-27-4907
〒880-0926 法人事務局
宮崎市月見ケ丘 昭和学園 S45.3. 2 〒880-0903

月 見 ケ 丘         4丁目19-2 田代　知代 160 (S45.3.31) 宮崎市太田4丁目5-29

  ☎ 0985-51-1748 (青山　千保) ☎0985-52-3131
 FAX  0985-65-4114 FAX 0985-51-7900
〒880-0824
宮崎市大島町 昭和学園 S48.4. 7

宮崎ひがし         松ノ木下229 田代　知代 200 (S45.3.31)
  ☎ 0985-25-4907 （黒木　美穂）
 FAX  0985-25-4906
〒880-0916
宮崎市大字恒久 昭和学園  S59. 3.26

宮崎みなみ        字赤池6732-1 田代　知代 160 (S59. 3.26)
  ☎ 0985-51-2058 （渡会　康郎）
 FAX  0985-51-2058
〒880-0802
宮崎市別府町3-27 宮崎共愛学園 M42. 5.25

共　　愛 張　宇成 160 (S48.10. 8)
  ☎ 0985-27-0722 （   〃   )
 FAX  0985-27-0746
〒880-0035
宮崎市下北方町 大宮学園 S41. 4.20

花　ケ　島         椎ノ坪775-1 内村　瑞代 280 (S53.12.14)
  ☎ 0985-23-4709 （　 〃 　）
 FAX  0985-23-4709
〒880-0123
宮崎市大字芳士 大宮学園 S54. 2.28

芳　　士       人の前1997-3 内村　瑞代 200 (S53.12.14)
  ☎ 0985-39-4771 （小吹　伸子）
 FAX  0985-39-4771
〒880-0942
宮崎市生目台東 大宮学園 S61. 2.27

生　目　台         4丁目3-1 内村　瑞代 200 (S53.12.14)
  ☎ 0985-53-6098 （中原　泰子）
 FAX  0985-53-6098
〒889-2153
宮崎市学園木花台南 南海学園 S38. 2.19

木　　花             3丁目26-1 井上　了達 140 (S56. 4.21)
  ☎ 0985-58-3877 （井上　真哲）
 FAX  0985-58-3876

学  校  法  人  立（３０法人　３６園）

幼稚園名
設  置  者
理事長
（園長）

収容
定員

学校設置年月
日

（法人認可
年月日）

備　　考
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 （郵便番号）

所在地

 （電話番号）

FAX番号
〒880-0841
宮崎市吉村町 明星学園 S40. 4.10

明　　星          寺ノ下甲2319 押川　通義 80 (S60. 3.29)
  ☎ 0985-29-8113 （   〃   )
 FAX  0985-29-8224
〒880-0032
宮崎市霧島1丁目31-1 福原学園 S34.12.28

野　の　花 福原　誠 105 (H5. 4. 1)
  ☎ 0985-26-1331 （大重　美貴)
 FAX  0985-26-1332
〒880-0053
宮崎市神宮１丁目57 修徳学園 S29. 3.25

宮崎至慶 馬場　道隆 210 (H7. 3.31)
  ☎ 0985-27-4567 （竹迫　正明）
 FAX  0985-27-4568
〒880-0032 法人本部
宮崎市霧島3丁目12-2 宮崎カトリック学園 〒880-0915

田口　孝志 140 S30. 2. 2 宮崎市恒久南
  ☎ 0985-23-3568 （甲斐　圭介） (S58. 1.12) 　　　　1-11-1
 FAX  0985-41-4323 ☎ 0985-54-4708

FAX 0985-54-2687
〒880-0211
宮崎市佐土原町 共栄学園 S40. 4. 1

広瀬共栄         下田島11956-1 清水　美恵子 320 (S43. 3.28)
  ☎ 0985-73-0175 （竹下　栄一郎 )
 FAX  0985-73-0122
〒880-2221
宮崎市高岡町内山 昭和学園 S57.10.14

高　　岡 　　　　　　　　　3068 田代　知代 120 (S57.10.14)
  ☎ 0985-82-0144 （児玉　由子）
 FAX  0985-82-0144
〒885-0032
都城市中原町23-14 栄光学園 S26. 6.22

妻　ヶ　丘 内山　強 75 (S43. 3.21)
  ☎ 0986-22-2757 （　 〃 　）
 FAX  0986-22-2811
〒885-0061

都  城  聖 都城市下長飯町881 宮崎カリタス学院 S44. 3.15
ドミニコ学園 宮脇　京子 100 (S63. 4. 1)

  ☎ 0986-39-5771 （真浦　直美）
 FAX  0986-39-0183
〒885-0073
都城市姫城町8-30 長峯学園 S31. 3.14

さ　く　ら 長峯　剛士 160 (S47. 3.10)
  ☎ 0986-22-1552 （永野　高行)
 FAX  0986-21-2958

宮崎カトリック

幼稚園名
設  置  者
理事長
（園長）

収容
定員

学校設置年月
日

（法人認可
年月日）

備　　考
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 （郵便番号）

所在地

 （電話番号）

FAX番号
〒882-0814
延岡市北町2丁目1-3 和順学園 S24.10.30

わ　か　葉 田村　智英 120 (S44. 3.20)
  ☎ 0982-21-6878 （田村　智彰）
 FAX  0982-21-3116
〒882-0505
延岡市北一ケ岡 聖心学園 S45. 3.13

一　つ　岡            2丁目9-1 小笠原　大介 200 (S45. 3.13)
  ☎ 0982-37-0709 （   〃   )
 FAX  0982-37-0885
〒882-0034
延岡市昭和町 五ヶ瀬学園 S45. 4.1

えほんの森            2丁目105 鈴木　康二 120 (S45. 4.1)
  ☎ 0982-33-6443  （   〃   )
 FAX  0982-33-3236
〒882-0813  
延岡市東本小路4-9 延岡城山学園 S25. 3.20

城　　山 池内　裕 80 (S57. 3.24)
  ☎ 0982-32-4430  （   〃   )
 FAX  0982-35-0767
〒889-3141
日南市大堂津 喜恵学園 S21. 9. 1

大　宝　山         1丁目13-16-1 末澤　良一 80 (H6. 4. 1)
  ☎ 0987-27-0112 （郡司　綾子）
 FAX  0987-27-0112
〒886-0004
小林市細野 小林学園 T4. 3.31 平成21年度から

小　　林           1610-2 山村　ひかり 80  (S43. 3.21) 休園中
  ☎ 0984-22-2771 （   〃   )
 FAX  0984-22-7268
〒886-0004
小林市細野591 高千穂学園 S43. 4. 9

育　　英 新　秀一郎 90 (S42. 9. 1)
  ☎ 0984-22-4031 （本元　英子）
 FAX  0984-22-4038
〒886-0005
小林市大字南西方 西立野学園 S59.12.25

か　お　る           　猫塚6081-2 西立野　徳洋 80 (S59.12.24)
  ☎ 0984-27-2067 （   〃   )
 FAX  0984-27-2067
〒883-0012
日向市江良町 富高学園 S41. 4.25

日　知　屋          4丁目108-1 森迫　建博 40 (S42.10.17)
  ☎ 0982-52-2475 （　 〃 　）
 FAX  0982-52-2475
〒883-0022
日向市平岩1537 南日向学園 S51. 4. 1 平成26年度から

南日向天使 児玉　時雪 80  (S51. 4. 1) 休園中
  ☎ 0982-57-2122 （児玉　幸）
 FAX  0982-57-1681

幼稚園名
設  置  者
理事長
（園長）

収容
定員

学校設置年月
日

（法人認可
年月日）

備　　考

平成29年度から
休園中
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 （郵便番号）

所在地

 （電話番号）

FAX番号
〒889-4301
えびの市原田3294 和光学園 S40.12.28

第二和光 友清　慈子 80 (S43. 3.13)
  ☎ 0984-33-3269 (友清　潤）
 FAX  0984-33-3280
〒880-1101
東諸県郡国富町 くにとみ学園 S39.11. 1

くにとみ 　　　　大字本庄6665 黒木　凱子 160 (S44. 3.20)
  ☎ 0985-75-2402 （黒木　真隆)
 FAX  0985-75-4871
〒884-0004
児湯郡高鍋町 華頂学園 S40. 5. 1 平成24年度から

華　　頂     大字蚊口浦5141 江川　敏子 160 (S62. 3.19) 休園中
  ☎ 0983-23-0682 (江川　雅章）
 FAX  0983-23-0379
〒889-1411
児湯郡新富町富田 新富学園 S39.９. ２５

新　　富       3丁目44-1 清　芳邦 80 (S44. 2. 8)
  ☎ 0983-33-0128 （   〃   )
 FAX  0983-33-0328
〒889-1301 法人事務局
児湯郡川南町 モリタ学園 S54. 3.24 〒594-0041

平　　成      大字川南19279-2 守田　直規 80 (H2.2.22) 大阪府和泉市
  ☎ 0983-27-3881 （今井　悦郎） 　いぶき野4-5-1
 FAX  0983-27-3881 ☎0725-50-1181

FAX 0725-50-1180
〒889-1302
児湯郡川南町 尾鈴学園 S39. 9.25

川　　南        大字平田1428 多賀　学昭 120 (S60. 3. 8)
  ☎ 0983-27-0274 （　 〃 　）
 FAX  0983-32-9775

 〒889-0611   
東臼杵郡門川町 門川学園 S34. 6.25 令和元年度から

 門　　川      　　門川尾末1411 奈須　通明 80 (S44. 2. 8) 休園中
  ☎ 0982-63-1213 （奈須　ハマ子)
 FAX  0982-63-1214

4,800

備　　考

                      合                計

幼稚園名
設  置  者
理事長
（園長）

収容
定員

学校設置年月
日

（法人認可
年月日）
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