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園　名 都道府県

文化幼稚園 大阪府

よさみ幼稚園 大阪府

認定こども園東よさみ幼稚園 大阪府

熊野幼稚園 大阪府

中浜幼稚園 大阪府

みつや・めぐみ幼稚園 大阪府

認定こども園万代幼稚園 大阪府

認定こども園御崎幼稚園 大阪府

認定こども園ふたば幼稚園 京都府

洛東幼稚園 京都府

さくら幼稚園 和歌山県

認定こども園丸山幼稚園 東京都

誠心第一幼稚園 神奈川県

誠心第二幼稚園 神奈川県

誠心相陽幼稚園 神奈川県

九重幼稚園 千葉県

江南幼稚園 愛知県

認定江南こども園グレイス 愛知県

吉田幼稚園 茨城県

久里浜幼稚園 神奈川県

広野幼稚園 京都府

岸部敬愛幼稚園 大阪府

千里敬愛幼稚園 大阪府

郡山敬愛幼稚園 大阪府

晴美台幼稚園 大阪府

アソカ幼稚園 福岡県

青い鳥学園第１幼稚園 兵庫県

大和富士幼稚園 東京都

北方幼稚園 岐阜県

りんでん保育園 福岡県

町田文化幼稚園 東京都

認定こども園桂幼稚園 茨城県

星が丘幼稚園 神奈川県

茅ヶ崎すみれ幼稚園 神奈川県

認定こども園旭学園第二幼稚園 大阪府

雨尾幼稚園 愛知県



相武幼稚園 神奈川県

すぎの子幼稚園 茨城県

小平みどり幼稚園 東京都

三つ葉幼稚園 茨城県

やまなみ幼稚園 大阪府

心花幼稚園 千葉県

津久井幼稚園 神奈川県

すずらん幼稚園 埼玉県

木の実幼稚園 大阪府

福浜保育園 福岡県

白鳥幼稚園 京都府

宝幼稚園 福岡県

レバノン幼稚園 福岡県

認定こども園こばと幼稚園 富山県

認定こども園双葉幼稚園 長崎県

福井エンゼル幼稚園 福井県

認定こども園成蹊幼稚園 茨城県

北部幼稚園 千葉県

山野幼稚園 千葉県

味美幼稚園 愛知県

認定こども園さくら幼稚園 茨城県

コスモス幼稚園 千葉県

認定こども園すけ川幼稚園 茨城県

大和みどりが丘幼稚園 神奈川県

認定こども園おぎつ幼稚園 茨城県

城郷幼稚園 神奈川県

師勝幼稚園 愛知県

第二コスモス幼稚園 千葉県

認定こども園光風台中央幼稚園 千葉県

東光寺幼稚園 東京都

舞子幼稚園 兵庫県

つしま幼稚園 愛知県

山田敬愛幼稚園 大阪府

蜆塚幼稚園 静岡県

認定こども園輝きの森学園 和歌山県

藤島幼稚園 福井県

とみよし幼稚園 愛知県

日本平幼稚園 静岡県



菁莪幼稚園 埼玉県

吉田幼稚園 福岡県

星ヶ峯幼稚園 鹿児島県

湘南みどりが丘幼稚園 神奈川県

可部ふたば幼稚園 広島県

西春幼稚園 愛知県

みついしこども園 和歌山県

上社幼稚園 愛知県

高塚わかば幼稚園 千葉県

木田幼稚園 愛知県

てらべクリエイティブこども園 愛知県

つきみ野幼稚園 神奈川県

暁幼稚園 福井県

曽谷幼稚園 千葉県

岩槻若葉幼稚園 埼玉県

博多第二幼稚園 福岡県

えいすう幼稚園 神奈川県

角栄幼稚園 埼玉県

みどりがおか幼稚園 福岡県

天道幼稚園 愛知県

認定こども園せんだい幼稚園 鹿児島県

認定こども園リーチェル幼稚園 静岡県

第二さくら幼稚園 三重県

出水幼稚園 熊本県

エルアン幼稚園 佐賀県

あかつき幼稚園 大阪府

認定こども園三郷幼稚園 大阪府

今伊勢真光幼稚園 愛知県

法誓幼稚園 愛知県

白菊幼稚園 北海道

共立幼稚園 千葉県

認定こども園水巻幼稚園 福岡県

認定こども園今治幼稚園 愛媛県

すすき幼稚園 静岡県

千葉白菊幼稚園 千葉県

増子幼稚園 埼玉県

沖田保育園 鹿児島県

明星幼稚園 宮崎県



浜寺太陽幼稚園 大阪府

鷹乃杜幼稚園 宮城県

認定こども園五字ヶ丘幼稚園 兵庫県

若松幼稚園 千葉県

たちばな幼稚園 山口県

認定こども園聖光幼稚園 山口県

久喜みなみこども園 埼玉県

認定こども園百華幼稚園 北海道

岩戸幼稚園 神奈川県

認定こども園　秋津幼稚園 東京都

すもも木幼稚園 東京都

聖ミカエル幼稚園 兵庫県

つくし幼稚園 広島県

庄和こばと幼稚園 埼玉県

臼井幼稚園 千葉県

石切山手幼稚園 大阪府

認定こども園新琴似幼稚園 北海道

ねやがわ寝屋の森こども園 大阪府

枕崎幼稚園 鹿児島県

大谷幼稚園 山形県

富士光明幼稚園 静岡県

増美保育園 埼玉県

小平にこにこ保育園 東京都

認定こども園 MINOYA 群馬県

第２わかば幼稚園 北海道

たかお幼稚園 福岡県

いしざき幼稚園 福岡県

みかさの幼稚園 福岡県

美しが丘幼稚園 福岡県

あさひこひつじ幼稚園 千葉県

花小金井にこにこ保育園 東京都

認定こども園勅使河原学園 長野県

大善寺幼稚園 福岡県

アソカの森幼稚園 福岡県

認定こども園みのり幼稚園 静岡県

認定こども園ひかり幼稚園 茨城県

ふたば夢保育園 埼玉県

ふたば保育園 埼玉県



今宿保育園 福岡県

海老名幼稚園 神奈川県

池田旭丘幼稚園 大阪府

念法幼稚園 大阪府

幼光保育園 熊本県


