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神奈川区

愛和幼稚園/愛和太陽幼稚園/愛和のぞみ幼稚園 青-1

健康で明るく 伸びのびと 豊かな心を育む教育理念

子ども達に素晴らしい将来を築いて欲しいという “のぞみ ” を託し､ 現在の教育に一番求められるべき “心の教育 ” を基盤と
して､｢やさしい心 (思いやり )･ 勇気の心 (積極性 )･ 強い心 ( 忍耐力 )･ 感謝の心 ･人に迷惑をかけない心｣ の五つの心をスロー
ガンに掲げ､ 知育 ･徳育 ･体育と調和のとれた教育を目指し､ 教職員一丸となり助長の応援団として努力しております｡ 完全
給食で食を通じて体や健康についても学習しています｡

〒225-0013青葉区荏田町874番地
045-911-1153
東急田園都市線 江田駅 徒歩15分/横浜市営地下鉄 中川駅 徒歩20分

420名 17組学校法人

神奈川区

幼保連携型認定こども園　青葉台幼稚園 青-2

星槎グループの 3 つの約束 ｢人を認める ･ 人を排除しない ･ 仲間をつくる｣ をモットーに､ 保護者の
皆様と共に､ 元気で健やかな明るい未来を築く子ども達を育てていきたいと願います｡教育理念

日常の基本的な生活習慣や態度､ 豊かな情操を身に付けさせ､ のびのびと明るく心身共にたくましい子どもを育んでいます｡
日常の自主的な遊びの中で友達と協力し思いやる心､ 一緒に考え育ち合う喜びを経験しています｡ 子ども達の幸せを願い､ 様々
な年代の職員が心を合わせて連携をとり合い､ 保育教育を楽しんでいます｡ 通園バス運行なし｡ 通勤しやすく駅から徒歩 5分｡
職員の給食 ･おやつ有｡ 働きやすい職場です。

〒227-0063青葉区榎が丘5-1
045-981-6912
東急田園都市線 青葉台

227名 9組学校法人

神奈川区

認定こども園あざみ野白ゆり幼稚園/認定こども園大場白ゆり幼稚園 青-3

｢ふれあいの教育｣ いろいろな事を体験し､ いろいろな人とのふれあいの中で心を大切に､ そして積極
的に前向きに自分で考えて行動できる子をはぐくむ保育をしています｡教育理念

クラス担任制ではありますが､ 問題をひとりでかかえるのではなく､ みんなで協力して対応する園です｡

〒225-0023青葉区大場町596
045-973-4650
田園都市線 あざみ野駅

550名 23組学校法人

神奈川区

学校法人石渡学園　美しの森幼稚園 青-4

幼児が環境（自然 ･ 物 ･ 人）に関わる全生活の経験を通して､ 心身の発達を助長すること｡
そして､ それは､ 幼児が自由に自発的に､ 自他の敬愛と協力的態度によって育まれなければならない｡教育理念

都会では得難い自然に恵まれています｡ 木造平屋建ての園舎､ 屋外は園庭､ グランド､ 森､ 畑を有し､ 子ども達は豊かに主
体的に遊びを展開しています｡ 四季折々の木々､ 草花､ 虫に触れ､ 見聞きし､ 果実を食すなど自然との関わりの中で様々な経
験を通して学びの力を育んでいます｡ また､ 仲間､ 先生との関わりから思いやりの心を育んでいます｡

〒225-0003青葉区新石川2-16-17
045-911-5228
東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩7分

222名 8組学校法人

愛和 愛和太陽 愛和のぞみ

あざみ野 大場



7

神奈川区

認定こども園三陽幼稚園三陽保育園 青-5

義務教育及びその後の教育の基礎を培う満 3 歳児以上の子どもに対する教育､ 並びに保育を必要とす
る子どもに対する保育を一体的に行い､ 健やかな成長が図られる環境で心身の発達､ 子育てを行う｡教育理念

学校法人宮田学園は幼稚園が昭和 51年開園､ 保育園が平成 20年に開園し､ 横浜市青葉区の緑豊かな田園地帯にある幼保連
携型認定こども園です｡ 広い園庭で元気いっぱい駆け回り､ 園舎の裏手を流れる川を覗けば鯉が泳ぎ､ ウグイスの鳴き声が聞
こえる恵まれた環境の中､ 様々な体験を通して子どもも先生も共に成長できます｡ 結婚や出産など様々なライフイベントを迎
える中で､ ｢仕事と子育ての両立｣ を支援しています｡

〒227-0041青葉区上谷本町722
045-973-2711
東急田園都市線 青葉台駅 藤が丘駅行きバス7分 徒歩2分

350名 17組学校法人

神奈川区

学校法人吉浜学園　藤が丘幼稚園 青-6

｢体の強い子｣ ｢心の豊かな子｣ ｢よく考える子｣ ｢ねばり強い子｣ ｢けじめのある子｣教育理念

本園は､ 昭和 44年 2月に神奈川県知事の許可を得､ 同年 4月に開園しました｡ 広々とした園庭からは青い空が見え､ 緑に
囲まれた園内は太陽の光と爽やかな風が通り､ 保育室はすべて南向きで明るく､ どの部屋からも園庭の子どもの様子が見えま
す｡ さらに健康教育の一環として､ エンゼルスイミングスクール（公認温水プール）があります｡

〒227-0043青葉区藤が丘1-40-3
045-971-4158
田園都市線 藤が丘駅 南口改札より 徒歩4分

242名 10組学校法人

神奈川区

みたけ台幼稚園 青-7

『自己受容』『自己発揮』『他者支援』を教育理念に掲げ､年齢に応じたステップを設けながら保育にあたっ
ています｡ 実体験から得られる感動や人とのかかわりを大切にしています｡教育理念

園内は常にワクワクでいっぱい！！色々な体験や様々な行事を行いながら、子どもたちの成長を見守る幼稚園です。
子どもたちの小さな成功を一緒に体感しませんか！一緒に子どもたちの輝く未来を創っていきましょう！！
近隣に関連保育施設もある為、子ども同士の連携や希望があれば職場を異動することも可能です。
事前にご連絡いただければ随時見学が可能です。
子どもと先生のはじける笑顔に是非一度会いに来てください！

〒227-0047 青葉区みたけ台1番地1   
045-973-0817
田園都市線 青葉台駅 / 東急バス 青01 ｢みたけ台｣

350名 12組学校法人

神奈川区

もえぎ野幼稚園 青-8

幼児期にふさわしい自然体験や様々な活動を通して､ 人として生きる豊かな心と健やかな体を育てる教育理念

来年度で創立 50周年を迎える幼稚園です ! 卒園生は 5,000 名を超え､ 地域との交流も大切にしながら自然との触れ合いを
大切にしています｡ 幼稚園の畑で季節ごとに種をまき､ 生育の様子を観察し､ 収穫の喜びを味わう等､ 子どもの感性が育つよ
う保育をしています｡ 職員同士では､ 日々子ども達の成長を考え､ 協力し合いながら保育を進めています｡ 協調性のある方､
前向きに行動できる方､ 子どもが大好きな方､ お待ちしています｡

〒227-0044青葉区もえぎ野15-4
045-973-5738
東急田園都市線｢青葉台｣駅 徒歩12分 または｢藤が丘｣駅徒歩10分

203名 7組学校法人
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神奈川区

横浜さくら幼稚園 青-9

教育理念【五つの柱】｢健全なる精神と体力の育成｣ ｢心身の調和のとれた発育 ･ リトミック教育｣
｢国際的感覚の育成｣ ｢リーダーシップの育成｣ ｢いのちとの触れ合い｣教育理念

創立の精神である ｢つよく ただしく のびのびと｣ をモットーに､ 明るく元気に生活する中で､ 人が好き､ 自然が好き､ そし
て､ 何より自分が好きと言える人間性豊かな子に育ってほしいと願っています｡

〒225-0025青葉区鉄町2345
045-971-5665
東急田園都市線/横浜市営地下鉄ブルーラインあざみ野駅より東急バス/横浜市営バス もみの木台下車 徒歩3分

470名 15組学校法人

神奈川区

あたご幼稚園 旭-1

あそびを通じての総合的な指導と丈夫な体つくり教育理念

広い園庭でのびのびと元気にいっぱい遊び､ 五感を働かせながら丈夫な体つくりを行っています｡ 一クラスあたり10人~12人
の少ない園児数なのでひとりひとりの成長に合わせた保育も行っています｡

〒241-0005 旭区白根2-34-7
045-951-0156
相鉄線 西谷駅

122名 11組学校法人

神奈川区

柏幼稚園 旭-2

｢遊び｣ を大切にした保育を行っています｡ 広い園庭で友だちとたくさん遊び ｢遊ぶ｣ ことで子どもの
成長にとって基本的で大切なことを身につけることができ､ 心も体も豊かに成長していきます｡教育理念

朝と帰りの自由遊びの時間があります｡ 午前中は保育室での製作や絵画､ダンスなど一斉活動を行います｡ 体操指導（全学年）
や絵画指導（年長児）は専任講師が行います｡ クラス担任やフリーの先生はほぼ同じ世代ですので､ コミュニケーションが取
りやすいです｡ 明るい職場環境ですし､ 仕事上の相談し易い職場環境を心がけています｡ 相鉄線の最寄り駅から徒歩 3分程度
です｡

〒241-0835旭区柏町7番地
045-364-1154
相鉄線 南万騎が原駅 徒歩3分

151名 8組学校法人

神奈川区

上白根幼稚園 旭-3

愛と和教育理念

この 3ケ月の休園期間中に､ 園内研修を何度もしました｡ 先生方が交代で講師を務め､ たとえばみんなに紹介したい過去に
受けた研修についてや､ 内容を共有したい書物についてなど､ 担当者が内容をまとめて話し､ それにもとづいて互いを高め合
う有益な話し合いができました｡ こうした雰囲気の好きな方は､ ぜひブースにお立ち寄りください｡

〒241-0002旭区上白根2-52-29
045-953-4897
相鉄線鶴ヶ峰駅 相鉄バス西ひかりが丘行 立丁場下車徒歩3分

72名 6組学校法人
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神奈川区

上川井幼稚園 旭-4

☆明るく丈夫な子 ･ 正しい子 ･ 優しく素直な子☆
自然に恵まれた環境の中で､ 明るく逞しい子どもを育てる｡教育理念

①子どもと一緒に本気で楽しむ｡ 時には本気で勝負する ! 
②自分の長所 ･バックグラウンドをいかした保育にチャレンジする !  
③子どもたちの心に残る保育をする ! 
この 3つを大切にできる先生を募集しています｡ 自然豊かな環境で､ 子どもたちに楽しい思い出をプレゼントしてあげて下

さい｡ 学生ボランティアも募集しています｡ ぜひ､ 一度､ 笑顔いっぱいの上川井幼稚園の子どもたちに会いに来て下さい !

〒241-0802旭区上川井町1212－6
045-921-3324
相鉄線 三ツ境駅北口バス116系統若葉台中央行 東根下車5分/JR横浜線 十日市場駅バス2系統鶴ヶ峰駅行 長源寺下車5分

65名 5組学校法人

神奈川区

つくの幼稚園 旭-5

仲間との “ 遊び ” の中で､ 多様な経験をすることが､ 子どもの心身を大きく育てていくと考えていま
す｡ 主体的に遊びこむことが自分を創り､ 人間形成の基礎を培うと考えています｡教育理念

幼稚園は幼児が初めて経験する集団生活です｡ 幼児が自ら遊びだせるよう、ヤギ ･ウサギ ･カメなどの動物や､ 花壇や畑 ･
築山があり四季折々の自然を感じながら遊べる園庭の環境を整えています｡ また､ 年間使用できる温水プールも完備していま
す｡ 教職員も常に保育の質を向上させようと研究 ･研修会に参加し､ 保育者としての資質を高めようと努力しています｡

〒241-0813旭区今宿町2673
045-391-6210
相鉄線 希望が丘or三ツ境 徒歩15分

148名 7組学校法人

神奈川区

鶴ヶ峯幼稚園 旭-6

園訓 ｢げんきな子 ･ すなおな子 ･ やくそくをまもれる子 ･ だれとでもあそべる子 ･ なんでもはなせる子｣
心身ともに健やかな子に育ってくれるよう願って保育しています｡教育理念

｢つるよう｣ の子どもたちは毎日のびのびと活動しています ! 園庭､ ホール､ プールで元気いっぱいに遊び､ 正課で専門講師
による英語と体操を行っています｡ アットホームな雰囲気で､ 職員仲よく､ 協力し合いながら保育を行っています｡ 相談し合
いながら､ 一緒に楽しく働きませんか ?職員にも夏休み､ 冬休み､ 春休みがあり､ 令和 3年度より施設型給付園に移行予定で
す｡ ぜひ､ 見学にいらしてください｡

〒241-0022旭区鶴ヶ峰1-17
045-373-6639
相鉄線 鶴ヶ峰駅 徒歩4分

47名 3組学校法人

神奈川区

認定こども園二俣川幼稚園 旭-7

健康（じょうぶなからだ）豊かな心（やさしいこころ）思考と判断（かんがえてすすむ）教育理念

やや大きな幼稚園ですが､ 教職員数が多く自然に恵まれてゆったりとした園内は､ 花と緑の木々に囲まれ､ 先生も子ども達
も生き生きと生活しています｡ 幼稚園部門も保育園部門も職員同士は常に連携をとり､ 新しい先生が早く慣れるように全面的
にサポートしてくれます｡ 車 ･ バイク通勤可｡ 勤務形態にバリエーションがあり働き易く､ 結婚 ･出産後も仕事を続ける先生
が増えています｡ 早目の園見学をおすすめします｡

〒241-0033旭区今川町16-1
045-391-1238
相鉄線 鶴ヶ峰駅 徒歩16分

367名 16組学校法人
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神奈川区

プレスクール若葉幼稚園 旭-8

どの子でも　育て方一つ　健康で頭の良い　明るい子教育理念

互いを認め合い、思いやりの気持ちを大切に！！音楽・絵画・言葉遊びなど様々な活動を通じて、子どもたちの好奇心やチャ
レンジしたい気持ちが伸びるよう、ひとりひとりに寄り添った指導をしています。自主性を重んじる職場ですが、迷った時は
丁寧に話を聞いてくれる先輩がいます。先生だけでなく、教務事務、運転手さんなど垣根を越えてみんなで支え合えるアットホー
ムさが自慢です。園でお仕事する喜びを一緒に分かち合いましょう。

〒241-0801 旭区若葉台2-9-2
045-921-3223
JR 十日市場駅

88名 5組学校法人

神奈川区

まきが原幼稚園 旭-9

日々の幼稚園生活が楽しく生き生きと過ごせるように個性を尊重し､ よろこんで経験活動をしようと
する積極性を養い､ あせらずゆるがぬ ｢根｣ を育てる教育理念

若い先生から経験を重ねた先生まで幅広く在籍しており､ わきあいあいと仕事をしています｡ 困ったら近くの先輩先生に声
をかければ一緒にクラス運営をしてくれたり､ お手伝い､ 助言をしてくれるので大丈夫｡ わからないことはどんどん質問して
下さい｡ 相談 ･質問､ 大歓迎です（笑）｡

〒241-0836旭区万騎が原3番地
045-365-1564
相模鉄道 二俣川駅 徒歩13分

237名 10組学校法人

神奈川区

認定こども園やつはしキッズ八ッ橋幼稚園 旭-10

勇気 ･ 元気 ･ 根気の子を育てます教育理念

元気、勇気、根気の子を教育理念に掲げ、自由遊び、一斉保育のバランスを考えて幼児期にしか育てられない大切な幼児教
育を行っています。特に専門講師による感覚教育を音楽、英語、水泳、絵画制作、体操を通して育てます。職員待遇は、横浜
市の借り上げ制度、充実した福利厚生や処遇改善費を含め高年収、スキルアップ研修もあり、手厚い産休育休制度と独自の事
業所内保育所を設置、園独自の子育て支援金 2歳まで月 10,000 円支給等、結婚後も子育てしながら働く先生が多くいます。
あなたの夢と生活を保障する最先端の幼稚園です。

〒241-0825旭区中希望が丘196
045-364-7771
相鉄線希望が丘駅 7分

374名 13組学校法人

神奈川区

横浜昭和幼稚園 旭-11

のびのびと素直で健康な子ども育成の環境作りをめざす｡ ひとりひとりの個性を大切に家庭的な雰囲
気の中できめ細かい保育を行う｡教育理念

年少では､ 遊びの中で様々な経験をし､ 年長になると､ 話し合う経験を多く持ち､ 子ども達の意見を取り入れた行事になる
よう心掛けています｡ また、職員が過ごしやすいように以下のことに気をつけています。
・子どもたちも先生達も楽しく主体的に
・事務作業軽減のためタブレットを導入
・休憩時間の確保・保育者が担う掃除の削減。

〒241-0821旭区二俣川2-7
045-361-1858
相鉄線 二俣川駅 徒歩4分 

95名 6組学校法人
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神奈川区

いしかわ幼稚園 泉-1

｢からだをつくり､ ゆめをそだてる｣ を保育方針とし､ のびのびとした環境のもと子ども達が自ら育つ
ためのお手伝いをしていきます｡教育理念

いしかわ幼稚園の子ども達は広い園庭､ 豊かな環境の中でびのびと外遊びを通して様々なことを学んでいきます｡ 裸足で園
庭を走り回る事もたくさん取り入れ､ からだを作る事で子ども達のみらいのゆめを大きく育てていきます｡ その為には保育者
もまずは健康第一です｡ 子ども達と元気に関わり成長を楽しみ､ 共に成長してくれる保育者を希望致します｡ まずは実際に園
の環境を見て下さい ! 楽しんで下さい ! 見学をお待ちしております｡

〒245-0016泉区和泉町7308
045-802-9357
相鉄線いずみ野駅/神奈中バス下瀬谷駅行き 早稲田下車 1分

158名 8組学校法人

神奈川区

認定こども園 泉ヶ丘幼稚園 泉-2

心身共に健康な乳幼児であってほしい教育理念

▽ 1歳~5歳児+がじゅまる (横浜型預かり保育 )までの認定こども園です｡
▽広いグラウンドや緑豊かな園庭で子どもたちの笑顔が輝く環境 !
▽たわわに実る数々の果樹 ･野菜狩り体験▽寿会 (地域の老人会 )との触れ合い､ お爺ちゃん ･お婆ちゃんとの心温まる時間
▽何よりも大切な職員の輪 ! 笑いの絶えない職員室この笑顔が子どもの笑顔と明日の保育へ繋がります !
▽まずは見学してから､ 興味があれば先に進みましょう｡

〒245-0022泉区和泉が丘3-9-1
045-803-4791
横浜市営地下鉄ブルーライン 立場駅 徒歩15分

274名 12組学校法人

神奈川区

英明幼稚園 泉-3

｢おおきくなあれ個性のたまご｣ それぞれの輝かしい個性を伸ばしながら､ 自分の目で見つめ､ 考え､
判断し､ 主張し､ 行動できる子どもを育てます｡教育理念

子どもたち一人ひとりの個性を大切にしながら遊びを中心とした保育をしています｡ ｢のびのび保育の日｣ では､ 縦割り保育
の時間を設け､ 好きな遊びや楽しい遊びをたっぷりできるようにしています｡ 職員が明るく元気いっぱいな幼稚園です｡ 初任
者はなれないこともたくさんあると思いますが､ 園長はじめ優しい先輩たちが親切､ 丁寧に指導しますので､ 是非見学におい
でください｡

〒245-0023泉区和泉中央南３丁目２番５６号
045-802-2537
相鉄線いずみ 中央駅 徒歩8分/横浜市営地下鉄 立場駅 徒歩8分 

260名 10組学校法人

神奈川区

学校法人杉の子学園　認定こども園岡津幼稚園 泉-4

豊かな自然に囲まれた環境にあり四季を全身で感じ､ 実体験を大切にしていく｡ のびのびとした中に
もけじめをつけた保育､ 幼児期なりに正しい社会態度を身につける｡教育理念

私どもの園は､ ｢自然と生きる｣ を保育の柱として､ 日々の保育に取り組んでいます｡ 人との関わりや人間の内面を育てるこ
とを重んじ､ 子どもを一人の人と見て一緒に成長する事に喜びと誇りを感じる園生活を意識しています｡ 自然活動を積極的に
取り入れ､ 足元の自然､ 見上げる空の大きさに心を奪われ､ 身心ともに健康的に人や物の痛みが分かる子どもになって欲しい
と思い､ 日々保育をしています｡

〒245-0003泉区岡津町2727
045-811-4954
相模鉄道いずみ野線 緑園都市駅下車 徒歩15分/JR戸塚駅より神奈中バス 三ツ境駅行 岡津橋下車 徒歩10分

181名 8組学校法人
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神奈川区

上飯田幼稚園 泉-5

五感をはたらかせ友達と一緒に楽しみ､ 協力する生活を通して､ ｢優しい心を持った子｣ ｢好奇心 ･ 旺
盛な子｣ ｢逞しい心を持った子｣ に育って欲しいと願っています｡教育理念

～先輩から～ 職場の雰囲気は一言でいうと「元気！」です。少人数で先生たち全員が、子ども達の名前を覚えていて、一人
ひとりの性格も把握できるアットホームな環境です。お家の方との関わりも大切にしていて、子どもの成長を一緒に共感しあ
えることがとても楽しいですよ！！大変なこともありますが、子ども達の笑顔や成長を、そばで見ることが出来てとてもやり
がいを感じています！！ぜひ気軽に園見学に来てくださいね♪

〒245-0018泉区上飯田町2106
045-803-0644
相鉄線 いずみ野駅 徒歩17分/神奈中バス い06系統 いちょう団地循環 上飯田団地 下車 徒歩1分

60名 3組学校法人

神奈川区

平和幼稚園 泉-6

明るく ･ 元気に ･ 正しくを教育目標に､ 心豊かで主体性と協調性の調和のとれた発達を目指します教育理念

家庭との連絡を密にして､ 子ども達の健やかな成長を目指します｡ 広々とした園庭と緑豊かな自然環境の中で子ども達が直
接自然に触れ､ 親しむことを大切にしています｡ いろいろな実体験を通して一人ひとりの個性を伸ばし､ 思いやりの心が育つ
保育をしています｡ 子ども達と広い園庭で楽しく遊んでみませんか｡

〒245-0024泉区和泉中央北6-22-1
045-802-6600
相模鉄道いずみ野線 いずみ野駅下車 徒歩12分

168名 9組学校法人

神奈川区

認定こども園　宮の台幼稚園 泉-7

キリスト教に基づいた保育｡ 少人数保育｡ 自由保育｡ たてわり保育｡ 自分自身で感じ､ 考え､ 工夫す
る活動｡ 協調性､ 自主性､ 積極性を身に付けるような保育内容です｡  教育理念

子どもたちはもちろんの事､ 先生方もそれぞれの個性を発揮しています｡ 大人も子どもも幼稚園の生活を楽しんでいます｡
職員も人生の中で､ 結婚､ 出産､ 子育てをしながら長く関わっていける環境です｡

〒245-0012泉区中田北3-29-1
045-802-0266
相鉄いずみ野線弥生台駅徒歩15分 バス79系統戸塚駅行西が岡3丁目徒歩3分 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅下車徒歩15分

140名 8組学校法人

神奈川区

認定こども園明成幼稚園 泉-8

集団生活の中でさまざまな遊びをとおして､ 望ましい人格の基礎を作る教育理念

子どもたち一人ひとりの個性を大切にしながら遊びを中心とした保育をしています｡ また家庭的な保育を心掛け､ 縦（0~5
歳児）や横（学年）の繋がりを大切にしながら､ 園全体で子どもの育ちを見守っています｡ 職員が明るく元気いっぱいなこど
も園です｡ 初任者はなれないこともたくさんあると思いますが､ 園長はじめ優しい先輩たちが親切､ 丁寧に指導しますので､
是非見学においでください｡

〒245-0018泉区上飯田町2422
045-802-3150
相鉄線いずみ野駅よりバス､飯田神社前下車徒歩2分

153名 10組学校法人
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神奈川区

ぬくもりの森しんばし　やよい台こども園　やよい台幼稚園 泉-9

幼児の個性を尊重し､ 幼児にふさわしい環境を与え､ あらゆる経験をとおして､ のびのびした表現活
動をとおした豊かな情操面､ 道徳性のめばえやつちかう心情を養い､ 幼児の健全な発達を助長する｡教育理念

本園は幼保連携型認定こども園です｡ 山のふもとにある自然豊かな環境で ｢遊びこみ｣ を中心に季節を感じ､ 体を動かして
元気が一番 ! って思える保育を目指し､ 色々とトライしています !

〒245-0009泉区新橋町1101-5
045-812-1881
相鉄いずみ野線 弥生台駅北口 徒歩9分

170名 7組学校法人

神奈川区

学校法人　育美学園　育美幼稚園 磯-1

遊びの中に教育あり ( 明るくのびやかな子どもに ･ 情操豊かな子どもに ･ 創意工夫する子どもに ･ 自
主性のある子どもに )教育理念

ポケモンバスの幼稚園です｡ 近隣に自然と触れ合える場所があり出かけます｡ 一斉活動では座って製作やワーク等を行い､
園庭では泥んこ遊び等のびのびと…｡ 園行事では､ みんなで協力して得られる達成感や､ 喜びを子どもたちと共感しています｡
専任教諭による体育や､ 外国人講師による英語レッスンを実施｡ 保育中の子どもたちの可愛いエピソードや嬉しかった事､ 困っ
た事､ 教職員同士で何でも話し合える温かい雰囲気の幼稚園です｡

〒235-0021磯子区岡村4-26-7
045-753-1569
JR磯子、根岸、京急屏風浦~バス78系統/市営地下鉄弘明寺、京急井土ヶ谷~バス9系統/京急上大岡~バス64系統、133系統

174名 6組学校法人

神奈川区

岩崎学園附属磯子幼稚園 磯-2

･ 心身の健康な育成 ･ 創造的な活動の養成 ･ 自主性と協調性のある子の育成教育理念

とても敷地の広い幼稚園です｡ 園内に運動場､ 遊具園庭､ 畑があり､ 常に体を動かして遊ぶことができます｡ 自然の風を感
じながら四季折々の保育を楽しめます｡

〒235-0035磯子区田中1-11-5
045-772-2244
京急線屏風浦駅から洋光台行きバス乗車10分 団地北下車徒歩2分

212名 9組学校法人

神奈川区

上中里幼稚園 磯-3

｢強く､ 逞しく､ 礼儀正しく｣ けじめのつけられる子を目指します｡ 緑に囲まれた広い敷地の中で､ 友
達と仲良くのびのびと遊びながら､ 健康な身体､ 豊かで強い心､ 生きる力を育んでいきます｡教育理念

アットホームな雰囲気の中､ 子どもたちが充実した毎日を過ごせるよう皆で協力し合っています｡ 幼稚園の先生は子どもた
ちの憧れです｡ 教諭としてのキャリアのみならず､ 自分自身のブラッシュアップも応援します｡ 楽しい研修 (例 : スタイリスト
による身だしなみ講座 ) や研修費補助もあります｡ 縁あって仲間になった皆さんにとっても当園が人生における大切な場所と
なれるよう願っています｡ 明るく元気な方､ お待ちしています｡

〒235-0042磯子区上中里町1032
045-773-5570
JR洋光台 市営バス107系統上中里団地行 さわの里小前 2分

198名 8組学校法人
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神奈川区

汐見台中央幼稚園（汐見台東幼稚園、汐見台西幼稚園、竹山幼稚園、竹山南幼稚園） 磯-4

幼児を良い環境の中で育み､ 明るく健やかな心身の発達を目指し､ 心をこめて保育します教育理念

私たちは神奈川県住宅福祉学園は神奈川県内に 6つの幼稚園を運営する学校法人です｡ 緑豊かな環境に恵まれ､ 子どもたち
は広い園庭で伸び伸びと遊んでいます｡ 四季折々の行事や異年齢交流も盛んです｡ 自然の中で温かく豊かな人間関係を大切に､
豊かな感性を育てます｡ 先生たちは日々新たな発見をし､喜びを感じながら保育しています｡ ぜひ一緒に感動を味わいませんか?
お問い合わせお待ちしています｡

〒235-0022磯子区汐見台(他、緑区竹山）2-8
045-751-2424
京急風ヶ浦駅徒歩10分/JR磯子駅 汐見台循環 汐見台ストアー前 10分

220名 9組学校法人

神奈川区

宗教法人　日本基督教団神奈川教会付属　神奈川幼稚園 神-1

わたしたちは創立時からキリスト教精神の中で保育を行っています｡ ｢隣人を自分のように愛する心｣
を育み､ 他者に対して思いやりをもって接することのできる人への成長を願っています｡教育理念

｢学びは遊びの中にある｣ という考えに基づき､ 遊びを中心とした保育を実践しています｡ 遊びがもたらす恵みは計り知れま
せん｡ 創造性､ 好奇心､ 空間認識力､ 手先の運動機能､ 社会性など子どもの成長にとって欠かせない要素はみな遊びから吸収
します｡ また､ 当園は全体で 100 名前後であり､ 一クラス 17名 ~20 名の園です｡ 子どものわずかな変化を把握し､ それぞ
れの個性や状況に応じた保育を提供します｡ ※賞与、昇給や住宅手当など各種手当も充実しています。

〒221-0832神奈川区桐畑17-8
045-321-5392
東急東横線反町駅 徒歩3分

103名 6組宗教法人

神奈川区

学校法人尾﨑學院　銀嶺幼稚園 神-2

｢生きている限り個性的､ 創造的でありたいと努力する人間の根っこを育てる｣ ため､ モンテッソーリ
教育の長所を導入し､ 子どもたちの自発的活動を主体とした保育を実践しています｡教育理念

● 3･4･5歳児が一クラスを構成する､ 縦割り保育が特徴です｡ 年間を通して､ 各学年それぞれの成長を感じることができます｡
● モンテッソーリ教育を取り入れており､ 子どもたちの自主自立を促します｡ 保育者は子ども達の自主的な生活を支える役割
を担います｡

●有給 ･産休育休制度 ･ボーナス (年 2回 )･ 給食あり
●教職員と運営理事会が協力し､ 風通しの良い職場環境を目指しています｡

〒221-0005神奈川区松見町2-376
045-421-0808
東急東横線妙蓮寺駅 徒歩5分 / 市営バス59系統 菊名南町バス停すぐ

163名 6組学校法人

幸ヶ谷幼稚園/白幡幼稚園 神-3

｢せんせい､ だいすき｣ 子ども達の笑顔が溢れるような信頼関係を作る教育理念

【研修制度が充実】入社前研修を経て安心して4月1日を迎えられる｡
【産休･育休制度あり】育休明け短時間勤務も可｡ 若い世代も永く働くことができる｡ 現在育休1名｡ 先生みんなで助け合う職場｡
【学年主任制度あり】学年主任がいることで､ 保育で心配なことがあってもすぐに相談できる｡
【ピアノが苦手でもOK】月一度の専門講師のレッスン有り｡

〒221-0051神奈川区幸ヶ谷2-6  / 〒221-0075神奈川区白幡上町17-26
045-441-0019 /045-421-3654
京急線 神奈川駅 /東急東横線 白楽駅

10組 /9組学校法人
白幡幸ヶ谷
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神奈川区

認定こども園捜真幼稚園 神-4

園に集うもの皆が､ 自分が神さまに愛されているかけがえのない存在であることを知り､ 自分と周り
にいる人を大切にし､ 喜び､ 祈り､ 感謝する生活を通して､ 共に生きていこうとする力を育てます｡教育理念

子どもはもちろん､ 保護者も保育者も主体的に園生活を楽しんでいます｡ 働いていても毎年新しい遊びと出会い､ 飽きません｡
自分のやりたいことを実現できる園です｡

〒221-0804神奈川区栗田谷42-43
045-323-1676
市営バス35、50系統｢県営栗田谷住宅前｣下車1分 東横｢反町｣､市営地下鉄｢三ッ沢下町｣から徒歩15分 

165名 8組学校法人

神奈川区

学校法人越川学園　羽沢幼稚園 神-5

自主性と協調性の芽生えをよりよく伸ばす｡ 健康と安全に留意するよう習慣づける｡ 幼児期に必要な
基本的な生活習慣に重点を置く｡教育理念

自然に恵まれた環境の中で､ 子供達が伸び伸びと遊べるようにいろいろ遊びを展開していく｡ またその中で関わりを深め自
己発揮が出来るように見守っていきたい｡

〒221-0863神奈川区羽沢町1213
045-383-2711
横浜駅西口バス 83系統旭硝子行 20分/新横浜駅バス 129系統鶴ヶ峰行 15分

220名 8組学校法人

神奈川区

横浜孝道幼稚園 神-6

横浜孝道幼稚園ではただ単に知識を詰め込むのではなく､ 困難のとき､ 心を落ち着け､ 物事を正しく
判断する能力を仏教精神に基いて教育します｡教育理念

最寄りの 3つの駅から徒歩 8分の好立地です｡ 車通勤が可能な駐車場が有ります｡ 孝道山内 1万坪の中の幼稚園で環境抜
群です｡ 年少 15 名以下､ 年中長 25 名以下の少人数クラス制度で､ 園児とじっくり向き合えます｡ 幅広い年齢構成の職員の
中で､ お互いの切磋琢磨が望めます｡

〒221-0064神奈川区鳥越23
045-432-1555
JR･京急 東神奈川駅/東急東横線東白楽駅 徒歩8分

207名 10組宗教法人

神奈川区

認定こども園　金沢白百合幼稚園 金-1

自ら力いっぱい遊びや仕事に取り組むことを大切にし､ 健康で明るく､ 友だちと協力して意欲的に行
動できる｡教育理念

子どもたちが不思議や興味関心を感じられるよう､ 人的 ･物的な配慮に留意し地域に根ざした幼保連携型認定こども園とし
て､ 園内の子育て支援施設（コミュニティセンター）での活動も盛んです｡ 在園児､ 未就園児はもとより､ 保護者の皆さんも
とても仲良くされています｡ 園と家庭の相互理解を深めつつ､ 体験から学ぶことを大切にし､ 子どもたち自ら力いっぱい遊び
や仕事に取り組むことを教育目標に掲げています｡

〒236-0045金沢区釜利谷南二丁目2番4号
045-784-0610
京急本線 金沢文庫駅東口 バス乗車｢レイディアントシティ｣行白百合幼稚園前下車 徒歩1分

13 （11組/1号・2組/3号）組学校法人（幼保連携型認定こども園） 350（1号・2号・3号定員）
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神奈川区

カナリヤ幼稚園 金-2

子どものありのままの姿を受け止め､ 一人ひとりを大切に豊かな心を育てることを第一に園と家庭
と一緒に子育てを考えていきます｡教育理念

恵まれた自然環境と豊かな人間関係を基に､ 一人ひとりを大切に豊かな心を育てる保育を目指しています｡ 先輩たちが優し
く､ 悩みもしっかり聞いてくれる､ なんでも質問できる環境｡ 職場の雰囲気､ 子どもたちも明るく先輩たちが楽しく働いてい
る姿が､ 実習､ 見学時に見ることができカナリヤで働くことに憧れを抱き就職を希望する方が多いです｡ まずは園見学にいら
していただき､ 園の雰囲気を感じてみてください｡ お待ちしております｡

〒236-0046金沢区釜利谷西3-1-3
045-783-1638
京浜急行 金沢文庫駅下車 西口･①番バス乗り場より乗車し約12分､バス停｢夏山坂上｣下車､徒歩2分

238名 10組学校法人

神奈川区

関東学院六浦こども園 金-3

神さまに創られた大切な一人として愛されていることを知り､ 人を信じる力を育み､ 他者と共に生き
ていく力を養います｡教育理念

神さまから命を与えられ愛されているかけがえのない存在として､ 子どもたちをありのままに受けとめ尊重するキリスト教
保育 ･教育を行っています｡ もちろん､ 大人も神さまに愛されている存在です｡ 先生たちも自分を信じ自分らしく歩んでいけ
るように､ 得意なことや好きなことを保育の中で活かしてほしいと願っています｡ あなたの好きなことは何ですか ?

〒236-8503金沢区六浦東1-50-1
045-781-0170
京浜急行 金沢八景駅 徒歩15分/京浜急行 関東学院循環バス 関東学院東下車 2分

264名 11組学校法人

神奈川区

京急幼稚園 金-4

健康で明るく希望にみちた子ども ･ 正しきを愛し根気強く努力する子ども ･ 広い知識をもとめ創造力
豊かな子ども ･ 進んで協力し愛情あふれる子どもを育てる教育理念

家庭 ･園 ･ 地域との連携を基に､ 明るく健やかな心を育む幼児教育に取り組んでいます｡ 恵まれた環境､ 広い園舎や楽しい
遊具があり､ その中で遊びや多様な経験を通して学ぶ事を大切にし､ 保育者は互いに協力しながら日々の保育を楽しく行って
います｡ 未来へ羽ばたく子ども達を育てる私達の仲間となって､ 共に学び､ 成長していきませんか ?愛情豊かで､ 笑顔の素敵
な意欲ある方をお待ちしています !

〒236-0057金沢区能見台1-44-1
045-772-1782
京浜急行能見台駅よりバス 能見台センター下車徒歩3分

290名 13組学校法人

神奈川区

光輪幼稚園 金-5

『元気で明るく素直な子』の育成を目指して､ 自分から遊ぶ力､ 自分から興味を持つ心､ 友だちとのか
かわりなどを大切に育てていきたいと思っています｡教育理念

金沢の海の近くの小さな幼稚園です｡ 園児 63名､ 3クラスで､ 子どもたちの気持ちに寄り添いながら一人ひとりの育ちを大
切に見つめて､ 日々の保育を行っています｡ 園生活の中で､ 子どもの成長を保護者の方々や園職員みんなでともに喜べる園で
ありたいと思います｡ 子どもたちの笑顔の為に､ 一緒に頑張りましょう ! まずは、園見学にいらして下さい。お待ちしています。

〒236-0023金沢区平潟町26-29
045-781-8828
京急線 金沢八景駅 徒歩13分

63名 3組 個人立
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神奈川区

並木幼稚園 金-6

自由保育と設定保育の双方の長所を採り入れ､ のびのびと個性を伸ばしつつ､ 健康で優しい心をもつ
バランスのとれた子どもを育む保育を行います｡教育理念

●笑顔溢れる開放的な園舎で､ 面倒見の良い先輩方から楽しく保育を学べます｡
● 教職員は公私ともに何でも言い合える仲の良い関係です｡ 園から支給される子どもとお揃いの可愛い制服や華やかの色違い
のエプロンは保護者からも好評です｡

● メリハリを大切にし､ 学期中は頑張って働き長期休暇中は旅行等でリフレッシュする時間を十分に設けています｡ 2~3年毎
に海外等に旅行に出掛け親睦を深めます｡

〒236-0005金沢区並木1-10-2
045-772-1501
並木北駅 徒歩1分

254名 9組学校法人

神奈川区

西武学園　文庫幼稚園 金-7

『子どもの笑顔　保護者の笑顔　育ちを支える教師の力』を経営の根底に据え､ ｢元気いっぱい　夢いっ
ぱい　やさしさいっぱい　文庫の子』の実現を目指します｡教育理念

金沢八景の海を見下ろす､ 豊かな自然環境に恵まれた高台に位置します｡ 園内の活動だけに留まらず､ それらを十分に生か
した園外活動を取りいれ､ 様々な体験活動から自ら進んで遊びに取り組ませ､ 園児の自主的な意思決定を尊重し､ 積極的に活
動できる意欲的な子どもを育てようとしています｡ 西武学園は､ 本園の他に姉妹園が 4園あり年間を通して研究や研修を行な
い､ 保育の質の向上を目指します｡ 福利厚生もしっかりしています｡

〒236-0017金沢区西柴4丁目24-1
045-783-1761
京浜急行金沢文庫駅東口下車後 金沢工業団地循環バス7分｢称名寺東公園前｣下車2分

234名 10組学校法人

神奈川区

認定こども園　大谷幼稚園 港南-1

園児が､ 恵まれた自然の中で楽しく元気に活動し､ 清く､ 正しく､ 個性豊かな人間に育てることを実
践しています｡教育理念

ここ数年では､ 退職する職員は少なく､ 新卒者採用は行わない年もありますが､ 毎年就職希望の学生から連絡を頂いており
ます｡ 職場の人間関係や就労環境の整備を常に行い､ 全職員が日々笑顔で楽しく過ごすことを大切にしています｡ 園見学も受
け付けておりますのでお気軽にお電話ください｡

〒234-0051港南区日野1-10-15
045-841-3435
市営地下鉄ブルーライン 港南中央 徒歩7分

168名 6組学校法人

神奈川区

春日野幼稚園 港南-2

心身ともに健康な幼児を育てる｡ 集団生活 ･ 団体行動に慣れさせる｡ 情操豊かな子に育てる｡教育理念

子どもたちは､ 広い園庭と緑豊かな自然環境の中でのびのび遊びながら集団生活を楽しんでいます｡ 様々な遊びや活動を通
し､ 楽しみ ･試し ･工夫し ･見通しを持つなど子ども自身が遊びを展開させ､ 色々なことに興味を持ったり､ 気づいたり､ 思
いやりの心､ 人とのコミュニケーション力を培っていきます｡ 我々保育者は､ 子どもたちを見守りその原動力を全力で応援し
ています｡ 笑顔溢れる春日野を､ 是非一度見学に来てください｡

〒234-0053港南区日野中央2-29-18
045-844-6532
京急･上大岡駅/JR港南台駅~バス日野小学校前下車5分

119名 6組学校法人
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神奈川区

幼保連携型認定こども園　関東学院のびのびのば園 港南-3

キリスト教保育を柱に､ 互いの存在を認め､ 愛し励まし､ 違いを認めて助け合うことを大切にしてい
ます｡ 自分の力を存分に発揮してもらい､ 社会に貢献できる人財輩出を目指しています｡教育理念

・ 学校法人関東学院を母体とする総合学園です｡ 幼稚園タイプのお子さん､ 保育園タイプのお子さんとご家庭のスタイルに合わ
せた利用ができる社会貢献度が高い幼保連携型認定こども園です。

・子どもたちのやってみようとする気持ちを大切に主体性の高い保育を行っています｡
・スタッフは幅の広い年齢層が在籍しています｡ 男性保育教諭も複数活躍しています｡
・勤続年数が長く､ 働きやすい職場環境です｡

〒234-0056 港南区野庭町617-2
045-845-0876
横浜市営地下鉄 上永谷駅 徒15分/横浜市営バス 45系統/112系統 港南台駅･洋光台駅･京急ニュータウン行 5分

180名 2組学校法人

神奈川区

野庭幼稚園 港南-4

のびのびと個性を伸ばし､ 健康で優しい心を育む楽しい園生活教育理念

●笑顔溢れる､ 開放的な園舎で､ 面倒見の良い先輩方から楽しく保育を学べます｡
●園から支給される子どもとお揃いの可愛い制服や華やかな色違いのエプロンは､ 保護者からも好評を頂いています｡
●メリハリを大切にし学期中は頑張って働き､ 長期休暇は旅行などでリフレッシュできる時間を十分に設けています｡

〒234-0056港南区野庭町633
045-844-2727
JR港南台駅からバス 45系統 みやのくぼ下車 徒歩5分

120名 6組学校法人

神奈川区

学校法人北見学園　認定こども園ムロノキッズ 港南-5

･ 恵まれた自然環境の中で健康な体と豊かな心を育てる ･ たくさんの体験を通してやり遂げる力考える
力を培う ･ のびのびと遊ぶ中で豊かな人間関係を育む教育理念

豊かな環境の中で ｢これやりたいな｣ と子どもたちの思いが叶う場所…それが “認定こども園ムロノキッズ ”｡ 隣接の畑では､
緑に囲まれ作物の生育を見守ります｡ また､ 外国人講師による英語保育にも取り組み､ 将来子どもたちが大人になった時に英
語でのコミュニケーションを取れるよう未来を見据えて保育しています｡ 人生の土台作り…笑顔あふれる毎日を過ごしましょ
う｡

〒233-0003港南区港南3-35-20
045-844-1107
京浜急行｢上大岡駅｣から神奈川中央交通バス71系統｢月見ヶ丘団地前｣下車すぐ

290名 10組学校法人

神奈川区

森が丘幼稚園 港南-6

広い園庭で､ 色々な遊びを通して人間関係の基礎を築きます｡ 動植物を育てながら､ 命の大切さを知
り自然に親しむ機会を多くもちます｡ 絵本に親しみ､ 豊かな想像力を養います｡教育理念

教育理念（遊び ･自然 ･絵本）実現のため､ 先生方は研修会研究会等に参加して自己研鑽に努めています｡ 農園活動も盛ん
で､ 先生方も楽しんで野菜等を育てて収穫しています｡ 2021 年 4月幼保連携型認定こども園に移行予定です｡ 現在本園舎建
替工事実施中です｡ 移行後､ 処遇改善費 ･住宅手当等が見込まれ､ 独り住まいの方にも勤務していただける機会が広がること
と思います｡

〒234-0052港南区笹下1丁目11-16
045-844-0010
京浜急行本線及び横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅 徒歩15分

120名 6組学校法人
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神奈川区

大倉山アソカ幼稚園 港北-1

｢よい環境で　たのしい保育｣ 人間の一生の中で､ 幼児期ほど大切な時はありません｡ 一方に偏らず知
育 ･ 徳育 ･ 体育を充分に育み望ましい成長を目指します｡教育理念

大倉山の山裾に位置する環境に恵まれた幼稚園です｡ その環境を活かして､ 山側の園庭には固定遊具を配置して自然に足腰
を鍛え､ 広い平面の園庭にはハイブリット人工芝を敷き詰めて､ 安全にのびのびと活動できるようになっています｡ 平成 21年
には屋上緑化 ･ガラス張りの新園舎を建設｡ また､ 職員研修として毎年園の費用で海外研修を実施したりと､ 職員研修にも力
を入れています｡ また ICT化により業務の効率化を推進｡

〒222-0037港北区大倉山２丁目８番７号
045-531-2054
東急東横線大倉山駅 徒歩6分/市営バス41系統､6系統 観音前 徒歩0分

175名 8組宗教法人

神奈川区

金港幼稚園 港北-2

遊びを中心とした保育により､ 心身の発達を助け､ 将来有能な社会人として活動できる健全なこども
を育てる｡教育理念

子どもたち一人ひとりに寄り添う､ アットホームな幼稚園です｡ 100 年を超える歴史をもつ幼稚園ですが､ 子どもたちを中
心にという気持ちはずっと変わりません｡ 遊びや園生活の中で成長していく子どもたちの姿を見てみませんか｡ 見学大歓迎で
す｡

〒222-0022港北区篠原東1-12-2
045-421-7360
東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩12分/ 横浜市営地下鉄ブルーライン 岸根公園駅 徒歩10分 

97名 6組学校法人

神奈川区

光明幼稚園 港北-3

優しさをもって助け合い､ 支えあいながら温かい社会を形成できる人になってほしい｡ 人として大切
な心の核になる部分を大切にしたいと思っています｡教育理念

あなたは幸せですか ?私たちがすべきことは子どもたちが幸せな生活を送れるために､ 幸せになるための心を育てることで
あると思っています｡ 私たちの生活はどんどん豊かになりどんどん便利になりました｡ たくさんの人が裏で支えてくれている
ことに感謝をし､ 優しい気持ちで自分も支え返す｡ 感謝と優しさの連鎖が幸せな未来への近道であると思います｡ 毎日泥んこ
になって遊びながら心を育んでいきたいと思っています｡

〒223-0066港北区高田西4-34-26
045-593-3003
横浜市営地下鉄グリーンライン 高田駅 徒歩15分

169名 8組宗教法人

神奈川区

小机幼稚園 港北-4

幼児にとって大切なことは字を憶えることでしょうか、数を数えることでしょうか､ もっと大切なも
のがある筈です｡ 私たちはそれは ｢情操｣（豊かな心）と ｢意欲｣（伸びる力）であると考えます｡教育理念

幼稚園で育てる大切なものは“心の根っこ”です｡今育てるべきものは先取りした“目に見える大きな実”ではありません｡しっ
かりした根っこです｡ 根っこは目に見えない為､ 人は目に見える立派な実を喜びがちです｡ しかし､ しっかりした根っこが育っ
ていないで､実をつけようとすれば､わずかな風雨でその木は倒れます｡ 今は､しっかりした根っこを育てる時期ではないでしょ
うか｡ 豊かな自然環境の中で実践します｡

〒222-0036港北区小机町256
045-471-9038
JR横浜線小机駅徒歩15分/横浜市営バス39系統泉谷寺団地前徒歩3分/東急バス新横浜駅~市が尾駅泉谷寺前徒歩5分

101名 6組個人立
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神奈川区

しのはら幼稚園 港北-5

園バスがなく､ 保護者との毎日の対話を大切にしています｡ 自由遊び､ 体操 ･ 英語教室などの課題活動､
充実した行事など､ バランスのとれた保育活動を行っています｡教育理念

園庭が広く､ 園児たちは伸び伸びと遊ぶことができます｡ また､ クラス数 ･園児数が多いので､ スポーツ大会など多彩な行
事 ･活動に取組めます｡ 日常保育では､ 一斉活動以外に､ 担任の裁量で保育に取組むことのできる日が多くあります｡ そして､
先生達からは最も重要な点として､ 人間関係は非常に良い､ と言われています｡

〒222-0026港北区篠原町1163
045-432-6506
地下鉄ブルーライン岸根公園駅より徒歩3分

305名 12組個人立

神奈川区

樽町白梅幼稚園 港北-6

･ 健康で仲よくあそぶ子ども　･ 思いやりのある子ども　･ よく聞きよく考える子ども教育理念

子どもたちが幼稚園生活の中で経験することが心の糧となり､ 成長する力に繋がります｡ 幼稚園は楽しい､ 明日も幼稚園に
行きたい､ と思えるような環境を整え､ 子どもたちと共に日々の園生活を楽しみ､ 成長する｡ そのような園づくり､ 職場づく
りを目指しています｡ 子どもたちや先生の姿を見に､ ぜひ見学にいらして下さい｡

〒222-0001港北区樽町1-18-12
045-541-2998
東急東横線綱島駅下車徒歩15分 /綱島発鶴見臨港バス03系統 菖蒲園前下車3分

170名 8組個人立

神奈川区

学校法人日吉学園　日吉さくら幼稚園 港北-7

『豊かな心を育てよう』を目標に､ 遊びの中で自主性を育て､ 年齢に応じた生活の基礎的習慣を身につ
けられる保育を行っています｡教育理念

広い園庭で子どもたちと毎日元気に身体を動かして遊んでいます｡ 専任の講師によるお茶､ 体操､ 陶芸指導があり､ 年長児
は夏に千葉のマザー牧場へお泊り保育に行きます｡ 季節ごとの行事や動物（ウサギ ･インコ）のお世話等､ 様々な体験ができ､
子ども達だけでなく､ 先生も生き生きと輝ける幼稚園です｡ 是非皆さんも私たちとともに､ 輝いてみませんか ?見学も随時可
能ですのでお待ちしております !

〒223-0064港北区下田町2-10-72
045-563-8717
東急日吉駅/東急バス さくらが丘行き 井田病院正門前 徒歩1分

138名 7組学校法人

神奈川区

プリンス幼稚園 港北-8

園と家庭による深い愛情の下､ ひとりひとりの自己肯定感を育て､ 豊かな自然の中で豊富な遊びや保
育プログラムを通し､ 自主性 ･ 集中力 ･ 好奇心 ･ 表現力 ･ 五感を養う｡教育理念

4 年前に完成したばかりの新園舎は全面に天然無垢の木材を使用した家庭的で温かい雰囲気の造りです｡ 少人数でひとりひ
とりの今に寄り添う保育で､ 子どもたちの ｢すてきさがし｣ のお手伝いをしています｡ 園バスを使わず家庭と園との連携を大
切にしています｡ 子どもと一緒に保育者も保護者も共に育ちあえるこの園で是非一緒に素敵な時間を過ごしましょう｡ キラキ
ラと輝く瞳の子どもたちが待っています !

〒223-0064港北区下田町3-16-10
045-561-6414
東急東横線 日吉駅より東急バス｢サンヴァリエ日吉｣行き｢駒が橋｣下車0分

118名 6組学校法人
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神奈川区

飯島幼稚園 栄-1

自然環境の中で､ 遊びや心身一体の活動を通して､ 明るく元気な精神と健康でいきいきとした子ども
らしい体づくり､ 又基本的な社会性を育てると共に､ 豊かな人間形成の基礎を培う｡教育理念

広い園庭で水遊びや泥あそび ･お山で探検や虫探しやドングリ集め ･動物達との触れ合いを経験しながら､ のびのび育って
いく子ども達です｡ 元気な子ども達のパワーをもらい、いつも元気な先生達です｡ 子ども達の成長を一緒に見守り､ 語り合い
ましょう !

〒244-0842栄区飯島町1050-3
045-861-5155
JR戸塚駅･市営地下鉄戸塚駅 下車 江ノ電バス 飯島団地循環行き 久保橋下車1分

229名 11組学校法人

神奈川区

幼保連携型認定こども園いのやま幼稚園・保育園 栄-2

自然を愛するこころ､ 先祖を敬うこころ､ 家族や命を大切に思うこころを育てます｡  四季の変化の中
で生活できることに感謝し､ おともだちと仲良く遊び､ 優しいこころと元気な身体を育みます｡教育理念

い ･･･ いつも元気 ! いのやまは先生も子どもも笑顔いっぱい !!
の ･･･ のびのびと育つ ! 自然がいっぱいで魅力的な認定こども園 !
や ･･･ 優しい先輩先生が沢山 ! みんなで助け合いながら保育をしています｡
ま ･･･ マラソンや体育ローテーション､ メロディオンや茶道など様々な取り組みをしています !
★ ･･･ ｢全ては子どものために !｣ いのやまで過ごす毎日はとっても楽しいです !!

〒247-0025栄区上之町29-1
045-894-5588
JR港南台駅 / 神奈中バス｢上之中央｣下車 徒歩1分

281名 15組学校法人

神奈川区

認定こども園　あづまの幼稚園・あづまのナーサリー 瀬-1

人と人とのふれあい､ 自然とのふれあいを大切にする｡ 挨拶 ･ 基本的生活習慣と遊びを大切にする｡
早寝 早起き 朝ごはん 外遊び教育理念

明るく活発で元気な人、根気強い人、クラブ活動経験者音楽やスポーツの好きな人、一緒に子供たちと楽しい毎日を過ごし
てみませんか ! 新卒者からベテランまで平均勤続年数 10年と保育 ･教育への意欲と､ 社会人として働いているモチベーション
も高く維持できる園ですよ♪

〒246-0011瀬谷区東野台38
045-301-6744
相鉄線 三ツ境駅 徒歩20分

199名 9組学校法人

神奈川区

認定こども園はらのこ原幼稚園 瀬-2

一人ひとりの個性や主体性を尊重し､ 人にやさしい思いやりのある丈夫な心の根っこを育てていくこ
とが原幼稚園の教育理念です｡『世界一つだけの花』教育理念

『つよいからだ ･やさしい心 ･考える子 ･がんばる子』という教育目標を柱に､ 心豊かな思いやりのあるたくましい子どもに
育てていくことを第一に考え､ 人と人とのふれあいを大切にする心の教育を重点に置いています｡ いろいろな体験を通して､
子どもと一緒になって感動し成長できる認定こども園です｡ 原幼稚園の自慢は､ 先生たちの笑顔と元気､ そしてチームワーク
です｡ 一緒に子どもたちの夢ある未来を創っていきましょう｡

〒246-0025瀬谷区阿久和西3-37-2
045-391-0534
相鉄線三ツ境駅南口､神奈中バス宮沢行またはいずみ野行乗車､原店バス停学校法人平成学園前下車､徒歩1分

384名 17組学校法人
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神奈川区

幼保連携型認定こども園　みなみ幼稚園 瀬-3

強く（自分を愛する心）正しく（社会を愛する心）温かく（他人を愛する心）教育理念

教職員の人数が多く年齢層も幅広いですが､ 和気あいあいとした職場環境です｡ 1年目は基本的にフリー教諭として補助を
しながら先輩の保育を学べます｡ 残業は原則禁止なので､ 1年目の先生から遠慮なく帰宅しています｡ 最大 6年間の休職制度
を設けて復職をサポートしており､ 復職した先生方が多数活躍中 ! また､ 車通勤が可能なので通勤も楽々 ! まずは､ 出展ブース
へお越しください｡ 園見学も大歓迎なので､ お気軽にお問合せください｡

〒246-0026瀬谷区阿久和南4-16-1
045-362-0115
相鉄線いずみ野駅 徒歩15分

305名 19組学校法人

神奈川区

学校法人　大空学園　横浜さがみ幼稚園 瀬-4

｢自信ある子に育てよう！」をモットーに､ 意識､ 意欲､ 強い意志を持った子を育む教育理念

音楽 ･体育 ･ダンス等を通して､ 子ども自身の気持ちを素直に表現することや､ 友達との協調性や､ やる気､ 継続する力な
どが育つよう心がけています｡ 職場はアットホームな雰囲気で、育休・産休から復帰した先生や、一度退職し他業種を経験し
た後、復帰した先生も多数います。子どもと共に成長し、共感できる幼稚園です。是非見学にいらしてください。

〒246-0031瀬谷区瀬谷4-26-3
045-301-0175
相鉄線 瀬谷駅 徒歩6分

182名 9組学校法人

神奈川区

池辺白ゆり幼稚園 都-1

｢生命への愛と尊厳を知る｣ ことを基礎に､ 元気で明るさいっぱい（健康）､ 進んで学び創造力豊か（情操）
､ 社会生活の中での役割を知り意欲を持って根気強く努力する（意志）子どもたちを育てる教育理念

本園では､ 幼児期は高年齢における教育形態の先取りではなく､ 将来そうした教育を受けるための態度を身につける時期と
考えています｡ 幼児期の年齢にふさわしい生活環境と教育内容を整え､ 子どもたち自身の興味や関心を引き出して､ 自然や友
だちなどと充分に関わりあうことができるような場としています｡ ３~5歳児の発達の段階に見合った課題をとらえて､ それら
をバランスよく身につけていく過程を大切にしています｡

〒224-0053都筑区池辺町2355
045-949-2155
JR 鴨居駅 徒歩20分/市営地下鉄ブルー･グリーンライン センター南駅より市営バス80系統 滝ヶ谷戸バス停下車すぐ

137名 7組学校法人

神奈川区

認定こども園エクレス 都-2

子どもたちの個性を受け入れ､ 自立と自律の発達を促す教育理念

教育理念のもと､ モンテッソーリ教育を導入し､ 教育効果の観点から縦割りと横割り保育の混合教育を行っています｡ お仕
事においては､ 楽しい職場=楽しい教育の提供という考えのもと､ みんなで協力し合って愉しく働くを実践しています｡ なの
で､ エクレスが大好き ! な先生がいっぱい｡ 子育て中のママ先生もたくさんいます ! あなたの夢の実現をエクレスは応援してい
ます｡

〒224-0063都筑区長坂8-1
045-942-4152
横浜市営地下鉄 ブルーライン･グリーンライン センター南駅 徒歩13分

360名 12組学校法人
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神奈川区

荏田南幼稚園 都-3

ひろい心 ゆたかな創造性 すこやかな体教育理念

子どもたちが生まれながらに持っている自分の ｢大好き｣ を大切に保育を行っています｡ 子ども自身が持っている成長する
力を援助し､ その環境を保障するのが私たち保育者の役目｡ そして保育者自身も自分の ｢大好き｣ を使った保育をしてみませ
んか ?育休明けでも園隣接の保育所に優先的に入所でき､ 安心して仕事が続けられます｡ 住宅手当も有｡ 食べること､ 絵本が
好きな人集まれ !

〒224-0007都筑区荏田南2-5-3
045-942-0210
都筑ふれあいの丘駅 徒歩10分

350名 12組学校法人

神奈川区

すぎの森幼稚園 都-4

遊びや友達との関わりを通して芽生える ｢思いやり ･ 想像力 ･ きまりを守る ･ 一緒に活動する楽しさ｣
を身に付ける｡教育理念

遊びから育つ自主性や社会性､ 協調性を大切にしています｡ 遊びの時間と一斉保育を見直している最中で､ ｢子どもにとって｣
を第一に考えて日々を過ごしています｡ 保育後の仕事を職員室で行うことにより､ 子どもの姿や日常的な会話､ 悩みを相談しや
すい職場､ 雰囲気を大切にしています｡ 保護者からいただく声の ｢アットホーム｣ ｢温かい｣ 園で一緒に働きませんか｡ 園見学も
お気軽にお越しください｡

〒224-0027都筑区大棚町478
045-591-2525
横浜市営地下鉄センター北駅

175名 6組学校法人

神奈川区

学校法人中山学園都田幼稚園 都-5

自然の中でたくましく教育理念

広い園庭でのびのび遊びながら思いやりの心や忍耐力など社会の基本を学んでいきます｡ 幼児期の豊かな運動経験は､ もの 
ごとに積極的に挑む力､ たくましい人間性を育てます｡ 私たち職員は自然豊かな環境の中で､ 子どもたちが元気いっぱいのび 
のびと遊び､ 感性豊かに学び育つよう保育をしています｡ 先生同士のフォロー体制もしっかりしており､ 都田幼稚園には先生 
たちが働きやすい環境があります｡ ご応募をお待ちしております｡

〒224-0053都筑区池辺町3017
045-941-2849
横浜市営地下鉄ブルーライン  都筑ふれあいの丘駅

256名 11組学校法人

神奈川区

都筑ヶ丘幼稚園 都-6

明るく ･ 元気に ･ たくましくをモットーに､ 心ふれ合うしなやかな教育 ( 我慢できる耐えるたくましさ ･
思いやり ･ 感謝の気持ち ･ 自己選択 ･ 自己決定 ) を心がけています｡教育理念

小高い都筑ヶ丘の園舎で､ 明るく楽しくそしてのびのびと､ 遊びと体験を通して生きる ｢力｣ を育みます｡ 年間を通して様々
な行事を取り組む中で､ 自己の主張をしたり友達の主張を受け入れながら日々成長しています｡ もっとも大事とされる話を聞
く態度と､ 理解し行動できる子どもの成長に職員一同取り組んでいます｡ 子どもの安全重視で､ 園内安全対策にも十分取り組
んでいます｡

〒224-0057都筑区川和町2699
045-941-2023
市営地下鉄グリーンライン ふれあいの丘駅 徒歩15分

311名 11組学校法人
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神奈川区

ゆうゆうのもり幼保園/港北幼稚園 都-7

1. 生き生きした子ども 子ども自身が生きる力を持つ子ども
2. 思いやりのある子ども 人の気持ちや痛みを感じる力を持つ子ども教育理念

ゆうゆうのもり幼保園と港北幼稚園は､ 子どもが子どもらしく育つことを第一に考えた施設です｡ 1人 1人の子どもにとっ
て居心地が良いように､ お気に入りの居場所が作れたり､ 時にはみんなで元気に走り回ったり､ 多少散らかしても自分のやり
たいことが､ 実現できるような空間が子どもには必要です｡ その仕掛けを園舎と園庭ににたくさん盛り込みました｡ 園見学大
歓迎です !! ご連絡下さい｡

〒224-0025都筑区早渕2-3-77 /都筑区早渕3-35-25
045-593-3142
横浜市営地下鉄グリーンライン 東山田駅 徒歩7分

270名 9組学校法人

神奈川区

認定こども園やまゆりキッズ横浜みずほ幼稚園・認定こども園横浜黎明幼稚園 都-8

日々の生活の中に ｢五感への刺激がある遊びや活動｣ と ｢集中と発散を考えたメリハリのある遊びや
活動｣ を取り入れる｡ 一日一日の積み重ねを大切にする年輪教育を実践する｡教育理念

2 園ともに閑静な住宅街の中にあり､ 市営地下鉄グリーンライン北山田駅より徒歩 7分という通勤にとても便利な立地にあ
ります｡ 一日の流れは運動あそび ･言葉あそび ･自由あそびを織り交ぜたメリハリのある生活を送り､ 行事を通して子どもと
一緒に喜びや楽しさを共感し成長する事が出来ます｡ 子ども達の笑顔､ 保護者の感謝の言葉からパワーをもらい先生たちの力
を存分に発揮でき､ 輝くことができる認定こども園です｡

〒224-0021 都筑区北山田3-25  / 〒224-0023 横浜市都筑区東山田1-27-5

神奈川区

寺尾幼稚園 鶴-1

子どもが自らやろうとする心と身体を育てる教育理念

創立以来､ 遊びと表現教育を中心とした自由な教育を実践｡ 一人ひとりその子どもらしい自我の育成を目指している｡ 一律
に教え込むのではなく､子どもの内発的動機や自発性を大切にする｡ 全学年 2人担任制でフリーの教員と共に手厚い体制でチー
ムティーチングを行う｡ 夏休み約 3週間､冬休み約 10日間､春休みあり｡ 産休､結婚後の時短制度も充実しており長期的なキャ
リア育成が可能です｡

〒230-0074鶴見区北寺尾6-11-9
045-571-4956
JR･東横線 菊名駅､JR鶴見駅よりバス15分乗車 バス停より徒歩10分

295名 9組学校法人

神奈川区

三ツ池幼稚園 鶴-2

健康 ･ 安全 自主 共同教育理念

三ツ池幼稚園は､ 緑に囲まれた環境の中で元気に子供達が遊んでいます｡ 子供達は遊びの中で様々な経験をします｡ この幼
い頃の経験通し､ 人の心の痛みや､ 思いやり､ 優しさなどが育っていきます｡ それには､ しっかりとした家庭､ 優しい両親の
愛情､ そして幼稚園という力強いパートナー !! 幼稚園では､ より豊かな子育てのサポートと毎日子供達が楽しく過ごせる保育
を目指しています｡

〒230-0072鶴見区梶山1-11-6
045-574-0396
鶴見駅

13組学校法人

045-591-8120 / 045-594-3636
市営地下鉄グリーンライン北山田

13組 /12組学校法人

ゆうゆうのもり 港北

みずほ 黎明
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神奈川区

認定こども園しらかば幼稚園 戸-1

園農園で自ら農作物を収穫し､ 自然に触れて豊かな感性を育み､ 意欲ある子の育成に努めています｡
また専門の講師による正課体育を実施し､ 体力の向上を目指しています｡教育理念

しらかば幼稚園は 180名規模ですが､ とてもアットホームな職場環境です｡ 実際､ 育休 ･産休から復帰して働く職員が多数
おります｡ 将来 ｢仕事と子育てが両立しやすい｣ 環境です ! 子ども達の成長を自身の成長と同じように共感しながら､ 是非一緒
に働いてもらいたいと思っています｡

〒244-0002戸塚区矢部町1169番地
045-871-2605
JR･ブルーライン 戸塚駅 徒歩15分又は神奈中バス 来迎寺前から徒歩5分

189名 8組学校法人

神奈川区

しらぎく幼稚園 戸-2

個性を大切に伸ばす｡ 健康で明るくたくましい心と身体を育てる｡ 豊かな心情と温かい人間性を養う｡
自然とのふれあいを大切にし､ 美しいものへの感受性､ 自己を表現する意欲を育てる｡教育理念

『みんな違ってみんないい』山あり橋ありトンネルがあり､ 自然の森､ 上下の園舎 ･園庭､ 100mトラックのグラウンド､ 農
園…とにかく広くて楽しい幼稚園です｡ 恵み豊かな環境の中で行事を含めて盛り沢山の体験をすることで､ 大人も子どもも､
のびのびと生きる力を身につけ育つ場をと考えています｡ 学びに終わりはありません｡ みんな一緒に毎日成長し続けませんか｡
園を見に来てください｡ お待ちしております｡

〒244-0816戸塚区上倉田町1146
045-881-8030
JR 戸塚駅 徒歩15分

264名 10組個人立

神奈川区

戸塚幼稚園 戸-3

主題は ｢こどもが主役｣｡ 幼児期は人生の基礎づくりの大切な時期です｡ 幼児が家族に見守られなが
ら､ 先生や仲間と関わり､ ものや自然と触れ合い､ 確かに育つよう保育します｡教育理念

園児が意志や創造力を自ら身につけることを実践しています｡ 4,5 歳児は縦割りクラス､ 3歳児は複数担任制です｡ オープン
システムを採用し､ 多層な床の保育室とホールを持ち、常に質感に配慮しています｡ 教諭 1名あたり園児 10名強でクラス運
営し､ 大小年 10回を超える行事を行い､ 園児の自主性を高めます｡ 保護者にも幼稚園への参加を求めています｡ 成長段階に合
わせた保育を行い､ 成長を楽しめるよう工夫しています｡ 市型預かり保育を実施｡【事務局員も募集】

〒244-0003戸塚区戸塚町3967
045-881-0936
JR戸塚駅徒歩8分

80名 4組個人立

神奈川区

学校法人赤い実　戸塚第二幼稚園 戸-4

主題は ｢こどもが主役｣｡ 幼児期は人生の基礎づくりの大切な時期です｡ 幼児が家族に見守られなが
ら､ 先生や仲間と関わり､ ものや自然と触れ合い､ 確かに育つよう保育します｡教育理念

園児が意志や創造力を自ら身につけることを実践しています｡ 4,5 歳児は縦割りクラス､ 3歳児は複数担任制です｡ オープン
システムを採用し､ フラットな床の保育室と園庭を持ち、常に質感に配慮しています｡ 教諭 1名あたり園児 10名強でクラス
運営し､ 大小年 10回を超える行事を行い､ 園児の自主性を高めます｡ 保護者にも幼稚園への参加を求めています｡ 成長段階に
合わせた保育を行い､ 成長を楽しめるよう工夫しています｡ 送迎車 (小型車 ) を運行｡【事務局員も募集】

〒244-0003戸塚区戸塚町2888-8

JR戸塚駅徒歩18分 戸塚バスセンターよりバス 3系統 大船/藤沢/立場行きなど数系統 5分
045-881-8300 (応募者は045-881-0936) 50名 3組学校法人
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神奈川区

戸塚こばと幼稚園 戸-5

緑豊かな自然の中で､ はぐくみ育てる未来の宝 !教育理念

人には得意なことと不得意なことがあります｡ 自分の長所を見つけ､ それを職場で生かしましょう｡ 一人一人がそうするこ
とで明るく､ 楽しい職場になり､ やりがいのある仕事に繋がります｡

〒245-0061戸塚区汲沢4-31-20
045-871-2263
JR戸塚駅 戸塚バスセンター60系統立場ターミナル行 宝寿院前下車 1分

271名 12組学校法人

神奈川区

近藤学園　名瀬幼稚園 戸-6

子どもの個性を大切にし認めてあげられる保育､ 楽しく通ってもらえる保育環境を願っています｡教育理念

JR 東戸塚駅と相鉄緑園都市駅のほぼ中程に位置し､ 自然や農園を背に静かな環境の元､ 子ども達との色々な経験 ･体験を通
じて保育展開をしている園です｡ 是非園見学にいらしてください｡

〒245-0051戸塚区名瀬町793-1
045-812-0261
JR東戸塚駅より 東口より神奈川中央交通バス 名瀬第二市営団地下車 徒歩0分

170名 9組学校法人

神奈川区

東俣野幼稚園 戸-7

生き生きと友達とのよき生活の中で､ 節度があり思いやりのある子､ 感情豊かな子､ 自然に接する経
験と体を動かす活動の中で感性豊かな心身共に健康な子どもが育つことを目指します｡教育理念

健康で明るく､ 自主性と創造力をもった個性豊かな子どもの育成をめざし､ 四季を通じて戸外で元気にあそび､ 子どもの気
持ちを大切にしたカリキュラムにより生き生きとした園生活をすごすことをめざしています｡ 緑に囲まれたやや高台に位置し､
晴れた日には富士山､ 丹沢､ 大山が望め､ 隣の公園や畑にお弁当や水筒を持って､ 散歩に出かけることも多くあります｡ 四季
を感じながら子ども達はのびのびと過ごしています｡

〒245-0065戸塚区東俣野町944-1
045-851-5221
諏訪神社前 JR藤沢駅北口バス 81系統 又は JR戸塚駅西口バス 81系統

130名 6組学校法人

神奈川区

幼保連携型認定こども園　ひまわり幼稚園 戸-8

太陽にむかっておおらかに咲くひまわりのように､ 子供たちを明るくたくましく､ 素直で正しい人間
にそだてたいとの願いを込めて､ 基本的な生活習慣や態度を身につけ、健康な心と体を育てる｡教育理念

初代園長金子馨の遺訓を受け継ぎ､ 創立より 71周年の現在にいたるまで､ かわらぬ姿勢で幼児教育に取り組んでおります｡  
本園では､ 小規模園の特色を生かし､ 一人一人を大切にし､ 明るく楽しい家庭的な雰囲気のある幼稚園作りをめざしておりま
す｡ 園舎の裏山は自然に恵まれた子供たちの遊び場になっており､ 数十種の草木や虫が季節をプレゼントしています｡

〒244-0003戸塚区戸塚町5118
045-864-0131
JR 戸塚駅 徒歩8分

177名 8組学校法人
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神奈川区

学校法人横浜平成学園　平戸幼稚園 戸-9

恵まれた自然環境を生かし､ 豊富な活動､ 経験をとおして､ あらゆる可能性をもつ幼児の心身の発達
を助長し､ 明るく､ 元気な幼児を育てる教育理念

地域に根ざした幼稚園として創立 55年を迎えました｡ 子どもたちのあそびや園生活を基本に､ ｢やまのある幼稚園｣ として
自然や人とのふれあいを大切にした教育を展開しています｡ 園の付属山野には､ 竹林や雑木林､ 畑や泉などがあり､ 子どもた
ちが多くの遊びを経験できる環境が整っています｡ 植物や昆虫､鳥なども多く生息し､生き物との触れ合いや栽培活動なども行っ
ています｡ 豊かな環境の中で行なう保育仲間を待っています !

〒244-0802戸塚区平戸3-21-22
045-822-7777
JR東戸塚駅･市営バス210系統｢平戸幼稚園入口｣下車すぐ

288名 10組学校法人

神奈川区

舞岡幼稚園 戸-10

①自己肯定感 ②人間を信頼できる心 ③情 ( 自己 ) の安定 ④意欲 ⑤学ぶ（遊ぶ）ことが楽しいと思う心
以上の 5 項目を中心に据え､ 育つようにする教育理念

幼児期に大事なことは自由な遊びを保障してあげることです｡ この中から子どもは色々な事を学びます｡ こうした環境を整
備したうえで､ 保育者は､『子どもの為に』を第一とし､ 子どもに向き合いながら､ 一人一人成長が違う様子を捉え､ 一人一人
の課題を幼稚園生活の中で援助していきます｡ そして､ その成長を保護者の方と共に喜べる園でありたいとも思っています｡

〒244-0813戸塚区舞岡町605299
045-822-3400
地下鉄｢舞岡｣ 徒歩15分/JR戸塚駅東口 22系統舞岡行 終点舞岡(約10分) 徒歩3分

209名 8組学校法人

神奈川区

幼保連携型認定こども園みどり幼稚園 戸-11

｢人を尊び ･ 命を尊び ･ 個を敬愛す｣ の理念に基づき､ 一人ひとりの個性を大切にして安全で安心でき
る環境を整え､ 元気で明るく､ やる気のある子､ 心豊かな子に育てていきます｡教育理念

創立は昭和 23年､ 戸塚区で最も古く､ 地域に根差したアットホームな幼稚園です｡ 平成 29年 4月に幼保連携型認定こども
園に移行しました｡ ｢丈夫な体を持つ子に､ 正しい考えや行動ができる子に､ 自発性の高い子に､ 創造力の豊かな子に｣ の 4つ
の保育､ 教育目標を持ち心身ともに健全で明るく､ 遊びを中心に保育活動を行っています｡ 教職員は共通理解を持って子ども
達に接しています｡

〒245-0061戸塚区汲沢2-26-14
045-881-2301
横浜市営地下鉄ブルーライン 踊場駅

201名 11組学校法人

神奈川区

幼保連携型認定こども園　南幼稚園 戸-12

乳幼児期は人生の源であるという考えの下に､ 独り立ちが不完全なこども達に手をかしながら保育者
の仲立ちがなくても自分達だけで遊ぶことができるこどもに ｢自ら育つ｣ ことを理念としています｡教育理念

晴れた日には外で遊ぼう ! 異年齢で木登り､ターザンロープ､ごっこ遊びなど､園内を走り回って過ごします｡ 季節の実り（夏
みかん､ ゆず､ きいちご､ スモモ､ ポポ等）をその場で収穫して食べます ! 調理が必要な物（ウメ､ むかご､ きくらげ等）は収
穫後､ こどもたちと一緒に調理して味わいます ! 自然の中で自分で遊びを見つけて過ごし､ 自主性や協調性を養います｡ こんな
体験をこどもと一緒に経験し､ 職員一同成長できる園です｡

〒245-0067戸塚区深谷町456-6
045-851-0645
JR戸塚駅西口 神奈川中央交通バス 50系統 ドリームハイツ行10分 バス停｢三叉路｣より徒歩3分

106名 5組学校法人
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神奈川区

本牧めぐみ幼稚園 中-1

キリスト教信仰によって幼児を保育し､ その心身の健全な発育と自立を助け､ 一人一人に与えられた
素質を活かし､ 様々な環境の中でたくましく生きていく生活態度を育てる｡教育理念

1 学年 1クラスの小規模な園で､ 様々な友だち､ 保育者と触れ合える環境を大切にしています｡ 木造園舎で､ 木の温もりが
感じられる園です｡ 子ども､ 保育者､ 保護者が互いに認め合い､ また､ 互いの違いを認め､ 刺激し合い､ 共に成長していきた
いと思っています｡

〒235-0021中区本牧三之谷44100
045-621-0550
JR根岸駅 1番乗り場からバス5分乗車 三之谷下車 

72名 3組宗教法人

神奈川区

学校法人横浜学院　横浜学院幼稚園 中-2

キリスト教精神に基づく教育とは､ おもいやり､ いたわり､ やさしさ､ ゆるしあい､ といった愛の ｢
こころ｣ を育むことです｡ 横浜学院幼稚園は､ この人間教育を一番に考えています｡教育理念

家族や友だち､ 先生､ 地域のさまざまな人とのふれあいや､ 自然とのふれあいを通して､ 幼児の ｢こころ｣ は成長していき
ます｡ 園での生活体験全体が教育活動ととらえて､ 広い園舎内外の環境を十分に活用し､ あたたかな､ ゆったりとした雰囲気
の中で豊かな直接体験ができるように配慮しています｡ また｢絵本｣の読み聞かせを日常的に取り入れ､家庭への貸し出しも行っ
ています｡

〒231-8661中区山手町203
045-641-3825
JR根岸線 石川町駅南口 徒歩8分

76名 3組学校法人

神奈川区

杉之子幼稚園 西-1

【教育理念】｢遊遊一心｣ あそびはまなび　まなびは育ち　育ちは心のつながりへ
【教育方針】みて　ふれて　かがやくひとみ教育理念

杉之子幼稚園の園庭では､ いつも子どもたちと保育者の歓声が響き合い､ 保育者も思いっきり子どもたちと一緒に泥んこ遊
びやごっこ遊びを楽しむ姿があります｡ 保育者は､ 遊びに参加し､ 子どもたちと一緒に汗を流したり笑ったりしながら生きる
ことの喜びを伝えていきます｡ 子どもたちは遊びの中で何かを感じ発見し､ 探究心から充実感､ 達成感を保育者とともに味わっ
ています｡ 子どもたちの輝く瞳とともに一緒に保育をしてみませんか｡

〒220-0051西区中央1丁目16-2
045-321-7827
京浜急行戸部駅 徒歩8分 / 相鉄線平沼駅 徒歩10分

305名 13組学校法人

神奈川区

野毛山幼稚園 西-2

子どもとおとなが共に育つキリスト教保育教育理念

・美しいものに感動できる豊かな感性を持つ子ども　･いのちを大切に思い､ 感謝と思いやりを持つ子ども
・いろいろなことに関心を寄せ､ 自分の考えや発見を表現できる子ども
・自立心に充ち､ 創造性豊かな個性ある子ども　･友達と協力して意欲的にかつづできる子ども
　このような子どもに育つことを願いつつ､ その子どもに寄り添えるよう､ おとなも一緒に育ちあうことを願っています｡ チー
ム保育を行っています｡

〒220-0032西区老松町30番地
045-231-0150
京浜急行 日ノ出町

150名 6組学校法人
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神奈川区

学校法人　難波学園　境木幼稚園 保-1

健全な身体づくり教育理念

幼児期は､ 人間形成の基礎を培う時期であることから､ 基本的生活習慣､ 健康な体､ 豊かな情操､ 社会性などの育成を目指
し､ また､ 食育にも力を入れた総合的な保育を実施しています｡ 園児たちは､ 体作りを第一に ｢しっかり食べて､ しっかり運
動｣ のスローガンのもと､ 広い園庭や体育館､ 室内プールなどで､ 様々な活動や遊び､ 運動を行い､ 自園で作る温かく安全な
美味しい給食を食べ､ 楽しく元気に活動しています｡

〒240-0034保土ケ谷区境木町103
045-351-6622
JR東戸塚駅

215名 7組学校法人

神奈川区

仲よし幼稚園 保-2

「元気で明るい子」「心のやさしい子」「がんばる子」となるよう指導しています。教育理念

日々園庭いっぱいに明るい声が響き渡り､ 園児も先生も元気いっぱいの幼稚園です｡  ｢体操｣ ｢音楽｣ ｢陶芸｣ 等を好奇心旺盛
な子どもたちと楽しみながら経験し､ 学び､ 成長する事を大切にしています｡ もちろん先生同士もとっても仲よし !! 経験年数
を問わず､ 先輩 ･後輩でいろいろな話ができ､ 明るく楽しい職場です｡ 仲の良さとチームワークの良さはどこの園にも負けま
せん｡ 私たちと一緒に楽しく働きませんか !?

〒240-0024保土ケ谷区瀬戸ヶ谷町138
045-741-5749
JR保土ヶ谷駅 徒歩13分

270名 14組学校法人

神奈川区

初音丘幼稚園/スカイハイツ幼稚園 保-3

園訓は「じょうぶな体、やさしい心、やる気のある子、がんばる子」です。あそびを大切に、子ども
たちが思い切り自己発揮できる場を作れる幼稚園です。教育理念

当園は若手の園長のもと、ベテランの先生から新人の先生まで経験年数関係なくみんなでよく話し合える職場です。子ども
たちと先生の日々変化する発想と、幼稚園が培ってきた教育で、幼稚園というたった 3年の時間を “一生忘れられない思い出 ”
に変えていきましょう！様々な意見を取り入れながら子どもたちの姿を第一に捉え「子どもたちと一緒に楽しく成長できる」
そんな幼稚園を目指しています。充実した福利厚生で私生活の充実もできます。

〒240-0016保土ケ谷区初音ヶ丘42-2  / 〒240-0003 保土ケ谷区天王町2-50-1

神奈川区

認定こども園峯岡幼稚園 保-4

家族が幸せになる幼稚園教育理念

保護者の就労状況や子どもの障害の有無にかかわらず、就学前の子どもとそれを支える大人（保護者・保育者）がともに成長し、
幸せを感じられるような教育・保育活動を創造します。1歳児から5歳児までが通う幼保連携型認定こども園です。産休・育休後、
復帰する保育者も多く、「人の中にいる心地よさを感じながら人の中で人が育つ」実感を得られるかと思います。私たちのチー
ムの一員になりませんか。

〒240-0064保土ケ谷区峰岡町2丁目195番地
045-341-8227
相鉄線星川駅徒歩12分、または横浜駅西口より15分（相鉄5系統峰岡上下車2分）

240名 11組学校法人

045-331-3377  / 045-335-6001
JR横須賀線保土ヶ谷駅から相鉄バス二「うぐいす橋」下車徒歩 2分　他/ 相模鉄道線天王町駅星川駅徒歩 7分

338名  / 150名 17組  / 8組学校法人
初音丘 スカイハイツ
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神奈川区

向原幼稚園 保-5

｢みんなちがってみんないい｣ 人はみんな考え方も､ 感じ方も､ 好きなことも違います｡ 一人ひとりを
大切にする保育｡ その子らしさや特性を認め伸ばしていくことを教育方針としています｡教育理念

当園は小さい園のため､ 先生同士のコミュニケーションが円滑でアットホームです｡ そのため仲が良く､ 保育で不安なこと
や分からないことがあればすぐに相談ができます｡ ベテランの先生から新任の先生まで幅広く在籍していますので､ まずはお
気軽に園を見に来てください ! 園児も人懐っこくていかわいい子たちばかりです｡ 定時退勤を推奨しており､ 有給も全消化､ 長
期休みは日直制で日にちを調整できます｡

〒240-0044保土ケ谷区仏向町945
045-331-5523
相鉄線 和田町駅 徒歩13分/JR東戸塚駅 バス10分/JR保土ケ谷駅 バス15分

140名 6組学校法人

神奈川区

立正幼稚園・立正桜ヶ丘幼稚園 保-6

･ 伸び伸びと遊ぶ→健康な身体と豊かな心を育てる｡  ･ 体験の充実→頑張る力､ やり遂げる力｡教育理念

･ 職員が全園児の名前を覚え､ 1人ひとりを大切にする｡
･ 体操､ 英語､ 絵画造形は週一度専門講師が来園｡
･ 園内が明るく綺麗｡

〒240-0036保土ケ谷区新桜ヶ丘1丁目22-2
045-353-2640
JR東戸塚駅西口バス 二俣川方面行 8分 藤塚小学校下車

161名 6組学校法人
立正 立正桜ヶ丘

神奈川区

東幼稚園 緑-1

事故なくのびのびとした健康な子どもに育っていくよう､ また共同生活の中でも友だちと上手に遊び､
みんなのやることは､ 自分にもやればできるという希望と喜びとをもてる子どもに育てる｡教育理念

本園の最大の魅力は職員の人柄や雰囲気がバツグンな事です｡ これは実際にお子様を入園させた方々が皆さん言われること
なので間違いないはずです｡ こうして愛され支えられている本園の職員は本当に幸せ者｡ 一緒に期待に応えませんか ?時には
失敗もしますが､ 持ち前の愛嬌とみんなのチームワークで補い合いながら頑張っています｡ 可愛い子ども達に囲まれ､ 経験を
積んでいくごとに飽きるどころか一層楽しみの増す素敵なお仕事です｡

〒226-0003緑区鴨居3-13-6緑区鴨居3-13-6
045-931-2795
JR鴨居駅 徒歩5分

371名 14組個人立

神奈川区

認定こども園 横浜あすか幼稚園/認定こども園 横浜マドカ幼稚園 緑-2

日々の生活の中に『五感への刺激ある遊びや活動』と『集中と発散を考えたメリハリのある遊びや活動』
を取り入れる｡ 一日一日の積み重ねを大切にする年輪教育を実践する｡教育理念

2 園ともに 1日の流れは､ 運動遊び ･言葉遊び ･知育遊び ･自由遊びを織り交ぜたメリハリのある生活を送り､ 行事を通し
て子どもと一緒に喜びや楽しさを共感し成長することができます｡ 子ども達の笑顔､ 保護者の感謝の言葉からパワーをもらい
先生たちの力を存分に発揮でき､ 輝くことができる認定こども園です｡

〒226-0016緑区霧が丘3-18-1  / 緑区霧が丘6-14 
045-921-0603  / 045-922-0797  
JR十日市場駅 65系統若葉台中央行 中丸入口下車 徒歩3分  / 23系統若葉台中央行 霧が丘公園前下車 徒歩5分  

320名  / 235名 13組  / 12組学校法人
あすか マドカ
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神奈川区

お三の宮日枝幼稚園 南-1

《 明るく 浄く 直く 正しくあれ 》~ 日本人として理想とされる心のありよう ~
遊ぶときは遊ぶ ! やるときはやる !《メリハリのある保育》を実践しています｡教育理念

・園舎も先生たちも明るくあたたかい雰囲気です｡
・ 先生たちは､ 人柄が良く､ みんな仲良し｡《元気 ! やる気 ! いつもイキイキ !》をモットーに､ 子どもたちと一緒に笑ったり､
泣いたり､ 感動したり､ ｢チームお三の宮 !｣ として､ 毎日頑張っています｡

・子ども達は､ 元気いっぱい｡ きちんと挨拶ができる良い子たちばかり｡
・園舎は､ 神社の杜に包まれて緑豊かな環境にあります｡ 　・電車、バス、自転車とも通勤しやすい立地にあります。

〒232-0013南区山王町5丁目37番地
045-261-6906
市営地下鉄｢吉野町｣駅 徒歩3分 / 京急電鉄｢南太田｣駅 徒歩5分

150名 6組学校法人

神奈川区

認定こども園山王台幼稚園・風の子こども園 南-2

生命を尊重する仏教保育を基本理念とし､ 優しさと感情豊かな人格を育てる｡
豊かな自然環境を生かし､ 遊びを中心とした豊富な経験や活動を通し､ 自立の基礎と創造性豊かな行動力を養う｡教育理念

園庭や体育館で体育あそびサーキットを行い､ 体を動かす動の活動と､ 茶道 ･英語 ･音楽の静の活動のメリハリのある教育をしています｡
園内に 1人担任の幼稚園 (幼児部 ) と複数担任の乳児部があり､ 希望により異動出来ます｡
また､ 京急線南太田駅 1分に企業型保育園を開園しているので､ 多様な働き方が出来ます｡
給食 ･住宅手当 ･行事手当 ･処遇改善手当 ･園内研修 ･制服貸与あり｡ 自転車通勤可｡
気軽に見学に来てください‼

〒232-0074南区永田山王台38-38

神奈川区

学校法人定光寺学園　マヤ幼稚園 南-3

生命を尊重する仏教保育を基本理念とし､ 優しさと感情豊かな人格を育てる｡  豊かな自然環境を生かし
､ 遊びを中心とした豊富な経験や活動を通し､ 自立の基礎と創造性豊かな行動力を養う｡教育理念

《楽しくなければ幼稚園ではありません》
開放感あふれる園庭､ 自然がいっぱいの環境で､ 明るく元気いっぱいのマヤっ子と一緒に､ 思い切り走り､ 心の底から笑い､

とことん遊びを楽しめる方をお待ちしています ! 隣のクラスだろうと､ 違う学年だろうと､ 子どもにとってはみんな “大好きな
先生 ”｡ 職員一同､ 楽しさも悩み事も分かち合いながら頑張っています !

〒232-0066南区六ツ川1-270-3
045-712-3271
京急線弘明寺駅 徒歩6分

101名 5組学校法人

045-713-8866
京浜急行線 弘明寺駅 徒歩15分 満3歳1組・年少5組・年中3組・年長3組 ・乳児3組

学校法人 幼児（満3～5歳）276名 乳児（0～2歳）32名

神奈川区

南白ゆり幼稚園 南-4

｢三つ子の魂百まで｣ のことわざ通り､ 人間性の基礎をつくる大切な幼児期｡ 心身ともに調和のとれた
健全な子どもの育成に重点を置いた､ 総合幼児教育｡教育理念

女性が働きやすい職場を目指します｡ 定時終了（5時）で年間休日数も 150日以上あります｡ 長く勤める職員も多く､ ベテ
ランから若手までバランスの良い職員構成になっています｡ タイムカードを導入し､ 5時以降の勤務に対し分単位の残業手当
が出ます｡ その他､ 採用時手当（5万）を始め､ 早朝手当､ 研究手当､ 住宅手当､ 主任手当､ 永年勤続手当､ 等､ 福利厚生が
充実しています｡

〒232-0066南区六ッ川3-4-23
045-711-2903
京浜急行:弘明寺駅 東戸塚行きバス 大池下車 徒歩5分

202名 8組個人立
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神奈川区

南聖心幼稚園 南-5

明るく､ のびのびと夢のある教育を目指しています｡ いろいろな体験を通して自然､ 社会を理解でき
るように導いて行くことが大切だと思っています｡教育理念

当園は 1955 年創設以来､ 地域の子どもたちの成長を見守ってきました｡ 子供たちは園庭で太陽の光を浴びながら､ のびの
び遊んでいます｡ また園庭内を走るミニ新幹線に乗ることることを楽しんでいます｡ 専門講師によるリトミックや体操を実施｡
歌ったり遊んだりしながら楽しくリズム感や体の動かし方を身に着けています｡ またネイティブの先生を中心に、子どもたち
が英語に慣れ親しむきっかけを作っています｡

〒232-0071南区永田北37341
045-713-4044
京浜急行 井土ヶ谷駅 徒歩 13分

152名 6組学校法人




