
教育理念 自然に恵まれた環境を活かしながら、「健康で明るく 伸びのびと 豊かな心を育む」を教育理念に掲げ、
知育・徳育・体育とバランスのとれた幼児教育を行い、人間の基礎作りに力を入れています。

幼稚園は、子ども達にとって集団生活を通して友達を作り、ルールを学ぶ社会となります。
当園では、現在の教育に一番求められるべき“心の教育”を基盤とし、
「やさしい心・勇気の心・強い心・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、
全人教育を目指して教職員一丸となり、努力しています。又、完全給食で、季節の食材や、行事に合わせたメニュー等、
季節感のある給食を提供し、食育にも力を入れています。

〒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 
東急バス　柚の木谷　徒歩７分

青-１

学校法人 460 18

愛和幼稚園 /愛和太陽幼稚園
/愛和のぞみ幼稚園 【アクセス】

教育理念 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。

日常の基本的な生活習慣や態度、豊かな情操教育を身に付けさせ、明るく心身ともにたくましい子どもを育んでいます。
また、人との繋がりを大切にしながら遊びや会話を楽しみ、思いやる心を育てます。
様々な生活体験の中で、文字や数、英語にも興味関心が持てるように導いています。
砂遊びやごっこ遊び・絵画製作・協同製作等々日常の自主的な遊びの中で感性を磨き、生きる力を育み、
人間性の基礎を培う事を指導の方針としています。

〒227－0063
神奈川県横浜市青葉区榎が丘 5－1

045-981-6912

東急田園都市線　青葉台駅から徒歩 6分

青-２

学校法人 227 9

幼保連携型認定こども園
青葉台幼稚園 【アクセス】

教育理念 「ふれあい教育」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。

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。
服装はジーパン、Tシャツ等・おしゃれ大歓迎・自園調理の完全給食のため、できたての美味しい給食が毎日食べられます。
家賃補助あり、地方から就職した先生も多くいます。１～２歳の保育士・ボランティア・延長保育お手伝いも募集中です。
健康で明朗な方、一緒に仕事しましょう。幼稚園見学お待ちしています。

〒225-0023
横浜市青葉区大場町 596

045-973-4650

田園都市線　あざみ野駅
バス（あ 72）　大場子の神下車

青-３

学校法人 515 23

学校法人 白井学院
認定こども園
あざみ野白ゆり幼稚園・おおば白ゆり幼稚園

【アクセス】

教育理念 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じたの敬愛と協力的態度によって営まれなくてはならない。

自由にのびのびと子どもと遊べる園です！職員室は笑いが絶えず、人間関係は良好です。
2人担任制なので、保育の悩み等は相談しやすく、園長はじめ皆が助けてくれるので、一人で抱え込むことが無い環境です。
研修も充実しています。通園バスなし、保育とその準備に力を注げ、残業もほぼありません。

〒225-0003
横浜市青葉区新石川 2 丁目 16-17

045-911-5228

あざみ野駅 徒歩 7分

青-４

学校法人 224 8

学校法人石渡学園
美しの森幼稚園 【アクセス】

教育理念 自然の中で健やかな心と体を育む

横浜で一緒に働きませんか？再就職を希望される方もぜひご参加ください。

〒123-4567
横浜市〇〇区〇〇1-23-4

045-123-4567

JR 〇〇駅
〇〇バス　〇12  〇〇行　〇〇前 下車 

○-１

学校法人 123 4

〇〇幼稚園

幼稚園ガイドの見方

【アクセス】

幼稚園の名称

教育理念

各園の特徴・PR など

所在地

ホームページ
リンクQRコード

交通アクセス

電話番号

ブース番号
P3 会場図をご覧ください

運営形態 園児数 クラス数
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教育理念 どの子でも　育て方一つ　健康で頭の良い　明るい子

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、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て、みんなで支え合えるアットホームさが自慢です。

姉妹園が２園（保育園）あります。また育休取得など、ライフステージの変化に合わせて働き続けられる制度があります。

〒241-0801
旭区若葉台 2-9-2

045-921-3223

JR 十日市場駅・長津田
田園都市線青葉台　相鉄線三ツ境～バス

旭-４

学校法人 83 5

プレスクール若葉幼稚園
【アクセス】

教育理念 「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ます。

子どもたち一人ひとりが毎日のびのびと過ごせるような環境作りを大切にしています。
正課で専門講師による体操と英語等、運動遊びとお稽古帳・制作遊びを織り交ぜたメリハリある教育に取り組んでいます。
アットホームな雰囲気で、全職員仲よく協力し合いながら保育を行っています。
何でも話し合える「つるよう」で、一緒に楽しく働きませんか？園見学もお気軽にお越しください。お待ちしています！

〒241-0022
旭区鶴ヶ峰 1-17

045-373-6639

相鉄線　鶴ヶ峰駅　徒歩 4分

旭-２

学校法人 38 3

鶴ヶ峯幼稚園
【アクセス】

教育理念 丈夫な身体とやさしい心。「ありがとう」と「ごめんなさい」が素直に言える子。
遊びの中でたくさんの経験をして、やってみようとする気持ち、やり通す力を育てます。

外あそびを大切にしています。子どもたちは広い園庭で青空の下、裸足になってドロンコ遊びを伸び伸びとしています。
静かな住宅街の中で駅からも近いです。皆さんが学んだ保育を、柏幼稚園でのびのびと実現してください。

〒241-0835
旭区柏町７番地

045-364-1154

相鉄いずみ野線 南万騎が原駅　徒歩 2~3分

旭-２

学校法人 150 7

学校法人和田学園 柏幼稚園
【アクセス】

教育理念 「ひとりひとりが主人公」の考えのもと、少人数できめ細やかに保育を行っています。

一クラスあたり年少組は８人～９人、年中長は１０～１２人の少人数のクラスになるので、
一人ひとりの子ども達をしっかりと見れます。
また、自分のやりたい保育を実践する機会も多く作れる幼稚園です。夏休み、冬休みなど時期は職員も休暇を長くとれるので
プライベートも充実できます。今年度から施設型給付幼稚園に移行し、処遇改善費も出る予定です。

〒241-0005
旭区白根 2-34-7

045-951-0156

西谷駅 徒歩 20分

旭-１

学校法人 117 11

あたご幼稚園
【アクセス】

教育理念 教育理念 [五つの柱 ]健全なる精神と体力の育成（体育）・心身の調和のとれた発育（音楽）
・国際的感覚の育成 (国際感覚）・リーダーシップの育成 (自己表現）・いのちとの触れ合い (情操）

豊かな自然、豊富な設備、バランスのとれた保育内容、そして何よりも最大の教育環境である保育者全員が、
笑顔でコミュニケーションをとり、子どもたちとかかわっています。
子どもたちが、明るく元気に伸び伸びと生活する中で、友達が好き、自然が好き、そして自分自身が大好きと言える子どもに
育ってほしいと願っています。
まずは、ホームページやＹｏｕＴｕｂｅ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍで横浜さくら幼稚園を知ってください。

〒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　バス 7分

青-８

学校法人 470 15

横浜さくら幼稚園
【アクセス】

教育理念 『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。

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」

青-７

学校法人 350 12

みたけ台幼稚園
【アクセス】

教育理念 ～健やかに 知的に のびのびと～
体の強い子・心の豊かな子・よく考える子・ねばり強い子・けじめのある子を育み、社会でのあり方を学びます。

水泳（附属の公認温水プール）・体育・音楽を各講師による専門的指導を行っております。
令和３年９月より自園調理給食も始まります。食材と調理にこだわり、安心安全おいしい給食を提供すると共に
子ども達の心と体を育む食育にも力を入れてまいります。
当園のモットーである「和」の気持ちを大切に職員一丸となって日々幼児教育にあたっております。

〒227-0043
横浜市青葉区藤が丘 2-37-7

045-971-4158

田園都市線　藤が丘駅　徒歩３~４分

青-６

学校法人 250 9

学校法人 吉浜学園
藤が丘幼稚園 【アクセス】

教育理念 認定こども園として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と、
保育を必要とする子どもに対する保育をし、子どもの健やかな成長が図られるように環境を整える。

学校法人宮田学園は幼稚園を昭和５１年開園、保育園が平成２０年に開園した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に駆け回り、園舎の裏手を流れる川を覗けば鯉が泳いでいる恵まれた環境の中、
様々な楽しい体験を通して子どもも先生も共に成長できます。
結婚や出産などのライフイベントを迎えるなかで、仕事と子育ての支援も行っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〒227-0041
青葉区上谷本町 722

045-973-2711

東急田園都市線青葉台駅  バス７分／藤が丘駅行き
みたけ台小学校第２バス停下車徒歩２分

青-５

学校法人 325 17

認定こども園
三陽幼稚園 三陽保育園 【アクセス】
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教育理念 「一人ひとりに心の通った保育を・・・」子どもたち自らの発想と体験を通して
・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　となるよう援助します。

心が大きく成長する幼児期、子ども達の生活で大切にしていること
①あそびを中心とし、四季折々の主活動・行事で園生活を思い切り楽しみます♪
②子ども達が園生活で十分に依存できる生活環境を大切にします♪
③子どもが自ら考え、行動し園生活での成功や失敗の体験を健やかな心の成長の機会とします♪

〒245-0018
横浜市泉区上飯田町 2106

045-803-0644

いずみ野駅　徒歩 17分
い 06 いずみ野駅行 いちょう団地循環 3分下車 1分

泉-５

学校法人 64 3

上飯田幼稚園
【アクセス】

教育理念 「自然と生きる」を保育の柱として、日々保育に取り組んでいます。

豊かな自然と静かな住宅地、幼稚園から大学の５校種、介護施設が近隣にあり、地域と連携をとりながらお互いを見守りつつ
支え合える環境にある。
一斉に活動する時間と自由に遊ぶ時間を確保し、のびのびと過ごす事と集団の中での個人としての過ごし方を身に付ける。
園の中央に広い園庭と園舎裏手に田んぼがあり自由に行き来ができ、自然との触れ合い、共存を目指す。
園舎とは別棟で体育館があり正課体育や各行事にて使用している。

〒245-0003
泉区岡津町 2727

045-811-4954

相鉄いずみ野線 緑園都市駅駅　徒歩 15分

泉-４

学校法人 147 8

認定こども園 岡津幼稚園
【アクセス】

教育理念 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
一人ひとりの個性を尊重し、子どもの伸びる力の育成　 よく遊ぶ、よく見る、よく聞く、よく考える、よく話す

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。
また、体操・造形・水泳・英語などは専門の講師が担当しています。
専門講師が指導する姿を見て保育者として様々な視野を広げることができます。
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
横浜市泉区和泉中央南三丁目 2 番 56 号

045-802-2537

横浜市営地下鉄　立場駅　徒歩７分

泉-３

学校法人 250 11

英明幼稚園
【アクセス】

教育理念 『心身ともに健康な乳幼児であってほしい』
★心が健康であれば素直で思いやりのある子が育ち、身体が健康であればのびのびと明るく何事にも意欲的に取り組めます。

・緑豊かな広い園庭には四季折々の木々や草花、生物が生息し、グラウンドでは三輪車やドッチボールなど、子どもたちの瞳が輝いています。
・畑や果樹園もありビワ・ブルーベリー・りんご・柿・みかん等の果樹狩りが体験できます。
・地域の老人会”寿会”と過ごす時間も増えて、優しいお爺ちゃん・お婆ちゃんが子どもたちは大好きです！
・『人的環境』が大切です。子どもが笑顔になるには先生たちも笑顔が必要です！

〒245-0022
横浜市泉区和泉が丘 3-9-1

045-803-4791

横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅（徒歩 13分）

泉-２

学校法人 278 12

認定こども園 泉ヶ丘幼稚園
【アクセス】

教育理念 「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。

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り事もたくさん取り入れ、からだを作る事で子ども達のこの先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。
まずは園の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
横浜市泉区和泉町 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　 

泉-１

学校法人 142 8

いしかわ幼稚園
【アクセス】

教育理念 子どもが生き生きするような喜びのある幼稚園生活を通して、一生の基本となる心情・意欲・態度を培う。

クラス・学年を越えて、どの子どもも、先生も関わりあうことができる家庭的な幼稚園です。
喜びのある園生活を通して、子どもが「あしたもまた生きたい」と思える幼稚園を目指しています。
職員同士の連携を大切にし、新任の保育者が相談しやすく安心して働ける環境を提供しています。

〒241-0823
旭区善部町 101

045-391-0524

相鉄線　南万騎が原駅 徒歩７分

旭-７

学校法人 98 6

横浜三輪幼稚園
【アクセス】

教育理念 勇気・元気・根気の子を教育理念として、様々な体験を通して認知能力・非認知能力を育てています。
一斉保育と自由保育を取り入れて、元気な子どもたちを育てています。

幼稚園や保育園があるので、自分に適した部署を選択できます。
仲間も楽しく協力し合っているので新任の先生も不安なく安心して仕事が出来ます。
職員層も厚く 120 人教職員が年に 2回の楽しいイベントを行い、相互の親睦を図っています。
安定した経営基盤で職員の福利厚生も充実しており、横浜市の借り上げ住宅補助制度も 20 数名の職員が利用して、
結婚後も引き続き事業所内保育所の利用で安定した職場環境が保障されています。

〒241-0825
旭区中希望が丘 196

045-364-7771

相鉄線　希望が丘駅　下車　徒歩 6分

旭 -６

学校法人 435 16

認定こども園
やつはしキッズ 八ッ橋幼稚園 【アクセス】

教育理念 日々の幼稚園生活を楽しく生き生きと過ごしながら、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

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。
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。体育や水泳は専門の講師が来園して指導を行います。
先生は講師と一緒に子ども達の指導にあたるので安心です。専門の講師の指導を間近に見られるので、自分自身にとっても、
とても勉強になります！特に和太鼓は、なかなかできない貴重な経験になると思います。

〒241-0836
横浜市旭区万騎が原３番地

045-365-1564

相模鉄道　二俣川駅　徒歩 13分

旭-５

学校法人 171 9

学校法人 清正学園
まきが原幼稚園 【アクセス】
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教育理念 1893 年の創立時から、一貫してキリスト教精神の中で保育を行っています。
特に重んじているのが「隣人を自分のように愛する心」を育てる保育です。

本園は少人数制（１クラス 15 人前後）を採っており、園児一人一人に保育者の思いが行き届く保育を目指しています。
遊びを中心とした活動を展開し、創造性、自主性、協調性、適応力など子どもたちの「非認知能力」について、
遊びを通じて培っています。また子どもたちの様子を保護者にしっかりと伝えるため、園バスは採用していません。

〒221-0832
神奈川県横浜市神奈川区桐畑 17-8

045-321-5392

東急東横線　反町駅より徒歩３分

神-１

宗教法人 96 6

神奈川幼稚園
【アクセス】

教育理念 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

私達、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 2-8（他、緑区竹山）

045-751-2424

京急屛風ヶ浦駅徒歩 10分
JR磯子駅 汐見台循環 10分 汐見台ストアー前下車

磯-２

学校法人 210 9

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）

【アクセス】

教育理念 ・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
を教育方針として、広い敷地を使った開放的な保育を展開しています。

とても広い幼稚園です。戸外は、運動会もできるような運動場の他、竹林や畑などもあり、
四季を肌で感じながら過ごすことができます。
子どもたちは自然の風に触れながら友達や先生と過ごすうちにいろいろな興味がわいてきます。
先生は、こどもたちの「やりたい！」気持ちを取り入れて保育を行っていきます。
とにかく子どもが大好きで、子どもの興味関心に向いた活動を展開したいと思っている方は是非来ていただきたいと思います。

〒235-0035
磯子区田中 1 丁目 11 番 5 号

045-772-2244

京急線　屏風ヶ浦駅から洋光台行きバス乗車
団地北下車　徒歩２分

磯-１

学校法人 199 9

岩崎学園附属磯子幼稚園
【アクセス】

教育理念 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、
明るく健康な心身の発達と望ましい性格の育成につとめる。

相鉄いずみ野線　弥生台駅北口　徒歩 9分の環境で自然あふれる周辺です。
「元気ならいい」を中心に遊びで様々な経験をすることでしょう。その体験が大きくなったときに糧となり知識となり、
人に寄り添える力になると信じています。
その周りにいる大人として一緒に子どもの声を聞いてワクワクする時間を共有しませんか。

〒245-0009
横浜市泉区新橋町 1101-5

045-812-1881

相鉄いずみ野線　弥生台駅北口　徒歩 9分

泉-10

学校法人 150 6

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 【アクセス】

教育理念 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
一人ひとりの個性を尊重し、子どもの伸びる力の育成　よく遊ぶ、よく見る、よく聞く、よく考える、よく話す

少人数制・家族的雰囲気の中でのびのびとした遊びをとおして、心と体を育てます。
一人ひとりの子どもを大切にし、それぞれの子どもの性格や友だち関係、好きな遊びなどを把握し、
適切な指導をするよう心掛けています。
子どもたちが大好きな方、子どもたちの個性を大切にできる方、教育への意欲がある方。
明成幼稚園で一緒に働いてみませんか？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
横浜市泉区上飯田町 2422

045-802-3150

相鉄線いずみ野駅 バス飯田神社前下車 徒歩１分

泉-９

学校法人 140 10

認定こども園 明成幼稚園
【アクセス】

教育理念 〇子ども主体の保育 (自由保育 )　〇自然遊び　〇たてわり保育　〇少人数制　〇キリスト教に基づいた保育

〇幼稚園は楽しいところ、子どもも先生も個性を発揮して楽しい日々の生活を送ってほしい。　

〒245-0012
横浜市泉区中田北 3-29-1

045-802-0266

相鉄いずみ野線弥生台駅より徒歩 15分
JR 戸塚駅↔相鉄いずみ野線弥生台駅
神奈中バス 79系統　西が岡 1丁目下車　3分

泉-８

学校法人 136 9

宮の台幼稚園
【アクセス】

教育理念 さまざまな遊びや活動を取り入れ、また、季節感のある収穫や行事を行い、
健康な身体と豊かな心が育つ保育に重点を置いています。

緑豊かな環境に恵まれ広い園庭で子ども達の歓声が響いています。豊かな自然に囲まれた環境で季節を感じながら
子ども達は生き生きと過ごしています。
何よりも保育には教職員の和が大切です。笑顔がいっぱいの職場で子ども達と一緒に楽しい思い出作りをしませんか？

〒245-0024
泉区和泉中央北 6-22-1

045-802-6600

相鉄いずみ野線　いずみ野駅　徒歩 13分

泉-７

学校法人 167 9

平和幼稚園
【アクセス】

教育理念 本園は子ども達を誉め、認める関わり方を大切にしています。子ども達が意欲的に遊ぶ中で「自己実現力」を高め、
更に仲間達との絆を深めながら「集団適応力」が育まれるよう応援しています。

本園は近隣の緑や青空を感じながら伸びやかに遊べる環境です。
園庭に加えて芝生のグラウンドでのピクニックや温水プール棟での水遊びも魅力です。
子ども達が夢中になって遊んだり、皆で挑戦している姿を応援することは、保育の充実感へ繋がっていくと考えております。
また、職場の人間関係や園行事準備短縮を配慮することも大切にしています。
是非、H.P や園見学で子ども達や教職員の表情や温かな関係性をご覧になってください。

〒245-0018
泉区上飯田町 3857 番地

045-802-3351

相鉄線いずみ野駅　徒歩のみ１５分
神奈中バス　い６系統
いちょう団地循環「中屋敷」下車徒歩６分

泉-６

学校法人 298 12

学校法人桐朋学園
善隣館幼稚園

【アクセス】
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教育理念 家庭・園・地域との連携を密に、明るく健やかな心を育む幼児教育に取り組んでいます。
恵まれた自然環境や広い園舎の中で遊びや多様な経験を通して学ぶことを大切にしています。

京急幼稚園は地域の要望に応え京急電鉄の寄付行為によりできた園です。
京急ならではの検車区見学やバス車庫見学などがあります。子ども達の気づきを大切にする事を第一に考えながら、
保育者は互いに協力をし、子ども達と共に楽しく保育を行っています。
園で使用する備品も支給されます。制服やジャージ、エプロン等も毎年支給されます。
是非見学に来て、子ども達や先生の様子をご覧ください。

〒236-0057
金沢区能見台 1-44-1

045-772-1782

京急線能見台駅下車
バス　能見台センター下車徒歩 3分

金-３

学校法人 288 12

学校法人京急学園
京急幼稚園 【アクセス】

教育理念 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。主体性・思いやりの心・創造性を教育目標としています。

大人も子どもも学び続けられるこども園です。
積極的な研修参加、専門性を高められる資格の取得 ( 保育ナチュラリスト・木育インストラクター等）もフォローしています。
今ある保育にとどまらず、さらに充実した園生活を子どもたちと送るために高めあう保育者集団です。
チームワークもばっちり！現場からのユニークなアイデアがどんどん活かされる園です。
明るく子どものために力を注げる方、大歓迎！見学お待ちしています。

〒236-8503
神奈川県横浜市金沢区六浦東 1-50-1

045-781-0170

京浜急行 金沢八景駅　徒歩 15分
京浜急行バス 関東学院循環バス 関東学院東 徒歩 2分

金-２

学校法人 261 11

関東学院六浦こども園
【アクセス】

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

子どもたちが不思議や興味関心を感じられるよう、人的・物質的な配慮に留意し教育保育活動を行っています。
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（コミュニティーセンター）での活動も行っています。
園内には 70 種類を超える木々や植物があり、豊かな自然に恵まれた園庭もとても魅力です。
金沢区内では唯一の横浜市はまっこ広場事業実施認可園です。

〒236-0045
横浜市金沢区釡利谷南二丁目 2 番 4 号

045-784-0610

京浜急行本線　金沢文庫駅西口
大新東バス「レイディアントシティ」行バス乗車（5分）
「白百合幼稚園前」下車　徒歩 1分

金 -１

学校法人（幼保連携型認定こども園） 350 13

学校法人新栄学園
認定こども園 金沢白百合幼稚園

【アクセス】

教育理念 横浜孝道幼稚園では単に知識を詰め込むのではなく、困難の時、物事を正しく判断する能力を
仏教精神に基づいて教育します。また、体操、英語、本堂での金曜礼拝にも力を入れております。

JR・京急東神奈川駅、東急東横線東白楽駅からいずれも　徒歩 10 分圏内の丘陵地に位置しています。

事前研修：入社前に２週間ほどの実地研修を行います。4月 1日を安心して迎えることができます。
広い年齢層：20 代から 70 代までの職員が協調して勤務しています。先輩の先生に相談し易い環境です。

〒221-0064
横浜市神奈川区鳥越 23

045-432-1555

JR 東神奈川駅　徒歩 10分

神-６

宗教法人 198 10

横浜孝道幼稚園
【アクセス】

教育理念 遊び中心の保育を基本に、自然のふれあいを通し、元気に友達と関わりながら、相手を思いやる心、
自ら考え意欲的に行動できる子どもの育成。自発的に発言できる環境を整えています。

地域に密着した徒歩通園の幼稚園です。横浜駅から近い場所にありながら、自然に触れる場所に隣接していますので、
季節を感じながらの自然観察やお散歩に出かけます。子どもが幼稚園に行って楽しかったと思う気持ちを大切にしています。
1クラスの人数も多くないので、アットホームな幼稚園です。夏休み、冬休み等まとまったお休みがあります。
ぜひ見学にいらして下さい。お待ちしています。

〒221-0854 
横浜市神奈川区三ツ沢南町 18-7

045-311-2833

市営地下鉄　三ツ沢上町駅　徒歩 7分

神-５

個人立・施設型幼稚園 91 6

三ツ沢幼稚園
【アクセス】

教育理念 園に集うもの皆が、自分が神様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。

園児も保護者も保育者も主体的に生活している園です。毎年同じことはなく、変化にとんだ保育が繰り広げられています。
教職員の個性を生かせる職場です。

〒221-0804
横浜市神奈川区栗田谷 42-43

045-323-1676

県営栗田谷住宅前（市営バス 35.50 系統）徒歩 1分

神-４

学校法人 165 8

認定こども園捜真幼稚園
【アクセス】

教育理念 「未来を生き抜く力を育む」　幼児期に経験したこと、培った資質・能力は子どもたちの大きな財産となります。
子どもの気持ちに寄り添った、子どもが主体的となる保育を行っています。

【研修制度が充実】入社前保育研修での日常業務や子どもとの触れ合いを経て、安心して４月１日を迎えられる。園内研修もあり。

【産休・育休制度あり】育休明け短時間勤務も可。結婚しても、子育て中でも、若い世代も永く働く事ができる。
現在産休・育休利用者４名、子育ての為短時間勤務５名。先生みんなで助け合う職場です。

〒221-0051/〒221-0075
横浜市神奈川区幸ヶ谷２－６
／横浜市神奈川区白幡上町１７－２６

045-441-0019/045-421-3654

京浜急行神奈川駅　徒歩５分
/東急東横線白楽駅　徒歩７分

神-３

学校法人 241/213 10/9

幸ヶ谷幼稚園 /白幡幼稚園
【アクセス】

教育理念 伝統的保育に平成元年から導入したモンテッソーリ保育を組み合わせ、多彩なイベントとともに独創性、
自立を育む独自のアプローチで理想の保育を目ざいしてます。

伝統行事やイベント企画などの実施を通じて、保育者自身のハイレベルな自己研鑽ができます。
古い因習にとらわれないオープンな職場環境で、保育者の個性を存分に発揮した保育が実践できます。
結婚、出産、子育て等へのサポートもあり、長期的な視野からライフワークとしての保育を考えることのできる職場です。

〒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 8分

神-２

学校法人 160 6

銀嶺幼稚園
【アクセス】
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教育理念 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。
やってみよう 表現しよう 大切にしようを目標に掲げ、主体的な保育活動を行っています。

・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
横浜市港南区野庭町 617-2

045-845-0876

横浜市営地下鉄 上永谷駅 徒歩 15分

学校法人 180 2

関東学院のびのびのば園
【アクセス】

教育理念 のぼ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

子ども達の笑顔溢れる開放的な園舎で、面倒見の良い先輩から楽しく保育を学べます。
園から支給される物も多く、華やかな色違いのエプロンは子ども達からも好評です。
土日・長期休暇などリフレッシュの時間を大切に、日々働きやすさを考え皆で取り組んでいます。
是非一度見学に来て下さい。

〒234-0056
横浜市港南区野庭町 633

045-844-2727

ＪＲ港南台駅から、４５系統みやのくぼ下車、
徒歩５分

学校法人 120 7

学校法人ミネルヴァ学園
野庭幼稚園 【アクセス】

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

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、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。
我々保育者が、子どもたちを見守りその原動力を全力で応援していきます。
笑顔溢れる春日野を、是非一度見学に来てください。

〒234-0053
横浜市港南区日野中央 2-29-18

045-844-6532

京浜急行・上大岡駅～２系統
日野小学校前下車　徒歩５分

学校法人 103 6

春日野幼稚園
【アクセス】

教育理念 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。
ひとり一人を大切にする思いが、園児の育ちを大切にし、園児も保育者も共に育ち合えるような保育を実践しています。

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。
各クラス保育者を専任で 3人配置したり、福利厚生も充実していますので、ゆとりを持って子ども達に向き合うことが出来ます。

〒234-0051
港南区日野 1-10-15

045-841-3435

市営地下鉄　ブルーライン
港南中央駅　徒歩 8分

学校法人 167 6

認定こども園 大谷幼稚園
【アクセス】

教育理念 めぐまれた自然や多くの人々とのふれあいを通して人間らしさの基礎を培い、表現活動を通して、
個性を伸ばし豊かな感性と創造力・表現力を育てることを教育の指標にしています。

「子ども達のため」そして「あゆみ幼稚園でしかできない事」を教職員一同で取り組んでいます。
みんな穏やかな努力家で、連携を取り合って支え合うことを大切にしています。
園長は、「元気で幸せでなくちゃ良い保育はできない」というのが持論です。
定時には仕事を終え、趣味や習い事などで教養を深めたり、リフレッシュすることだって仕事の内になります。
教育者は様々な価値観を受け入れる幅広い教養とゆとりが大切です。

〒233-0003
港南区港南 5 丁目 1 番 8 号

045-840-4840

横浜市営地下鉄ブルーライン「港南中央駅」徒歩 2分

港南-１

学校法人 158 7

あゆみ幼稚園
【アクセス】

教育理念 『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、
子どもが主役の保育「元気いっぱい　夢いっぱい　優しさいっぱい　文庫の子」の実現を目指します。

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 4-24-1

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

金-６

学校法人 240 10

文庫幼稚園
【アクセス】

教育理念 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、
健康で優しい心を持つバランスの取れた子どもを育む保育を行います。

教職員は公私共に何でも言い合える仲の良い職場です。岡本太郎画伯の巨大壁画がある広い園庭と開放的な園舎で、
新人期間は二人担任クラスで１年間面倒見の良い先輩から丁寧に保育を学び、２年目から一人担任を受け持つ体制を整えています。
メリハリも大切にし、学期中は頑張って働き、長期休暇中はリフレッシュ出来る期間を十分に設けています。
制服は園から支給され、マリメッコの華やかな色違いのエプロンがとても可愛いです。

〒220-0024
横浜市金沢区並木 1-10-2

045-772-1501

金沢シーサイドライン並木北駅　徒歩１分　

金-５

学校法人 206 9

学校法人ミネルヴァ学園
並木幼稚園 【アクセス】

教育理念 『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みます。

金沢の海の近くの小さな幼稚園です。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
日々の保育をしています。園生活の中で、子どもたちの成長を保護者や職員みんなでともに喜べる園でありたいと思います。
クラス担任制ですが、問題をひとりで抱えるのではなく、職員みんなで協力して対応します。
残業も少ないので、長く働きやすい職場です。子どもたちの笑顔のために一緒に働きませんか？

〒236-0023
横浜市金沢区平潟町 26-29

045-781-8828

京急線　金沢八景駅　徒歩 15分

金-４

個人立 53 3

光輪幼稚園
【アクセス】

14 15

港南-５

港南-４

港南-３

港南-２



教育理念 ・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。

広い園庭で水遊びや泥遊び・お山の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、子どもの楽しいこと、悲しいことに共感し、発見したことに驚き・喜びをともに感じたことを、
一緒に語り合いましょう！

〒244-0842
栄区飯島町 1050-3

045-861-5155

JR・市営地下鉄戸塚駅からバス
久保橋バス停下車 1分

栄-１

学校法人 227 11

飯島幼稚園
【アクセス】

教育理念 「自分で考え行動できる子ども /友達と一緒に遊べる子ども /思いやりの心を持つ子ども」の育成。
子ども達の自律と自立を促し、年齢を越えてふれ合い、楽しみを分ちあえるよう導く豊かな保育の実践。

東横線綱島駅 1分の立地にありながら、四季の草花やカリン・ビワ・柿などに囲まれる自然豊かな園庭を備え
子ども達は毎日のびのびと遊んでいます。保育はチームで行い困ったときにはすぐにどんなことでも相談できる環境です。
縦割り保育も取り入れており、園内の子ども達と幅広く接する機会があります。
子どもの自主性を重んじコミュニケーション力や思いやりを育む保育方針のもとで教員も自分らしさを生かして働くことができます。

〒223-0053
港北区綱島西 1-12-19

045-531-0010

東急東横線 綱島駅から徒歩 1分

学校法人 133 6

学校法人池谷学園
冨士見幼稚園 【アクセス】

教育理念 子供達は心で、体で、口 で、色々な信号を送っています。その一つ一つの信号をしっかりと受けとめることが
私達の最大の務めです。人間大好き自然大好きな子供達に育って欲しいと願っています。

東急東横線綱島駅から徒歩３分の場所に園はあります。園庭は花々や木々の自然に満ち溢れた環境で、
四季折々の自然に触れることが出来ます。子供達は毎日走り回ったり、ボールで遊んだりしており、外で身体を動かす時間を
とても大切にしています。そして職員みんなが園児一人一人のことを理解し、目の行き届いた保育を心掛けています。
是非園見学に来ていただき、子供達の様子を観て、園の雰囲気を実感して欲しいと思っております。

〒223-0053
港北区綱島西 1 丁目 13 番地 15 号

045-531-0640

綱島駅から徒歩２分

個人立 120 6

綱島幼稚園
【アクセス】

教育理念 子ども達には、楽しく伸び伸びと育ってほしいと願っています。そしてバランスのとれた幼児教育を行い、
いろんな経験、体験を通して、個性豊かな人格を形成してほしいと思います。

広い園庭で、子ども達が元気に走りまわっている姿は、当園の原点です。
自由保育と一斉（課題）保育、および行事とのバランスのとれたカリキュラムを組んでいます。
また園バスは使用せず、毎日の送迎時に、保護者の方とのコミュニケーションをとても大切にしています。
常に、保護者の方とともに、子ども達の成長を暖かく見守っています。
なお現在、新園舎・新園庭の工事中、来春には完成いたします。

〒222-0026
横浜市港北区篠原町 1163 番地

045-432-6506

地下鉄ブルーライン岸根公園駅　徒歩３分

個人立 286 12

しのはら幼稚園
【アクセス】

教育理念 子どもたちの“心の根っこ”を育みます。知育や“させる”保育ではなく、
様々な実体験の中で自らが挑戦し考える事を、保育者が寄り添う中で積み重ね、主体的かつ能動的に学びを深めます。

お食事会、職員旅行、忘年会など職員の仲が深まるイベントが沢山あり、とても楽しい職場です。
１学年２クラスなので、頼りになる先輩と二人三脚で安心して保育が行えます。仕事は手際よく行い、残業は一切ありません。
そのため、プライベートの時間も充実させることができます。
園バスがないため、保護者と毎日顔を合わせてコミュニケーションを取り、より良い信頼関係を築く事ができます。

〒222-0036
港北区小机町 256

045-471-9038

ＪＲ横浜線 小机駅 徒歩 15分
ＪＲ・市営地下鉄 新横浜駅 東急バス 市が尾駅行き 15 分

宗教法人 88 6

小机幼稚園
【アクセス】

教育理念 遊びを中心にした保育により、新進の発達を助け、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。

新しく幼稚園の先生になる皆さん。
金港幼稚園は、高台の住宅地にあるこじんまりとした園です。
子どもたちが遊びながらいろいろな体験をしていくことを大切にしています。
子どもたちは知らないかもしれませんが、創立 100 年を超える歴史もあります

〒222-0022
横浜市港北区篠原東 1-12-1

045-421-7360

東急東横線 妙蓮寺駅　徒歩 12分

学校法人 93 6

金港幼稚園
【アクセス】

教育理念 遊び・自然（生命）・絵本を大切に農園活動や様々な「実体験」を通して社会性のある
自ら考えて行動できる子を育成するため、教職員一同、日々研鑚に努めています。

2021 年 4 月から幼保連携型認定こども園として新たにスタートしました。
そのために園舎の新築を行いました。上大岡の街を見下ろす高台に立地し、大雨・台風等の河川の氾濫・洪水、土砂災害、
地震による津波や液状化等もなく、安心してお仕事ができます。
農園活動や恵まれた環境のもと、子ども達と一緒に実体験を重ねワクワクドキドキを一緒に体感してみませんか？
来園をお待ちしています。

〒234-0052
横浜市港南区笹下 1-11-16

045-844-0010

京浜急行・横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅
徒歩約 15分

学校法人 139 8

幼保連携型認定こども園
森が丘幼稚園 【アクセス】

教育理念 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、やりとげる力、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。

子どもたちにとっては、毎日が興味と充実の日々！
先生たちの笑顔が溢れる明るい職場！そんな日々を過ごすには、子どもと一緒に先生も笑顔でいなくては！
本園では、教育目標を念頭に置き、未来を担う子どもたちの人生の土台作りに努めています。
ぜひ、皆様も私たちと一緒に楽しく笑顔で過ごせる環境をともに作っていきましょう♪

〒233-0003
横浜市港南区港南 3-35-20

045-844-1107

横浜市営地下鉄ブルーライン港南中央駅　徒歩 10分
神奈川中央交通バス　月見が丘団地前　徒歩 1分

学校法人 300 10

認定こども園ムロノキッズ
室の木幼稚園・プリスクール室の木 【アクセス】

16 17

港南-６

港南-７

港北-１

港北-３

港北-４

港北-５

港北-２



教育理念 生涯にわたる人間形成の基礎を培う

小高い都筑ヶ丘の園舎で、明るく楽しく、そしてのびのびとした幼児教育を行います。
基本的生活習慣を身につけさせ、遊びの中に知的教育を取り入れています。
子どもたちが安心して楽しい園生活が送れるよう安全安心対策に取り組んでいます。
地域開放や親の保育体験などの企画をし、楽しくオープンな幼稚園です。
多くの行事、体験を通じ、人間形成を培います。

〒224-0057
神奈川県横浜市都筑区川和町 2699

045-941-2023

市営地下鉄グリーンライン「川和町駅」
東急田園都市線「市ヶ尾駅」

都-４

学校法人 300 14

学校法人柏木学園
都筑ヶ丘幼稚園 【アクセス】

教育理念 自然の中でたくましく　教育目標　明るい子　素直な子　たくましい子

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
横浜市都筑区池辺町 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

都-３

学校法人 265 11

学校法人中山学園 都田幼稚園
【アクセス】

教育理念 人間性の基礎を素直に伸ばすと共に、品位と節度があり、情操豊かな心身ともに健全な子どもに育てる

就職活動ご苦労様です。今まで一斉保育を主として行っておりましたが、教育要領改訂を機にしっかり遊びの時間を確保し、
保育を見直している最中です。遊びの時間の子どもたちの興味から、保育の可視化も影響してか保護者からカブトムシをいただき、
子どもたちの成長も楽しみにしながら飼育しています。
タブレットを用いて実際に写真を見せながら園のご説明をしますので、ご興味を持たれましたらブースまでお越しください。

〒224-0027
都筑区大棚町 514

045-591-2525

横浜市営地下鉄：センター北駅 徒歩 17分
/ 東急バス綱島⇔江田行 中川小学校前 徒歩１分

都-２

学校法人 161 6

すぎの森幼稚園
【アクセス】

教育理念 「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

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 /市営地下鉄ブルーライン・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

都-１

学校法人 125 6

池辺白ゆり幼稚園
【アクセス】

教育理念 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）

年齢や出身校に偏りがないので、和気あいあいとした雰囲気です。
残業は原則禁止で、先輩先生の仕事を割り振られることもないので、業務の少ない 1年目の先生から遠慮なく帰宅しています。
6年間の休職制度を設けて出産後の復職をサポートしており、実際に復職した先生も多数在籍しています。
また、自動車通勤が可能なので通勤も楽々です。百聞は一見に如かず！ぜひ、見学に来てください。

〒246-0026
瀬谷区阿久和南 4-16-1

045-362-0115

相模鉄道いずみ野線　いずみ野駅　徒歩 15分

瀬-３

学校法人 300 19

幼保連携型認定こども園
みなみ幼稚園 【アクセス】

教育理念 「自信ある子に育てよう！」をモットーに、幼稚園のすべての活動を通して
意識・意欲・強い意志を持った子に育つよう、願いを込めて保育を行っています。

音楽・体育・ダンス等の表現活動を通して、子どもの素晴らしさや、子どもを育てる喜び、
又、先生自身の成長を感じることのできる幼稚園です。
特に音楽が好きな方、大歓迎です。当園には一度退職し、結婚して再度働いている教諭も数人います。
是非一度ご見学にいらっしゃいませんか！スタッフ一同お待ちしております。
Insutagram も行っておりますので、そちらも是非ご覧ください。Instagram：sagami_kg

〒246-0031
横浜市瀬谷区瀬谷 4-26-3

045-301-0175

相鉄線　瀬谷駅　徒歩５分

瀬-４

学校法人 183 7

横浜さがみ幼稚園
【アクセス】

教育理念 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

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 15分 

瀬-２

学校法人 198 10

認定こども園あづまの幼稚園
　　　・あづまのナーサリー 【アクセス】

教育理念 教育方針：「一人ひとりの子どもを大切に」人間性を育てることを大切にします。
又「個性を育て伸ばす」とは唯一無二の良さを引き出し伸ばし主体的に生きる力を育みたいと考えます。

新しい教育要領で見直された「育みたい資質、能力」の３つの柱に基づいて保育の在り方、
内容の見直しに取り組んでいます。
創立６７年保育の歩みを大切に、こんな保育をしてみたい方、保育の面白さを分かち合いたい方！一緒に保育しましょう。
ピアノが苦手な方も日々練習する時間が取れます。今は不得手でも、毎日努力をして保育のスキルアップを考えている方には
恵まれた職場だと思います。

〒246-0032/〒246-0013
横浜市瀬谷区南台 1-30-6
／横浜市瀬谷区相沢 2-42-2

045-301-0377/045-301-1500

相鉄線三ツ境駅下車　相鉄バス南瀬谷小学校行 10 分
南台Aハイツ下車　徒歩３分

瀬-１

学校法人 105 7

瀬谷幼稚園／相沢幼稚園　
【アクセス】

18 19



教育理念 自己を表現し感性豊かな子、思いやりのあるやさしい心の子、心身共に健康ですこやかな成長を育む保育

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たちはのびのびと過ごしています。ぜひ足を運んでみてください。
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、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する保育を一緒に楽しみましょう。

〒245-0065
戸塚区東俣野町 944-1

045-851-5221

ＪＲ戸塚駅　８１系統藤沢駅行
諏訪神社前下車徒歩３分

戸-４

学校法人 120 6

東俣野幼稚園
【アクセス】

教育理念 恵まれた静かな環境を活かし、色々な保育活動を展開し、豊かな体験の中から子ども達一人一人の個性を認めて、
元気で明るい子どもを育てる。

山々を背に静かな恵まれた環境を背景に、雨の日は広いホール・晴れの日には園庭で遊び走り回れる園で、
また、教職員みんなで子ども元気に、個性を認めてあげられる保育をと考えて接しています。
～子ども達に先生との思い出を、そして成長を確認し合いましょう～　　　　　　　　　　　　

〒245-0051
戸塚区名瀬町 793-1

045-812-0261

JR 東戸塚駅 :/ 東口
神奈川中央バス名瀬市営団地循環バス
第二市営団地下車　徒歩０分　

戸-３

学校法人 170 7

名瀬幼稚園
【アクセス】

教育理念 「緑豊かな自然の中で、はぐくみ育てる未来の宝！」
豊かな自然の中で元気に遊ぶ、思いやりのある豊かな心を育む、自立心を育む、考える力を培う

先生方と一緒に”子どもの心を大事にし、一人ひとりが生き生きと自分を出せる”そんな子どもたち作りをしてみませんか、
そして先生方も‼
元気！やる気！そして笑顔！明るく楽しい職場、それがやりがいのある仕事に繋がります。

〒245-0061
神奈川県横浜市戸塚区汲沢 4-31-20

045-871-2263

JR 戸塚駅 /神奈中バス 60 系統 汲沢経由立場行
宝寿院前　下車 1 分

戸-２

学校法人 255 11

学校法人横浜石井学園
戸塚こばと幼稚園 【アクセス】

教育理念 個性を伸ばす・健康で明るく逞しい心と体を育てる・豊かな心情と温かい人間性を養う
・自然との触れ合いを大切にし、美しいものへの感受性、自己を表現する意欲を育てる

園舎は二つ、園庭も二つ、グラウンド、自然の森、農園、それらを繋ぐ坂あり橋ありトンネルあり！
とにかく広くて遊び場いっぱいの幼稚園です。環境を最大限に活かして、行事も含め幼児期に多くの体験をし楽しみ、
のびのびと生きる力を身につけて欲しいと願っています。
悩みも苦しみも乗り越え成長し続けるキラキラの先生に是非なってください。やりがいのあるお仕事です。

〒244-0816
戸塚区上倉田町 1146

045-881-8030

JR 戸塚駅　東口より大船方面へ徒歩 13分

戸-１

個人立 250 10

しらぎく幼稚園
【アクセス】

教育理念 子どもが自らやろうとする心と身体を育てる

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鶴見駅
臨港バス綱島行　獅子ヶ谷バス停下車　徒歩８分

鶴-２

学校法人 285 9

寺尾幼稚園
【アクセス】

教育理念 「丈夫な身体と豊かな心の育成」こどもの可能性は無限です。その芽を摘み取る事なく健やかに育てる為に、
常に心の通ったあたたかい指導を心がけています。

「先生もハッピーに !!」を目指し、すみれが丘は働き方改革にも力を入れています !
ベテランから新人まで幅広い層の先生たちはみんな仲良し ! お互いを思い合い支え合いながら保育を行っています。
給与水準も国内トップレベル ! 幼稚園の為長期休暇もありプライベートも充実できます。
幼少期に何を学ぶか、誰に出会うかは園児にとってとても大切な事で、幼稚園教育をとても尊い仕事だと考えています。
共に学び成長し合いましょう !

〒230-0076
横浜市鶴見区馬場 7-29-3

045-582-0231

JR 鶴見駅
臨港バス　鶴 12 馬場 7丁目行　馬場 7丁目下車 

鶴-１

学校法人 167 7

学校法人阿部学園
　すみれが丘幼稚園 【アクセス】

教育理念 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。

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 7分という通勤にとても便利な立地にあります。
一日の流れは運動遊び・言葉あそび・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/〒224-0023
都筑区北山田 3-25/ 都筑区東山田 1-27-5

045-591-8120/045-594-3636

市営地下鉄グリーンライン北山田

都-６

学校法人 350/290 13/12

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 【アクセス】

教育理念 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

大人になることを急ぐのではなく、安心できる大人に見守られながら、子どもが子どもらしく生きること、
子ども同士で十分にかかわり合うこと、自分の世界が広がっていく楽しさを味わうこと、一人ひとりの子どもが輝いていて、
そのおもしろさをみんなが認める。 何か楽しいことがあると、すぐにみんなに広がり、誰もがその楽しさを味わうことができる。
当園ではそのような経験を大切にしています。 

〒224-0025
都筑区早渕 3-35-25/ 都筑区早渕 2-3-77

045-593-3142/045-590-0765

横浜市営地下鉄グリーンライン　東山田駅
徒歩 7分 /徒歩 15分

港北 ゆうゆう

都-５

学校法人 271/212 9/9

港北幼稚園
/認定こども園ゆうゆうのもり幼保園 【アクセス】

20 21

みずほ 黎明



教育理念 青空の様に純真で大らかな心を持ち、誠実で心身ともに健全且つ幼いが、社会人としての自覚を身に付け、
将来、信念を持って社会に貢献し、有意義な人生を全うする人に育てる指導を行っています。

当園は、ヨコミネ式教育法、文字、数、音楽と体操を取り入れた保育を行っております。
様々な活動を行うことにより、子どもたちのやる気のスイッチを探します。面白い事に、文字が苦手な子どもが、
体操で自信を付けると。苦手な文字までもが、好きになるという事も、見られることもあります。
このように、子どもの可能性を信じ、より一層の成長を願い、大切なお子様を真心を持ってお預かりいたします。

〒240-0063
横浜市保土ヶ谷区鎌谷町 26

045-331-5490

（バス停）宮田中学校前　徒歩 3分
/横浜駅西口 10番乗り場　浜 5系統
交通裁判所経由横浜駅西口行き（循環バス） 15 分

保-３

学校法人 219 9

若草幼稚園
【アクセス】

教育理念 「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。

職員 15 人前後、園児 140 名前後、全園児の顔と名前がわかる小規模園です。
職員全員で協力して助け合い、子どもたちと職員が笑顔で楽しく、そして安全に幼児教育を行う場所。
そして当園で一緒に仕事ができて良かったと思えるような幼稚園でありたいと思っています。
普段の保育では、遊ぶ時はたっぷり遊ぶ、課題を行うときはしっかり取り組むなどメリハリを付けることを心がけています。
ぜひ園見学にいらしてくださいね。

〒240-0044
保土ケ谷区仏向町 945

045-331-5523

相鉄線：和田町駅より徒歩 15分

保-２

学校法人 140 6

学校法人子どもの森学園
向原幼稚園 【アクセス】

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

当園は若手園長のもと、ベテランの先生から新人の先生までみんなで日々の子ども達の様子をよく話し合い、
楽しんで保育を作れる職場です。
子どもたちと先生からうまれる自由な発想と、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ない
思い出に変えていきましょう！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。手厚い福利厚生で私生活の充実もできます。

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

045-331-3377/045-335-6001

JR横須賀線保土ヶ谷駅相鉄バス「うぐいす橋」下車２分
/相模鉄道線天王町星川駅徒歩７分

保-１

学校法人 360/130 14/5

初音丘幼稚園
/スカイハイツ幼稚園 【アクセス】

教育理念 【教育理念】　「のびのびと遊遊一心」　　【教育目標】　「生きる力」の基礎を育む
【教育方針】　みて　ふれて　かがやくひとみ

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。

〒232-0051
横浜市西区中央 1 丁目 16 - 2

045-321-7827

京浜急行線　戸部駅　徒歩 7分

西-１

学校法人 310 13

学校法人石川学園
杉之子幼稚園 【アクセス】

教育理念 仏教主義の幼稚園で「共に生き共に育つ」という考え方（感覚）を基本に、
かけがえのない一人ひとりがその子らしく輝くオンリーワンを喜べる子どもに育って欲しいと思います。

広い園庭、耐震設備の整った保育室、講堂などの環境の中で、数多くの行事（こども夏祭り・運動会・さつまいも掘り
・劇あそび発表会・おもちつき等）を通して、子ども達・保護者・保育者も一緒に成長していきます。
横浜市預かり保育認定幼稚園で、朝７：３０～夕方１８：３０まで預かり保育を行っています。

〒231-0812
中区錦町５番地

045-622-2173

ＪＲ根岸駅よりバス１０分

中-１

学校法人 128 6

学校法人 三宝学園
和光幼稚園 【アクセス】

教育理念 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

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
横浜市戸塚区舞岡町 3557-4

045-822-3400

JR 戸塚駅　神奈川中央交通バス戸塚 22系統
舞岡行き　終点舞岡下車徒歩３分

戸-６

学校法人 190 8

舞岡幼稚園
【アクセス】

教育理念 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

地域社会に根ざした幼稚園として創立 57 年目を迎えました。
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保育と教育を展開しています。
園の附属山野には、竹林や雑木林、畑などがあり、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、鳥なども生息し、生き物との触れ合いや栽培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
神奈川県横浜市戸塚区平戸 3-21-22

045-822-7777

JR 東戸塚より徒歩　または横浜市営バス 210系統
「平戸幼稚園入口」下車すぐ

戸-５

学校法人 298 11

学校法人横浜平成学園
平戸幼稚園 【アクセス】

22 23

教育理念 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。

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

神奈川中央交通 三叉路バス停 徒歩３分
/ＪＲ戸塚駅西口バス 50 系統 ドリームハイツ行 10 分

戸-７

学校法人 106 5

幼保連携型認定こども園
南幼稚園 【アクセス】



教育理念 「たくましい心と体」を育てることを建学の精神とし、0歳から 5歳までの教育・保育をしている幼保連携型認定こども園です。
体力づくりに力を入れ、心と体を育てる教育を特徴としています。

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。
幼稚園（満 3歳～ 5歳）は 1人担任と副担任、乳児部（0歳～ 2歳）と企業主導型保育園（京急線南太田駅 1分にある 1・2歳児 12 名）は
複数担任で、希望により異動出来ます。
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
横浜市南区永田山王台 38-38

045-713-8866

京浜急行線　弘明寺駅　徒歩 15分
神奈中バス　南永田入口　徒歩 7分

南-２

学校法人 幼児（満3～5歳）246/ 乳児（0～2歳）32 11/3

認定こども園
山王台幼稚園・風の子こども園 【アクセス】

教育理念 「明るく 浄く 直く 正しくあれ」幼児期の成長に最も大切な「心の教育」に力を注いでいます。
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。

・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です。
・園舎は神社の杜に包まれ、園庭には芝生など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です。

〒232-0013
横浜市南区山王町 5 丁目 37 番地

 045-261-6906（2）

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

南-１

学校法人 150（定員） 6

お三の宮日枝幼稚園
【アクセス】

教育理念 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。

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
横浜市緑区霧が丘 3-18-1/6-14

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

緑-２

学校法人 320/235 13/11

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

【アクセス】

教育理念 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じょうずに遊び、
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。

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

045-931-2795

JR 横浜線『鴨居駅』より徒歩 5分
／横浜市営バス 12・36系統『東通』より徒歩１分

緑-１

個人立 345 14

東幼稚園
【アクセス】

24 25

あすか マドカ

◆ ◆  MEMO ◆ ◆
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