
公益社団法人山梨県私学教育振興会　幼稚園部会名簿

■　幼稚園 R4.6.1

No. 法人(設置者)名 園名 住所 電話

1 学校法人城北幼稚園 城北幼稚園 甲府市湯村３－４－５ 055-252-6010

2 学校法人澁谷学園 琢美幼稚園 甲府市城東２－１６－１８ 055-233-9500

3 学校法人川口学園 博愛幼稚園 甲府市住吉１－６－２２ 055-233-2489

4 学校法人川口学園 竜王幼稚園 甲斐市富竹新田２０５５ 055-276-6400

5 学校法人慶明学園 慶明幼稚園 甲府市朝日３－８－３８ 055-252-6505

6 学校法人誠心幼稚園 石和誠心幼稚園 笛吹市石和町河内５０５ 055-262-6227

7 学校法人峡南学園 峡南幼稚園 南巨摩郡富士川町青柳町１６０ 0556-22-0604

8 学校法人韮崎愛生幼稚園 韮崎愛生幼稚園 韮崎市本町１－１４－１５ 0551-22-0241

9 学校法人月江寺学園 月江寺幼稚園 富士吉田市下吉田３－２６－１６ 0555-22-0697

■　施設型給付幼稚園

No. 法人(設置者)名 園名 住所 電話

1 学校法人C2C Global Education Japan 山梨学院幼稚園 甲府市酒折２－８－１ 055-224-1390

2 学校法人相生幼稚園 相生南幼稚園 甲府市国母２－４－２９ 055-224-2989

3 学校法人岩田学園 いづみ幼稚園 甲府市国母１－２４－６ 055-228-4011

4 学校法人岩田学園 みたま幼稚園 甲府市里吉１－３－７ 055-235-0084

5 学校法人数野学園 しらゆり幼稚園 甲府市大手２－２－３９ 055-253-7081

6 学校法人双葉幼稚園 双葉幼稚園 山梨市小原西７３３－４ 0553-22-5657

7 学校法人南部みどり幼稚園 南部みどり幼稚園 南巨摩郡南部町南部７５７６ 0556-64-3673

8 学校法人鈴木学園 富士幼稚園 甲斐市島上条２２２８ 055-277-5515

9 学校法人聖テレジア学園 韮崎カトリック白百合幼稚園 韮崎市若宮３－１０－１ 0551-22-2455

10 学校法人山梨集成学園 双葉甲府幼稚園 甲斐市竜地３１８８ 0551-28-7060

11 学校法人バンビバイリンガル学園 バンビバイリンガル幼稚園 南アルプス市徳永１６０５－２ 055-280-0500

12 学校法人上野原学園 上野原幼稚園 上野原市上野原１４６０ 0554-63-0512

13 学校法人大月キリスト教学園 大月キリストの教会幼稚園 大月市駒橋１－９－１４ 0554-22-0312

14 学校法人猿橋幼稚園 猿橋幼稚園 大月市猿橋町猿橋２０４ 0554-22-1331

15 学校法人聖テレジア学園 小さき花幼稚園 富士吉田市上吉田３－５－７ 0555-22-1409

16 学校法人上野原羽佐間幼稚園 上野原羽佐間幼稚園 上野原市上野原３７６９ 0554-63-0573

17 学校法人鳥沢幼稚園 鳥沢幼稚園 大月市富浜町鳥沢６８５０ 0554-26-5310

18 学校法人島田学園 島田幼稚園 上野原市鶴島１９６８－２ 0554-62-5253

■　幼稚園型認定こども園

No. 法人(設置者)名 園名 住所 電話

1 学校法人相生幼稚園 相生幼稚園 甲府市相生２－１９－１ 055-235-7246

2 学校法人朝日幼稚園 朝日幼稚園 甲府市塩部１－１－６ 055-253-7531

3 学校法人宝泉学園 塩部幼稚園 甲府市塩部４－６－５ 055-252-4534

4 学校法人貢川進徳幼稚園 貢川進徳幼稚園 甲府市貢川１－７－２２ 055-222-8982

5 学校法人聖愛幼稚園 聖愛幼稚園 甲府市羽黒町６１８ 055-253-7788

6 学校法人貢川幼稚園 貢川幼稚園 甲府市徳行１－１４－２５ 055-226-3911

7 学校法人鹿野苑学園 永照寺幼稚園 甲府市高畑１－２１－２ 055-226-6853

8 学校法人聖テレジア学園 塩山カトリック幼稚園 甲州市塩山上於曽１３５１ 0553-33-2748

9 学校法人和光学園 くさかべ幼稚園 山梨市小原東３５６ 0553-22-9898

10 学校法人市川幼稚園 市川幼稚園 西八代郡市川三郷町市川大門１７８２ 055-272-0156

11 学校法人小笠原幼稚園 小笠原幼稚園 南アルプス市小笠原２１０－１ 055-282-0700

12 学校法人市川南幼稚園 市川南幼稚園 西八代郡市川三郷町市川大門５６１ 055-272-1471

13 学校法人青藍幼稚園 青藍幼稚園 都留市上谷３－６－３０ 0554-43-3168

14 学校法人聖徳幼稚園 聖徳幼稚園 富士吉田市下吉田３－４１－１５ 0555-22-0099

15 学校法人新倉学園 新倉幼稚園 富士吉田市浅間１－５－５ 0555-23-5753

16 学校法人ひまわり幼稚園 ひまわり幼稚園 都留市つる２－３－２３ 0554-43-4194



公益社団法人山梨県私学教育振興会　幼稚園部会名簿

■　幼保連携型認定こども園

No. 法人(設置者)名 園名 住所 電話

1 学校法人進徳幼稚園 進徳幼稚園 甲府市湯村２－４－３５ 055-252-9168

2 学校法人山梨英和学院 山梨英和カートメルこども園 甲府市上町１７４０ 055-241-2801

3 学校法人甲府西幼稚園 甲府西幼稚園 甲府市下飯田２－８－１５ 055-228-1378

4 学校法人河西学園 甲府みなみ幼稚園 甲府市蓬沢町１２１３ 055-237-9300

5 学校法人河西学園 甲府大里幼稚園 甲府市大里町４３３８ 055-241-0100

6 学校法人山梨英和学院 山梨英和プレストンこども園 笛吹市石和町窪中島１９０－２ 055-262-3880

7 学校法人鮎川学園 かおり幼稚園 甲斐市篠原１０８７ 055-276-2500

8 学校法人みだい幼稚園 みだい幼稚園 南アルプス市有野４５７１ 055-285-2807

9 学校法人井口学園 わかば幼稚園 中央市井之口９３７－２ 055-273-5737

10 学校法人鷹野学園 あおばこども園 甲斐市篠原８８－３ 055-276-8077

11 学校法人中澤学園 みかさこども園 中央市臼井阿原８１３－６ 055-273-6386

12 学校法人山梨英和学院 山梨英和ダグラスこども園 韮崎市富士見２－２－２５ 0551-22-0707

13 学校法人市川南幼稚園 ふるるこども園 中巨摩郡昭和町築地新居２２８９－５ 055-298-4130

公益社団法人山梨県私学教育振興会　小・中・高部会名簿
■ 全日制高等学校 R4.4.1

№ 法人（設置者）名 学　校　名 学科 所　在　地 電　話

1 (学) 山梨英和学院 山梨英和高等学校 普通  甲府市愛宕町１１２ 055-252-6187

2 (学) 身延山学園 身延山高等学校 普通  南巨摩郡身延町身延３５６７ 0556-62-3500

3 (学) 伊藤学園 甲斐清和高等学校 普通・音楽  甲府市青沼三丁目１０－１ 055-233-0127

普通  甲府市塩部二丁目８－１（塩部校舎） 055-253-6211

美術ﾃﾞｻﾞｲﾝ  甲府市上今井町1279-2 （今井校舎） 055-241-5311

5 (学)C2C Global Education Japan 山梨学院高等学校 普通  甲府市酒折三丁目３－１ 055-224-1600

6 (学) 東海大学甲府学園 東海大学付属甲府高等学校 普通  甲府市金竹町１－１ 055-227-1111

7 (学)日本航空学園 日本航空高等学校 普通・航空  甲斐市宇津谷４４５ 0551-28-3355

8 (学) 日本大学 日本大学明誠高等学校 普通  上野原市上野原３２００ 0554-62-5161

9 (学) 帝京大学 帝京第三高等学校 普通  北杜市小淵沢町２１４８ 0551-36-2411

10 (学) 月江寺学園 富士学苑高等学校 普通  富士吉田市緑ヶ丘一丁目１－１ 0555-22-0696

11 (学) 自然学園 自然学園高等学校 普通  大月市梁川町綱の上1225 0554-56-8500

■ 通信制高等学校
№ 法人（設置者）名 学　校　名 学科 所　在　地 電　話

1 (学)日本航空学園 日本航空高等学校 普通・航空  甲斐市宇津谷４４５ 0551-28-0011

2 (学) 駿台甲府学園 駿台甲府高等学校 普通  甲府市上今井町884-1 055-243-0277

3 (学) 自然学園 自然学園高等学校 普通  大月市梁川町綱の上1225 0554-56-8500

4 (学) 伊藤学園 甲斐清和高等学校 普通  甲府市寿町10-8 055-221-7888

■ 中学校
№ 法人（設置者）名 学　校　名 所　在　地 電　話

1 (学) 山梨英和学院 山梨英和中学校  甲府市愛宕町１１２ 055-252-6184

2 (学) 駿台甲府学園 駿台甲府中学校  甲府市塩部二丁目８－１ 055-253-6233

3 (学)C2C Global Education Japan 山梨学院中学校  甲府市酒折三丁目３－１ 055-224-1616

4 (学) 月江寺学園 富士学苑中学校  富士吉田市下吉田３－２８－１９ 0555-21-5500

5 (学)日本航空学園 日本航空高等学校附属中学校  甲斐市宇津谷４４５ 0551-28-3355

■ 小学校
№ 法人（設置者）名 学　校　名 所　在　地 電　話

1 (学) 駿台甲府学園 駿台甲府小学校  甲府市上今井町８８４－１ 055-244-0411

2 (学)C2C Global Education Japan 山梨学院小学校  甲府市酒折一丁目１１－１ 055-224-1200

4 (学) 駿台甲府学園 駿台甲府高等学校


	会員名簿

