
私立幼稚園から幼保連携型認定こども園に移行した園 平成28年1月現在

番号 学校名 住所 電話番号 学校法人等名
1 プリンセスリリー 水戸市中丸町2052-17 029-253-3891 リリー文化学園
2 フォレストリリー　リリーの森幼稚園水戸市内原町1397-3 029-259-2585 リリー文化学園
3 みらい 日立市大みか町6-11-1 0294-53-9411 茨城キリスト教学園
4 せいじ園 日立市助川町1-16-1 0294-24-5111 茨城キリスト教学園
5 おおくぼ認定こども園大久保幼稚園日立市大久保町4-10-7 0294-33-2274 公土園
6 おぎつ幼稚園 日立市砂沢町364-9 0294-42-2029 中崎学園
7 ほほえみ水木わかば幼稚園 日立市水木町1-20-12 0294-52-5991 たみ学園
8 エンゼルスポーツ幼稚園 土浦市烏山5-2039 029-842-6820 稲門学園
9 まなべすみれ幼稚園 土浦市東真鍋町22-11 029-824-3522 川島学園
10 もみじこども園 土浦市下高津2-10-22 029-821-1645 常福寺学園
11 もみじ第二こども園 土浦市若松町1-73 029-822-5987 常福寺学園
12 ゆりかご幼稚園 古河市古河644-5 0280-32-1840 徳永学園
13 古河白梅幼稚園 古河市大山1521-3 0280-48-4735 北島学園
14 三田幼稚園 古河市上辺見931-1 0280-31-8221 三田学園
15 総和第一幼稚園 古河市下大野853-2 0280-92-1755 山本学園
16 しらぎくこどもの城幼稚園 古河市小堤2399 0280-98-3602 浅井学園
17 ひかり幼稚園 古河市仁連33 0280-76-0283 服部学院
18 しらゆり幼稚園 古河市東山田2010-2 0280-78-0122 吉羽学園
19 なさき 古河市尾崎951-5 0280-76-0267 四恩会（社福）
20 こまごめ幼稚園 古河市駒込922-16 0280-76-4588 伏見学園
21 恋瀬ことりの森幼保園 石岡市宇治会2116-7 0299-56-3333 加波山学園
22 竜ヶ崎みどり 龍ケ崎市佐貫1-6-6 0297-66-1400 みどり学園
23 ぶどうの木竜ヶ崎幼稚園 龍ケ崎市羽原町1366-3 0297-62-0573 聖和学園
24 あいゆう園 龍ケ崎市八代町2901 0297-64-3333 龍ケ岡ちゅうりっぷ学園
25 北竜台ふたば文化 龍ケ崎市若柴町1507 0297-66-3777 双葉学園
26 きぬ学園 常総市羽生町946 0297-24-4631 きぬ学園
27 みつかいどう 常総市水海道橋本町3346 0297-23-1234 大楽寺学園
28 二葉こども園 常総市水海道天満町1712-7 0297-22-3035 水海道教会学園
29 すみれこども園 笠間市旭町345-1 0296-77-5098 旭学園
30 取手ふたば文化 取手市西1-21-18 0297-74-6666 双葉学園
31 戸頭さくらの森 取手市戸頭4-5-15 0297-78-3801 ワタナベ学園
32 みどりが丘幼稚園 取手市本郷4-10-7 0297-73-3310 宮本学園
33 めぐみ幼稚園 取手市戸頭3-4 0297-78-5588 有松学院
34 うしく文化 牛久市遠山町643-2 029-873-8253 さとう文化学園
35 豊里もみじこども園 つくば市土田13-34 029-847-2830 常福寺学園
36 みのり つくば市高崎字古橋643-9 029-873-2540 みのり学園
37 鹿島幼稚園 鹿嶋市宮中7-10-7 0299-82-1907 愛育学園
38 こじか 鹿嶋市平井1-100 0299-82-0538 塩入学園
39 潮来こども園 潮来市潮来266-1 0299-62-2437 聖泉学園
40 慈毋学園 潮来市日の出4-7 0299-66-0624 慈毋学園
41 こひつじ園 潮来市須賀南135 0299-80-1333 水郷めぐみ会（社福）
42 もりや幼保園 守谷市松前台2-15 0297-45-3915 わかば学園
43 大成学園幼稚園 那珂市東木倉960-2 029-295-1288 大成学園
44 下館聖母 筑西市本城町甲305 0296-22-3565 聖母学園
45 なかだて 筑西市中館456-2 0296-24-3333 中館学園
46 愛泉いずみこども園 筑西市二木成1273 0296-22-2843 愛泉学園
47 サンキッズ 坂東市岩井4678-3 0297-35-0334 大楽寺学園
48 神立幼稚園 かすみがうら市稲吉2-18-8 029-831-0328 狩野学園
49 星の宮幼保園 桜川市富谷655 0296-75-1099 古谷野学園
50 平泉幼稚園 神栖市平泉2769 0299-92-3184 尚徳学園
51 のぞみ 行方市山田3418－４ 0291-35-2550 聖愛学園
52 ふたばランド つくばみらい市紫峰ケ丘1-10-4 0297-34-0028 双葉学園
53 美野里 小美玉市羽鳥2624-8 0299-46-0530 市ノ沢学園
54 いばらき幼稚園 東茨城郡茨城町小堤970-8 029-292-0162 益水学園
55 桂幼稚園 東茨城郡城里町阿波山688-1 029-289-2131 高須学園
56 阿見 稲敷郡阿見町阿見5205-2 029-887-7388 沼田学園
57 さわきこども園 結城郡八千代町菅谷898-38 0296-48-1883 平成学園



58 川妻認定こども園おひさま 猿島郡五霞町川妻494-2 0280-84-0762 博愛会（社福）
59 バンビーノせいしょう 猿島郡境町大歩425-26 0280-86-5881 川上学園
60 はなぶさ 猿島郡境町大字若林2345 0280-87-5785 森戸福祉会（社福）
61 十王幼稚園・保育園 日立市十王町友部566-1 0294-39-2613 山の尾学園
62 玉岡尭舜 結城市大字結城字砂窪12018-1 0296-45-6363 清芳学園


