
◇幼稚園法人・幼保連携型認定こども園法人（38法人）

大分愛隣学園 日下部　克彦

〒870-0885
大分市南太平寺3丁目8番1号
（097-544-6453）
Fax （546-9910）

昭49．8．9 愛隣幼稚園（認定こども園）

ルナ幼稚園 西村　裕美子

〒870-0163
大分市明野南1丁目21番1号
（097-558-6441）
Fax （558-6441）

昭49．3．29 ルナ幼稚園

ふじが丘
幼稚園 牧野　由子

〒870-1147
大分市ふじが丘西二丁目１番１号
（097-569-3666）
Fax （569-3666）

昭49．3．8 ふじが丘幼稚園

すぎのこ学園 牧　さゆ美

〒870-0942
大分市大字羽田988番地2
（097-569-1730）
Fax （594-1750）

昭49．3．8 すぎのこ幼稚園

三信学園 山﨑　佐和子

〒870-1112
大分市大字下判田字馬場原3502
（097-597-2525）
Fax （597-2526）

昭49．2．26 やまばと幼稚園

明照幼稚園 結城　由里子

〒870-0008
大分市王子西町8-27
（097-532-3534）
Fax （532-3542）

昭28．8．4 明照幼稚園

牧野学園 牧野　由子

〒870-0165
大分市明野北1丁目9番1号
（097-551-1458）
Fax （551-1458）

昭47．4．8 まきの幼稚園

大津学園 大津　康司

〒870-0128
大分市大字森字久保山1039番地2
（097-520-1814）
Fax （520-3863）

昭46．4．7
　幼保連携型認定こども園みどり幼稚園
　（幼保連携型認定こども園）

学校法人一覧

学校法人名 理事長
事務所所在地
（電話番号）

法人認可
年月日

設置する学校

ひまわり学園 川原　恒太郎

〒870-0049
大分市中島中央1丁目2-18
（097-532-2506）
Fax （532-7428）

昭28．8．14
ひまわり幼稚園
（幼稚園型認定こども園）
ひまわり明野幼稚園

http://oita-airin.com/
http://www.fujigaokayouchien.com/
http://suginoko-kindergarten.jp/
https://www.yamabato.ac.jp/
http://www.oita-meisho.ac.jp/
http://www.makinoyouchien.com/
http://www.midoriyouchien.jp/
http://www.himawarigakuen.com/


栄昌学園 速水　浩樹

〒874-0936
別府市中央町9-32
（0977-24-1848）
 Fax （26-0437）

昭55．3．28 別府中央幼稚園（休園）

立山学園 立山　貴史

〒870-0317
大分市大字丹川字長福寺415
（097-574-6200）
Fax （592-3666）

昭56．3．27
みんなの森こども園
（幼保連携型認定こども園）

上東学園 上東　佳代子

〒870-0127
大分市大字森町403番地の2
（097-527-3330）
Fax （521-9954）

昭61．3．10
もりまち幼稚園
（幼保連携型認定こども園）

大分聖公学園 小河　正雄

〒870-0047
大分市中島西3丁目8番4号
（097-537-3688）
Fax （537-3698）

昭61．3．10 聖公幼稚園

得丸学園 得丸　憲司

〒870-0275
大分市宮河内ハイランド63番15号
（097-528-1330）
Fax （528-1340）

昭60．3．16 宮河内幼稚園

大分カトリック
学園

川口　敏

〒870-0035
大分市中央町3丁目7番30号
（097-574-7905）
Fax （574-7945）

昭58．12．16

カトリック海星幼稚園
（幼稚園型認定こども園）
カトリック日田幼稚園
（幼稚園型認定こども園）
カトリック臼杵幼稚園
（幼稚園型認定こども園）
カトリック佐伯幼稚園
（幼稚園型認定こども園）
カトリック津久見幼稚園
（幼稚園型認定こども園）
カトリック坂ノ市幼稚園
カトリック鶴崎幼稚園
（幼稚園型認定こども園）
カトリック玖珠幼稚園
（幼稚園型認定こども園）
カトリック明野幼稚園
（幼稚園型認定こども園）

道徳学園 後藤　静香

〒870-0868
大分市大字野田323番地の5
（097－549－5843）
Fax （549-6767）

昭56．3．27
のだ山幼稚園
（幼稚園型認定こども園）

渕野学園 渕野　二三世

〒870-1176
大分市富士見が丘東2丁目8番6号
（097-541-6101）
Fax （542-1203）

昭51．3．27
富士見が丘幼稚園
（幼保連携型認定こども園）

学校法人名 理事長
事務所所在地
（電話番号）

法人認可
年月日

設置する学校

https://tateyamagakuen.com/
http://www.morimachi-yochien.com/
https://seiko-oita.jp/
http://miyakawauchi.com/
http://www.nodayama.jp/
http://www.fujimigaoka-youchien.com/


みのり学園 後藤　功一

〒877-0015
日田市中央町2丁目１番4号
（0973-22-5030）
Fax （24-7376）

昭57．3．8
三隈幼稚園
（幼稚園型認定こども園）

香光学園 武内　和朋

〒877-0005
日田市豆田町5-13
（0973-22-3036）
Fax （22-7611）

昭44．7．15
月隈こども園
（幼稚園型認定こども園）

フレーベル
学園

西田　匡成

〒877-0039
日田市大字日高923-1
（0973-24-0126）
Fax （24-5688）

昭44．4．1
認定　三芳幼稚園
（幼稚園型認定こども園）

河野学園 河野　通介

〒877-1234
日田市天神町145
（0973-22-4550）
Fax （26-3355）

昭39．9．22

緑ヶ丘幼稚園（休園）
（幼稚園型認定こども園）
緑ヶ丘第二幼稚園
（幼保連携型認定こども園）

矢野学園 矢野　敏久

〒877-0035
日田市日高町1341
（0973-22-4262）
Fax （22-4262）

昭43．4．1
五条幼稚園（休園）
五条東渓幼稚園（休園）

明佳学園 土居　孝信

〒871-0105
中津市三光原口690-1
（0979-26-5855）
Fax （26-5825）

平12．3．16
双葉ヶ丘幼稚園
（幼稚園型認定こども園）

田中学園 田中　正樹

〒871-0003
中津市大字是則1203番地の2
（0979-32-6189）
Fax （32-6169）

昭53．3．23
めぐみ幼稚園
（幼保連携型認定こども園）

別府真愛学園 庄司　宜充

〒874-0908
別府市上田の湯7番4号
（0977-21-5016）
Fax （85-8583）

昭62．3．20 真愛幼稚園

長嶺学園 長嶺　宇一郎

〒874-0917
別府市北石垣881
（0977-66-0470）
Fax （66-2460）

昭56．3．27 わかば幼稚園

別府サレジオ
学園

横井　哲

〒874-0938
別府市末広町1番14号
（0977-25-3534）
Fax （22-6105）

昭56．3．27
カトリック海の星幼稚園
大分明星幼稚園

学校法人名 理事長
事務所所在地
（電話番号）

法人認可
年月日

設置する学校

http://www.mikuma-kindergarten.jp/
https://www.tukikuma.net/
https://sites.google.com/view/frobelmiyoshi/
https://sites.google.com/view/frobelmiyoshi/
http://www.midorigaoka.com/
http://futabagaoka.net/
http://oita-megumi.jp/
http://www.shin-ai-youchien.jp/
http://www.ctb.ne.jp/~wakaba-y/


聖武学園 秋吉　三郎

〒879-1506
速見郡日出町3898番地の5
（0977-72-1500）
Fax （72-1502）

平3．4．1
聖武幼稚園
（幼稚園型認定こども園）

いずみヶ丘
学園

内野　眞奈美

〒879-7131
豊後大野市三重町市場1477-4
（0974-22-0182）
Fax （22-0037）

昭42．3．18

どんぐり幼稚園
（幼保連携型認定こども園）
しいのみこども園
（幼保連携型認定こども園）

長野学園 安藤　秀明

〒879-1132
宇佐市大字岩崎池の平883-3
（0978-37-2511）
Fax （37-2608）

昭56．3．27
むつみ幼稚園
（幼稚園型認定こども園）

泉学園 渡辺　一恵

〒879-0456
宇佐市大字辛島字渚326番地
（0978-32-7391）
Fax （32-1451）

昭55．3．28
なぎさ幼稚園
（幼稚園型認定こども園）

親光幼稚園 金谷　則行

〒879-0623
豊後高田市金谷町598
（0978-22-3923）
 Fax （22-3988）

昭32．12．27 親光幼稚園（休園）

青江白梅学園 薬師寺　裕子

〒879-2454
津久見市地蔵町8-2
（0972-82-3510）
Fax （82-3790）

昭49．3．18
千怒白梅幼稚園（休園）
しらうめ幼稚園
（幼稚園型認定こども園）

和順幼稚園 川村　浩史

〒879-2436
津久見市上宮本町18の10
（0972-82-1911）
Fax （82-1914）

昭40．12．3 和順幼稚園（休園）

白蓮学園 巖　龍彰

〒879-2431
津久見市大友町3-15
（0972-82-2815）
Fax （82-6618）

昭40．1．18

白蓮幼稚園
（幼稚園型認定こども園）
アソカ幼稚園
（幼稚園型認定こども園）

みのり幼稚園 岩田　壽子

〒876-0037
佐伯市大字長谷9682-17
（0972-23-0408）
Fax （23-0409）

昭56．3．27 みのり幼稚園

佐伯大谷学園 桑門　　超

〒876-0848
佐伯市城下東町5-4
（0972-23-6160）
Fax （22-1701）

昭42．4．18 ルンビニこども園

日田ルーテル学
園

安井　元一

〒877-0016
日田市三本松2丁目3-39
（0973-22-3865）
Fax （28-8866）

平21．2．18
日田ルーテルこども園
（幼保連携型認定こども園）

学校法人名 理事長
事務所所在地
（電話番号）

法人認可
年月日

設置する学校

http://seibugakuen.com/
http://kosodate-web.com/donguri
http://kosodate-web.com/donguri
http://www9.ocn.ne.jp/~muthumi
https://nagisa326.com/
http://www.byakuren-gakuen.ac.jp/
https://lumbini-kind.net/
http://www.hitalutheran.jp/
http://www.hitalutheran.jp/

