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園名 〒 住所 TEL URＬ

●北海道

西野第2桜幼稚園 063-0061 札幌市西区西町北18-4-15 011-662-2950
http://www.nishino-
g.ac.jp/sakura/

北海道ｶﾄﾘｯｸ学園　広島天使幼稚園 061-1121 北広島市中央4-5-2 011-373-2648
http://www.hirosｈ
imatenshi.jp/

学校法人鶴川学園　晃成幼稚園 069-0852 江別市大麻東町30-10 011-386-1216

西野桜幼稚園 063-0034 札幌市西区西野四条6-11-15 011-661-6514
http://www.nishino-
g.ac.jp/sakura.

宮の沢さくら保育園 006-0004 札幌市手稲区西宮の沢4条1-1-25 011-663-8118
http://www.kosodate-
web.com/sakura/index.html

●東北地方

青森県

三沢愛子保育園 033-0041 三沢市大町1-8-36 0176-53-2908

明星保育園 031-0822 八戸市白銀町浜崖13-2 0178-334-4663
http://www.mirokukai.or.jp/my
ojo/

社会福祉法人慶佼福祉会
こざくら保育園

031-0833 八戸市大久保字町道5-1 0178-33-7851

岩手県

ハレルヤ保育園 020-0173
岩手郡滝沢村滝沢字
葉の木沢山555-5

019-688-6773
http://www.hareruya-
hoikuen.com/

宮城県

角田カトリック幼稚園 981-1505 角田市角田字町1番地 0224-63-1431

モンテッソーリ子どもの家ぽこぽこ 989-1245 柴田郡大河原町新南165-16 0224-52-6477

わかば保育園 989-6136 宮城県大崎市古川穂波1-7-31 0229-24-3322
http://www.geocities.jp/meiseik
ai_wakaba/index.html

わかば第二保育園 989-6136 宮城県大崎市古川穂波8-13-32 0229-22-3107
http://www.geocities.jp/meiseik
ai_wakaba/index.html

わかば第三保育園 989-6151 宮城県大崎市古川城西2-6-31 0229-25-3220
http://www.geocities.jp/meiseik
ai_wakaba/index.html

●関東地方

茨城県

社会福祉法人地球の子ども会
ちゃいるどはうす保育園

310-0852 水戸市笠原町150 029-241-5007
http://www.child-
house.jp/index2.html

モンテッソーリ教育実施園リスト

日本におけるモンテッソーリ教育実施園の数は正確には把握されておりません。本リストは、研究所の過去のデータを元に独
自で調査を行い、承諾を得た園のみ掲載しています。また移転や閉園等により情報が変わることも考えられますので、あくま
でも参考としてご活用ください。また、モンテッソーリ教育の取り入れ方は施設によって異なりますので、実施状況に関しま
しては、直接園にお問い合わせください。

※本データを無断で使用・複写・転載することは法律で禁止されています。
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東野保育園 310-0846 水戸市東野町293-18 029-247-8180

くくや台幼稚園 306-0042 古河市三和176-5 0280-48-3223 http://www.kukuyadai.ed.jp/

栃木県

学校法人さくら学園認定こども園
さくら幼稚園/さくらベビースクール

320-0017 宇都宮市戸祭台44 028-622-5137
http://www.sakuragakuen.ed.j
p/

社会福祉法人聖会　バンビーニゆめ 321-0954 宇都宮市元今泉1-8-5 028-633-1821

バンビーニとよさと 321-0975 宇都宮市関堀町52-2 028-624-3375

埼玉県

モンテッソーリ　あかねこどものいえ 337-0053
さいたま市見沼区
大和田町2-1184-1

048-687-7891

学校法人ホザナ学園　ホザナ幼稚園 361-0052 行田市本丸11-20 048-555-2301
http://hosana-
kindergarten.com/

さくら保育園　駒場ルーム 330-0051
さいたま市浦和区駒場2-7-3
カーザ・ディ・ルーチェ1F

048-887-8878 http://www.sakura-hoiku.com/

さくら保育園　浦和東口ルーム 330-0056
さいたま市浦和区東仲町19-20
第2メゾンクレール1F

048-753-9674 http://www.sakura-hoiku.com/

さくら保育園　西浦和ルーム 338-0837 さいたま市桜区田島5-13-2 048-863-0201 http://www.sakura-hoiku.com/

さくら保育園　川口西口園 332-0015 川口市川口2-6-9 048-254-4649 http://www.sakura-hoiku.com/

さくら保育園　川口東口園 332-0017
川口市栄町3-12-11
コスモ川口栄町2F

048-255-7531 http://www.sakura-hoiku.com/

千葉県

YOU-YOUスクールあすみが丘 267-0066 千葉市緑区あすみが丘9-3-4 043-295-4137 http://you-youschool.ac/

モンテッソーリたんぽぽ子供の家 274-0825 船橋市前原西6-1-6 047-478-9172
http://www.tanpopo.school-
info.jp

木の実幼稚園 274-0062 船橋市坪井東4-7-1 047-457-2055

市原マリア・インマクラダ幼稚園 290-0004 市原市辰巳台西3-11-3 0436-74-3631 http://maria-gakuin.jp/

モンテッソーリどんぐり幼児クラブ 292-0831 木更津市富士見3-1-13 0438-25-6180

新浦安モンテッソーリ子どもの家 279-0014 浦安市明海6-1-10-2F 047-352-8220
http://www.geocities.jp/sinuray
asu_kodomonoie/

エンジェルモンテッソーリこどもの家 277-0827
柏市松葉町5-18
田口第二ビル1F

047-113-9003 https://モンテッソーリ.com

東京都

早稲田フロンティアキッズ 162-0054
新宿区河田町3-16
河田町コンフォガーデン　C棟

03-3356-8080 www.futurefrontiers.co.jp/

日本モンテッソーリ教育綜合研究所
附属『子どもの家』

146-0083 大田区千鳥3-25-5 03-5741-2270 http://sainou.or.jp/montessori/
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小さき花の幼稚園 145-0071 大田区田園調布3-30-25 03-3721-4181 http://www.chiisakihanano.jp

ひかりのこ　こどものいえ 153-0053
目黒区五本木1-20-20
CUBE-N201

03-3710-9074
http://www.montessori-
kodomonoie.jp/

モンテッソーリ自由ヶ丘子どもの家 152-0035 目黒区自由ヶ丘3-7-17-103 03-3725-4416
http://kodomonoie.web.fc2.co
m/

聖ドミニコ学園幼稚園 157-0076 世田谷区岡本1-10-1 03-3700-0017 http://www.dominic.ed.jp

チェレギーノ子どもの家 167-0031 杉並区本天沼2-22-6 03-3394-6226
http://monte-
matsumura.wix.com/kodomo

大塚保育園 192-0353 八王子市鹿島15 042-676-2526

株式会社チャイルドタイム
八王子エンゼルホーム

192-0046
八王子市明神町4-7-3
やまとビル5F6F

042-656-2733

医療法人社団佐々木クリニック
ひよこハウス多摩平

191-0062 日野市多摩平1-8-2 042-582-8861

マックス幼児教育柿の木坂教室 152-0022 目黒区柿の木坂　　1-8-8 03-3725-7003
http://www.geocities.jp/sinuray
asu_kodomonoie/

学校法人つくし野学園
つくし野天使幼稚園

194-0001 町田市つくし野2-18-4 042-795-5127
http://www.tsukushinotenshi.c
om.

クランテテ三田 108-0073
港区三田1-3-31
FORECAST三田 3Ｆ

03-5439-5291 http://clantete.com/

八王子こどもの家 193-0934 八王子市小比企町2683番3 042-638-0326
http://hachioujikodomonoie.kid
s.coocan.jp/

International Montessori
Mirai Kindergarten

160-0011 新宿区若葉3-10-10 03-6380-6643 https://www.miraikinder.co.jp/

神奈川県

モンテッソーリのお教室
キラキラ・ハウス

244-0803 横浜市戸塚区平戸町242-7 045-513-9255

学校法人清栄学園　七里が浜楓幼稚園 248-0025 鎌倉市七里ガ浜東3-13-12 0467-31-2626 http://www.kaede.ac.jp

きらら保育園 236-0058 横浜市金沢区能見台東2-3 045-790-3440 http://www.kirara2000.com/

かのん保育園 236-0043 横浜市金沢区大川7-20 045-790-3656 http://kanon2005.com/

富士幼稚園 251-0028 藤沢市本鵠沼1-3-7 0466-23-2272

美しが丘子どもの家 225-0002 横浜市青葉区美しが丘5-31-6 045-901-8779
http://www.utsukusigaoka-
kodomonoie.com/

うさぎ幼児園 214-0031 川崎市多摩区東生田4-15-5 044-976-9057 http://www.usagiyojien.com

湘南白百合学園幼稚園 251-0035 藤沢市片瀬海岸2-2-30 0466-22-4432
http://www.shonan-
shirayuri.ac.jp/youchien

コスモス保育園 252-0316 相模原市双葉2-17-15 042-747-1967

学校法人尾﨑學院　銀嶺幼稚園 221-0005 横浜市神奈川区松見町2-376 045-421-0808
http://www11.ocn.ne.jp/~ghinr
ei/

財団法人　足柄保育園 250-0001 小田原市扇町2-17-2 0465-34-2528

●中部地方

石川県

学校法人石川カトリック学園
聖ヨゼフ幼稚園

920-0962 金沢市広坂1-1-54 076-232-0720

http://monte-matsumura.wix.com/kodomo
http://monte-matsumura.wix.com/kodomo
http://clantete.com/
https://www.miraikinder.co.jp/
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長野県

聖ソフィアモンテッソーリスクール 391-0013 茅野市宮川1387-5 0266-72-9337

学校法人マリア学園
聖マルチン幼稚園

399-4111 駒ヶ根市北町9-11 0265-83-5766
http://www11.ocn.ne.jp/~marti
n/

学校法人マリア学園
認定こども園　よしだマリア幼稚園

381-0043 長野市吉田1-16-24 026-241-3897 http://yoshidamaria.net/

茅野聖母幼稚園 391-0005 茅野市仲町14-7 0266-72-3512
http://www.lcv.ne.jp/~seibo14
7

静岡県

学校法人篠木学園　桜ヶ丘幼稚園 411-0812 三島市谷田桜ヶ丘1,433 055-973-0222

松浦学園子どもの家 420-0041 静岡市葵区双葉町3-15 054-252-0687 www.matsuura-monte.com/

セイユウ保育園 421-0106 静岡市駿河区北丸子2-21-12 054-258-6543

モンテッソーリはままつこどものいえ 432-8021 浜松市中区佐鳴台２丁目２０-８ 053-570-3958 http://www.monte-happy.jp/

地球の子ども株式会社
Montessori ちゃいるどはうす中吉田

422-8001 静岡市駿河区中吉田19-4 054-395-5250
http://www.montessori-
childhouse.com/

地球の子ども株式会社
Montessori ちゃいるどはうす草薙

424-0885 静岡市清水区草薙3-1-26 054-368-7858
http://www.montessori-
childhouse.com/

愛知県

カトリック子どもの家 487-0032 春日井市高森台3-18-7 0568-95-3812

モンテッソーリ瑞穂子どもの家 467-0035
名古屋市瑞穂区
弥富町月見ヶ岡42-1

052-835-6260
http://www015.upp.so-
net.ne.jp/kodomonoie/

Growbaモンテッソーリ・プレスクール  458-0021
名古屋市緑区滝ノ水二丁目１０１
シティコーポ滝の水１－１０１

 052-746-1515 http://www.growba.jp/

三重県

学校法人聖華学園
マリア・モンテッソーリ幼稚園

511-0864 桑名市西方笹山787 0594-23-1999 http://www.maria.ac.jp

モンテッソーリ　インターナショナル　スクール 510-0838 四日市市南松本町10-10 059-321-6181 www.mis-ykk.jp

●近畿地方

滋賀県

南郷保育園 520-0865 大津市南郷2-47-7 077-533-3228

大阪府

社会福祉法人三和福祉会　清水保育園 580-0023 松原市南新町5-13-4 072-335-1050 http://www.simizu.or.jp/

ハミンモンテッソーリスクール大阪 578-0925 東大阪市稲葉2-2-25 072-961-8333 http://www.hummingbirds.cc/

http://yoshidamaria.net/
http://www.monte-happy.jp/
http://www.growba.jp/
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兵庫県

MOMOこどものいえ 671-2214 姫路市西夢前台1-52 079-266-7168
http://www.eonet.ne.jp/~momo
kodomonoie/

はなやしき幼児の家 666-0035 川西市花屋敷1-15-3 072-759-9352

モンテッソーリ教育（子どもの家）鈴原教室 664-0882 伊丹市鈴原町5-21-2 072-783-4047

奈良県

大和郡山カトリック幼稚園 639-1019 大和郡山市永慶寺町2-12 0743-52-4141

●中国地方

島根県

松徳幼稚園 690-0015 松江市上乃木1-12-24 0852-22-0750
http://www.shotoku-
kindergarten.jp/

岡山県

西大寺キリスト教会附属
サムエル幼児園

704-8191 岡山市東区西大寺中野543-2 086-944-0490

広島県

福山暁の星幼稚園 721-0975 福山市西深津町3-4-1 084-923-4244

リョービ保育園 726-0033 府中市目崎町625-1 0847-43-6712

安佐子どもの家 731-0121 広島市安佐南区中須1-41-5 082-879-6784

友愛保育園 722-0001 尾道市手崎町1-28 0848-22-8646

山口県

小月保育園 750-1144 下関市小月茶屋2-9-1 083-283-0085

●四国地方

香川県

学校法人聖母学園　丸亀聖母幼稚園 763-0048 丸亀市幸町2-7-7 0877-22-4529
http://www4.plala.or.jp/marug
ameseibo/

http://www.eonet.ne.jp/~momokodomonoie/
http://www.eonet.ne.jp/~momokodomonoie/
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●九州地方

福岡県

名島保育園 813-0044 福岡市東区千早2-3-26 092-682-2720

青梅保育園 838-0026 朝倉市柿原843-1 0946-23-0333

二日市カトリック幼稚園 818-0103 太宰府市朱雀4-14-2 092-924-5100
http://www.futsukaichi-
catholic.com/

ジャックランド保育園 815-0041
福岡市南区野間1-14-24
ライオンズプラザ髙宮2階

092-551-1550 http://www.jacland.jp

ひさやま保育園　杜の郷 811-2501 糟屋郡久山町久原3741-11 092-652-3356 www.k4.dion.ne.jp/~morinoko/

あおぞら園子どもの家 811-2311 粕屋郡粕谷町長者原115-11 092-957-1373 http://www.aozoraen.net/

エミール保育園 814-0033 福岡市早良区有田8-14-22 092-801-1911

社会福祉法人那の津会
えんぜる保育園

811-1344 福岡市南区三宅2-33-24 092-512-6483

くるみ保育園 810-0032 福岡市中央区輝国1-11-24 092-531-4022

大濠聖母幼稚園 810-0052 福岡市中央区大濠1-7-16 092-751-5688

佐賀県

（福）川原福祉会　さくらの杜保育園 849-0113 三養基郡みやき町東尾6437-1 0942-81-6316

熊本県

学校法人ステラマリス学園
人吉幼稚園

868-0056 人吉市寺町７ 0966-22-2988 http://www13.ocn.ne.jp/~hitoyoyo/

社会福祉法人南苑会　熊本藤富保育園 861-4117 熊本市護藤町973 096-357-5622

宮崎県

幼保連携型認定こども園
七つの星幼稚舎

880-0211 宮崎市佐土原町下田島9175-1 0985-73-3572
http://www.kosodate-
web.com/umeno/

社会福祉法人つばさ福祉会
こどもの家保育園

881-0032 西都市白馬町３ 0983-43-1049
http://www.kosodate-
web.com/kodomonoie/

菓子野保育園 885-0111  都城市菓子野町9523-1　　 0986-37-1766

みやこのじょう児童学園 885-0019 都城市祝吉2-7-4 0986-26-7414
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鹿児島県

社会福祉法人吉田向陽会
むれが岡保育園

891-1306 鹿児島市牟礼岡1-3-1 099-294-8979

カトリック学園　川内聖母幼稚園 895-0054 薩摩川内市若松町2-20 0996-22-3877
http://www4.synapse.ne.jp/se
ndai-seibo/

沖縄県

社会福祉法人もとやま福祉会
うむさ保育園

905-0006 名護市宇茂佐110-2 0980-53-0990

慈愛幼稚園 901-2227 宜野湾市宇地泊229 098-897-2345

学校法人カトリック学園
聖母幼稚園

904-2164 沖縄市桃原1-5-1 098-937-4935

社会福祉法人羽地福祉会
銀のすず保育園

905-1143 名護市真喜屋682 0980-58-2301

社会福祉法人藁算福祉会
みやら保育園

907-0243 石垣市宮良1015-12 0980-86-8326

みつる保育園 901-0362 糸満市真栄里2041-3 098-992-5300 http://www.mitsuru88.jp

社会福祉法人羽地福祉会
星のしずく保育園

905-0006 名護市宇茂佐1686 0980-52-6355

エンゼル保育園 907-0001 石垣市新川300-1 0980-82-2563

社会福祉法人マリヤ福祉会
いちごえ保育園

901-0156 那覇市田原4-2-14 098-852-0244


