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〔福岡市東区〕

博　多 博多学園 (学)：高 813-0042 福岡市東区 舞松原５－７－５  092-681-1107

博多南 博多学園 (学)：高 811-0215 福岡市東区 高美台２－２５－１  092-606-8217

博多中央 博多学園 (学)：高 813-0014 福岡市東区 香椎台１－５－２２  092-681-3131

福岡文化 福岡文化学園 (学)：高 813-0025 福岡市東区 青葉６－４１－３４  092-691-1671

美和台 九州筑紫学園 (学)：幼 811-0212 福岡市東区 美和台２－２４－１  092-606-5162

ツルタみとま ツルタ芸術学園 (学)：幼 811-0212 福岡市東区 美和台５－２６－１  092-607-1361

奈 多 玄海学園 (学)：幼 811-0205 福岡市東区 奈多団地２３５９－１１  092-607-2422

貝　塚 玄海学園 (学)：幼 812-0052 福岡市東区 貝塚団地５－１  092-651-6672

ふたば 志賀島学園 (学)：幼 811-0323 福岡市東区 志賀島１７３５－１１６  092-603-2804

松　崎 宗学園 (学)：幼 813-0041 福岡市東区 水谷１－１９－３０  092-681-2213

東福岡学園自由ヶ丘 東福岡学園 (学)：高 813-0012 福岡市東区 香椎駅東４－６５－７  092-672-3311

さくら 麻生学園 (学)：小 813-0045 福岡市東区 城浜団地１－２９  092-662-8679

千　早 麻生学園 (学)：小 813-0044 福岡市東区 千早３－３－１３  092-662-8760

箱　崎 箱崎学園 (学)：幼 812-0053 福岡市東区 箱崎２－２－２９  092-651-8924

香椎浜 志学館 (学)：幼 813-0016 福岡市東区 香椎浜２－４－７  092-681-8611

恵　泉 福岡ﾙｰﾃﾙ学園 (学)：幼 812-0053 福岡市東区 箱崎３－３３－２  092-651-5723

香椎照葉 グリーンコープ (学)：幼 813-0017 福岡市東区 香椎照葉２－２－８  092-662-2300

東福岡 ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ東福岡教会 (宗) 812-0054 福岡市東区 馬出４－１３－１５  092-631-0528

筥　松 青木　孝禎 (個) 812-0061 福岡市東区 筥松２－１９－３  092-621-1446

〔福岡市博多区〕

吉塚ゆりの樹 高杉学園 (学)：幼 812-0041 福岡市博多区 吉塚５－５－３９  092-621-1055

玉　水 沖学園 (学)：高 812-0895 福岡市博多区 竹下２－１－８  092-431-5623

つきぐま 小樋井学園 (学)：幼 812-0854 福岡市博多区 東月隈５－１０－１６  092-503-3097

レバノン 河口学園 (学)：幼 812-0873 福岡市博多区 西春町１－１－３７  092-581-0528

淡　水 豊田学園 (学)：幼 812-0894 福岡市博多区 諸岡１－１８－３  092-581-1461

サルナート サルナート学園 (学)：幼 812-0016 福岡市博多区 博多駅南３－１８－２８  092-431-3256

山　王 石田学園 (学)：幼 812-0015 福岡市博多区 山王１－５－３６  092-441-2800

那　珂 吉住学園 (学)：幼 812-0893 福岡市博多区 那珂１－１８－１２  092-431-2602

奈良屋 奈良屋学園 (学)：幼 812-0023 福岡市博多区 奈良屋町１－６  092-291-3554

カトリック光丘 福岡カトリック学園 (学)：幼 812-0874 福岡市博多区 光丘町２－１－２５  092-573-2231

正光寺ひかり 正光寺 (宗) 812-0887 福岡市博多区 三筑２－３１－１  092-581-1959

席　田 関　フジ子 (個) 812-0853 福岡市博多区 東平尾１－５－４５  092-621-2602

〔福岡市中央区〕

福岡雙葉小学校附属 福岡雙葉学園 (学)：高 810-0027 福岡市中央区 御所ヶ谷７番１号  092-521-3705

汀 汀幼稚園 (学)：幼 810-0062 福岡市中央区 荒戸２－５－１１  092-761-0470

大濠聖母 福岡カトリック学園 (学)：幼 810-0052 福岡市中央区 大濠１－７－１６  092-751-5688

舞　鶴 西南学院 (学)：大 810-0053 福岡市中央区 鳥飼１－６－１  092-751-6650

筑紫女学園大学附属 筑紫女学園 (学)：大 810-0023 福岡市中央区 警固３－１３－３４  092-731-0787

ふくはま 松栄学園 (学)：幼 810-0066 福岡市中央区 福浜１－４－５  092-713-7910

草ヶ江 聖公学園 (学)：幼 810-0045 福岡市中央区 草香江２－９－２２  092-751-3388

け　ご 宗学園 (学)：幼 810-0024 福岡市中央区 桜坂１－１０－１７  092-751-1503

笹丘カトリック 聖マリア学院 (学)：短 810-0034 福岡市中央区 笹丘１－１７－５１  092-713-0019

わかば 神愛学園 (学)：幼 810-0028 福岡市中央区 浄水通３番８号  092-521-0081

養　巴
日本ｷﾘｽﾄ教団福岡中部
教会

(宗) 810-0042 福岡市中央区 赤坂３－８－４５  092-741-5759

しろがね 伊藤　利生 (個) 810-0012 福岡市中央区 白金１－１５－１０  092-531-5656

円　龍 髙原　香代子 (個) 810-0014 福岡市中央区 平尾４－１－１  092-531-4643

小　笹 石松　純 (個) 810-0033 福岡市中央区 小笹５－１６－３５  092-531-3374

〔福岡市南区〕

福岡女学院 福岡女学院 (学)：大 811-1313 福岡市南区 曰佐３－４２－１  092-575-2472

福岡海星女子学院マリア 福岡海星女子学院 (学)：高 811-1346 福岡市南区 老司５－２８－２  092-565-0951

塩　原 塩原学園 (学)：幼 815-0032 福岡市南区 塩原２－４－３０  092-541-1547

福岡音楽学院附属 福岡音楽学院 (学)：幼 815-0071 福岡市南区 平和１－２３－２９  092-521-1861

香蘭女子短期大学附属香
蘭

山内学園 (学)：短 811-1311 福岡市南区 横手１－１２－３５  092-571-3441

清　星 清原学園 (学)：幼 811-1344 福岡市南区 三宅１－１７－１２  092-541-6820

宮　竹 麻生学園 (学)：小 811-1302 福岡市南区 井尻２－３－１４  092-571-4165

曰　佐 麻生学園 (学)：小 811-1313 福岡市南区 曰佐１－２６－１２  092-571-4148

みやこ 都築学園 (学)：大 815-0032 福岡市南区 塩原３－８－２１  092-541-6901

花　畑 なぎの学園 (学)：幼 811-1356 福岡市南区 花畑２－４８－３１  092-566-7788

長　丘 武末学園 (学)：幼 815-0075 福岡市南区 長丘２－２３－１０  092-511-1550

桧原こひつじ 西花畑学園 (学)：幼 811-1355 福岡市南区 桧原２－４０－１  092-512-1368

野　間 野間学園 (学)：幼 815-0041 福岡市南区 野間４－１９－２１  092-541-5057

あすなろ 柿迫学園 (学)：幼 811-1323 福岡市南区 弥永２－１３－７  092-571-2400

柏　原 明倫学園 (学)：幼 811-1353 福岡市南区 柏原１－１２－１５  092-566-3111

筑紫丘 梅光学園 (学)：幼 815-0048 福岡市南区 若久団地４２  092-551-1090

南福岡 麻生文教学園 (学)：幼 811-1346 福岡市南区 老司３－２８－１  092-565-0956
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みどりがおか 大里学園 (学)：幼 811-1364 福岡市南区 中尾１－３２－３２  092-541-0350

若　久 三浦学園 (学)：幼 815-0042 福岡市南区 若久１－２２－７  092-542-0415

ながずみ けやきの木学園 (学)：幼 811-1362 福岡市南区 長住２－１６－２８  092-551-0884

聖心ウルスラ ｶﾄﾘｯｸ聖心ｳﾙｽﾗ (学)：幼 815-0032 福岡市南区 塩原４－２５－２０  092-541-2428

ｶﾄﾘｯｸ聖クララ 福岡聖マリア学園 (学)：幼 815-0082 福岡市南区 大楠２－７－１０  092-531-5798

正法寺ルンビニー 正法寺 (宗) 811-1311 福岡市南区 横手３－２０－１７  092-591-1342

高宮カトリック ｶﾄﾘｯｸ福岡司教区 (宗) 815-0083 福岡市南区 高宮２－７－１２  092-531-0972

大　橋 石内　ハルコ (個) 815-0033 福岡市南区 大橋３－８－２２  092-541-3072

〔福岡市城南区〕

中村学園大学付属あさひ 中村学園 (学)：大 814-0105 福岡市城南区 城西団地９－１  092-831-6291

城　南 久保学園 (学)：幼 814-0133 福岡市城南区 七隈１－１３－６２  092-821-6837

福岡小鳩 正村学園 (学)：幼 814-0132 福岡市城南区 長尾５－１０－６  092-871-2132

油　山 福岡椿学園 (学)：幼 814-0155 福岡市城南区 東油山４－３－１３  092-863-6221

茶　山 コスモス城南学園 (学)：幼 814-0104 福岡市城南区 別府６－１４－４４  092-851-5916

別府団地 龍南学園 (学)：幼 814-0106 福岡市城南区 別府団地１７－１  092-851-7284

慶　光 篠田学園 (学)：幼 814-0153 福岡市城南区 樋井川２－１１－２７  092-801-6666

きりん やなぎ学園 (学)：幼 814-0112 福岡市城南区 友丘４－１－３２  092-871-0366

かなやま 筑風学園 (学)：幼 814-0114 福岡市城南区 金山団地２３  092-871-1463

別　府 高田　裕三 (個) 814-0104 福岡市城南区 別府２－９－２１  092-821-1851

ダリヤ 井上　舒之 (個) 814-0142 福岡市城南区 片江５－４－１８  092-871-4519

福　岡 野口　利里 (個) 814-0122 福岡市城南区 友泉亭１８－１２  092-761-2566

〔福岡市早良区〕

さわらサクラ 都築学園 (学)：大 814-0176 福岡市早良区 四箇田団地６－１  092-811-4950

早　良 久保学園 (学)：幼 814-0171 福岡市早良区 野芥８－３３－２３  092-804-5252

弥　生 弥生幼稚園 (学)：幼 814-0014 福岡市早良区 弥生２－３－１２  092-821-6157

むろずみ 都築第一学園 (学)：大 814-0035 福岡市早良区 室住団地４８－１  092-831-8463

星の原 龍南学園 (学)：幼 814-0162 福岡市早良区 星の原団地６７－１  092-801-2600

紅　葉 福岡幼児学園 (学)：幼 814-0175 福岡市早良区 田村６－２１－７  092-801-7916

原 原幼稚園 (学)：幼 814-0022 福岡市早良区 原２－１３－１１  092-821-6712

たぐま 啓愛学園 (学)：幼 814-0165 福岡市早良区 次郎丸４－８－１２  092-861-2156

西　南 西南幼稚園 (学)：幼 814-0002 福岡市早良区 西新７－５－３５  092-821-7422

さつき 福岡自然学園 (学)：幼 814-0173 福岡市早良区 西油山１５４  092-864-5550

はらきた 松栄学園 (学)：幼 814-0031 福岡市早良区 南庄５－３－１  092-843-9522

セント・メリー 葛西学園 (学)：幼 814-0163 福岡市早良区 干隈５－１－５  092-871-6646

西福岡 麻生文教学園 (学)：幼 814-0165 福岡市早良区 次郎丸２－２１－３３  092-801-1229

あかし あかし学園 (学)：幼 814-0021 福岡市早良区 荒江３－２３－１２  092-821-1693

大　原 大原幼稚園 (学)：幼 814-0023 福岡市早良区 原団地１－１  092-831-4157

ありた 松愛学園 (学)：幼 814-0033 福岡市早良区 有田２－１０－２０  092-844-1166

高　取 高取幼稚園 (学)：幼 814-0012 福岡市早良区 昭代２－８－３３  092-821-1527

飯　倉 飯倉学園 (学)：幼 814-0161 福岡市早良区 飯倉４－１９－５  092-871-5593

西新カトリック ｶﾄﾘｯｸ福岡司教区 (宗) 814-0003 福岡市早良区 城西３－１４－１  092-851-9625

室　見 小林　孝雄 (個) 814-0015 福岡市早良区 室見１－１３－１６  092-851-9834

〔福岡市西区〕

下山門 麻生学園 (学)：小 819-0052 福岡市西区 下山門４－１６－５  092-891-7421

藤ヶ丘 麻生学園 (学)：小 819-0038 福岡市西区 羽根戸２７６  092-811-7244

中村学園大学附属壱岐 中村学園 (学)：大 819-0043 福岡市西区 野方２－１４－４３  092-811-6831

元　岡 元岡学園 (学)：幼 819-0385 福岡市西区 元岡２７９１  092-806-2555

あたごはま さわら学園 (学)：幼 819-0002 福岡市西区 姪の浜２－２７－３８  092-891-1741

ときわ 小出学園 (学)：幼 819-0002 福岡市西区 姪の浜４－３－１８  092-881-0471

ゆきぞの 西福岡学園 (学)：幼 819-0375 福岡市西区 徳永４３１－２２  092-806-0763

周船寺 信愛学園 (学)：幼 819-0373 福岡市西区 周船寺１－８－６  092-806-1255

周船寺第二 信愛学園 (学)：幼 819-0375 福岡市西区 大字徳永１１２４  092-807-1277

まつばら 松原学園 (学)：幼 819-0167 福岡市西区 今宿１－２５－３  092-806-0230

福岡女子短期大学付属野
方

九州学園 (学)：大 819-0042 福岡市西区 壱岐団地７５－１  092-811-3585

西　陵 麻生文教学園 (学)：幼 819-0041 福岡市西区 拾六町４－２８－３  092-881-6300

福岡いずみ いのうえ学園 (学)：幼 819-0022 福岡市西区 福重１－４－２０  092-881-1452

福岡ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｱｲｽｸｰﾙ 翔英学園 (学)：幼 819-0041 福岡市西区 拾六町１－１５－５  092-892-8155

アソカの森 法林学園 (学)：幼 819-0371 福岡市西区 飯氏６９５  092-807-5793

〔朝倉市〕

甘木双葉 英光学園　　　　　　 (学)：幼 838-0055 朝倉市 下浦５２２  0946-23-8236

大　福 大福幼稚園　　　　　 (学)：幼 838-1316 朝倉市 大庭３６６２－１  0946-52-2504

宮　野 宮野幼稚園　　　　　 (学)：幼 838-1304 朝倉市 須川３２５９－１  0946-52-2500

甘　木 六和会学園 (学)：幼 838-0068 朝倉市 甘木９４４－３７  0946-22-2439

甘木聖和
日本福音ルーテル甘木
教会

(宗) 838-0068 朝倉市 甘木１８６１－１  0946-22-3400

〔筑紫野市〕

筑紫野中央 淡窓学園 (学)：幼 818-0041 筑紫野市 上古賀３－１３－１  092-924-6909
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だいいち 都築育英学園 (学)：大 818-0056 筑紫野市 二日市北３－４－１  092-922-5125

みかさの 御笠学園 (学)：幼 818-0011 筑紫野市 阿志岐３０８－２  092-925-8160

いしざき 御笠学園 (学)：幼 818-0068 筑紫野市 石崎２－１２－２８  092-922-2540

美しが丘 御笠学園 (学)：幼 818-0034 筑紫野市 美しが丘南１－１１－１  092-926-3876

筑紫野 淡窓学園 (学)：幼 818-0025 筑紫野市 筑紫６２６  092-926-3288

サルナートの森 金乃井学園 (学)：幼 818-0036 筑紫野市 光が丘２丁目２－１ 092-926-2191

〔春日市〕

森の木 白水学園 (学)：幼 816-0851 春日市 昇町２－８５  092-592-3977

くすの木 白水学園 (学)：幼 816-0823 春日市 若葉台西６－１０３  092-571-0254

もみの木 白水学園 (学)：幼 816-0844 春日市 上白水５－３４  092-582-4292

春　日 春日区学園 (学)：幼 816-0814 春日市 春日３－４２  092-501-3425

須　玖 無量寺学園 (学)：幼 816-0864 春日市 須玖北８－５６  092-582-9830

春日小鳩 冨永学園 (学)：幼 816-0861 春日市 岡本１－８６  092-581-5905

宝 清光学園 (学)：幼 816-0807 春日市 宝町４－１４－１  092-591-2414

泉ヶ丘 清洋学園 (学)：幼 816-0853 春日市 泉２－２  092-574-4154

恵　星
日本バプテスト春日原
キリスト教会

(宗) 816-0802 春日市 春日原北町４－２３  092-501-7635

〔大野城市〕

橘学園大野南 橘学園 (学)：高 816-0955 大野城市 上大利１－８－１  092-596-0160

南ヶ丘 筑水学園 (学)：幼 816-0964 大野城市 南ヶ丘５－１９－１  092-596-2974

南ヶ丘第二 筑水学園 (学)：幼 816-0953 大野城市 旭ヶ丘２－４－１０  092-596-2907

みかさ 大野山学園 (学)：幼 816-0921 大野城市 仲畑４－２３－２０  092-591-2413

月の浦 筑水学園 (学)：幼 816-0983 大野城市 月の浦３－２３－１  092-595-2580

日和香 髙野　博子 (個) 816-0952 大野城市 下大利１－５－２１  092-581-8702

〔宗像市〕

博多のびっこ 博多学園 (学)：高 811-3425 宗像市 日の里７－１８－１  0940-36-7473

浄徳寺 浄徳学園 (学)：幼 811-3414 宗像市 光岡６８６  0940-36-2534

日の里 松栄学園 (学)：幼 811-3425 宗像市 日の里２－３  0940-36-0056

東郷信愛 信愛学園 (学)：幼 811-3431 宗像市 田熊５丁目８番５号  0940-36-1137

赤間くるみ 秋山学園 (学)：幼 811-4154 宗像市 冨地原１０７５－１  0940-33-3501

玄海ゆりの樹 高杉学園 (学)：幼 811-3513 宗像市 上八１９７４  0940-62-3836

〔太宰府市〕

たかお 御笠学園 (学)：幼 818-0122 太宰府市 高雄２－３７８１  092-924-3153

水　城 伊藤学園 (学)：幼 818-0133 太宰府市 坂本３－５－１  092-925-6311

太宰府天満宮 太宰府天満宮学園 (学)：幼 818-0117 太宰府市 宰府４－７－５  092-924-0223

二日市カトリック 福岡聖マリア学園 (学)：幼 818-0103 太宰府市 朱雀４－１４－２  092-924-5100

都府樓少子部 岡田　栄資 (個) 818-0135 太宰府市 向佐野８１  092-922-3313

〔糸島市〕

瑠　璃 瑠璃学園 (学)：幼 819-1105 糸島市 潤３丁目２２－３３  092-322-3666

笹　山 糸島学園 (学)：幼 819-1138 糸島市 前原駅南２－３－１８  092-322-2144

二丈はこべ はこべ学園 (学)：幼 819-1601 糸島市 二丈深江６０２－４８  092-325-1669

福　吉 大村学園 (学)：幼 819-1641 糸島市 二丈吉井３５０９－３  092-326-5300

可　也 志摩学園 (学)：幼 819-1311 糸島市 志摩津和崎８７  092-327-0121

アソカ 法林学園 (学)：幼 819-1119 糸島市 前原東３－１－１  092-322-2392

曽　根 西福岡学園 (学)：幼 819-1562 糸島市 井田６８２－１  092-324-2811

前　原 日本ｷﾘｽﾄ教団前原教会 (宗) 819-1117 糸島市 前原西４－５－２５  092-322-2676

〔古賀市〕

暁の星 暁の星学園 (学)：幼 811-3112 古賀市 花見東２－２３－１  092-944-1151

花鶴丘 すすき学園 (学)：幼 811-3104 古賀市 花鶴丘１－２３  092-944-1023

天　照 伊豆学園 (学)：幼 811-3114 古賀市 舞の里１－１３－２  092-942-6744

やまびこ すすき学園 (学)：幼 811-3123 古賀市 米多比１１１１ー１ 092-946-3388

〔福津市〕

若木台 松栄学園 (学)：幼 811-3221 福津市 若木台４－４－１４  0940-43-0663

しらぎく 塩川学園 (学)：幼 811-3208 福津市 福間駅東３－４－１  0940-42-0545

光　明 寳晃学園 (学)：幼 811-3304 福津市 津屋崎７丁目１２－１  0940-52-1109

聖　愛 聖愛学園 (学)：幼 811-3311 福津市 宮司浜３－１４－２  0940-52-0039

光明の郷 寳晃学園 (学)：幼 811-3205 福津市 内殿６０８番４ 0940-43-1114

〔那珂川市〕

香蘭女子短期大学附属那
珂川第二

山内学園 (学)：短 811-1252 那珂川市 五郎丸３丁目１７－１  092-953-0222

〔糟屋郡〕

宇　美 小林学園 (学)：幼 811-2107 糟屋郡宇美町 とびたけ４－１－３  092-933-0970

三　葉 小林学園 (学)：幼 811-2101 糟屋郡宇美町 宇美３－６－２６  092-932-0512

博多第二 博多学園 (学)：高 811-2106 糟屋郡宇美町 ひばりが丘１－１－１０  092-934-1001

和田 田名橋学園 (学)：幼 811-2414 糟屋郡篠栗町 和田３丁目６番１号 092-947-7590

博多第一 博多学園 (学)：高 811-2201 糟屋郡志免町 桜丘１－２８ー１  092-936-0200

志　免 山崎学園 (学)：幼 811-2202 糟屋郡志免町 志免１－２２－１  092-935-8805

志免中央 山崎学園 (学)：幼 811-2245 糟屋郡志免町 片峰１丁目８－１  092-935-2015

3/7



 Ｒ４年度　私立幼稚園名簿

  幼　稚　園　名   設  置  者  名 区分 〒 所在地１ 所在地２ 電話番号 備考

認定こども園洞清寺あか
つき

光摂学園 (学)：幼 811-2208 糟屋郡志免町 大字吉原５２９－１  092-935-3723

博多東 博多学園 (学)：高 811-0121 糟屋郡新宮町 美咲２－１７－１  092-962-0321

〔朝倉郡〕

中津屋 植木学園　　　　　　 (学)：幼 838-0225 朝倉郡筑前町 石櫃１６０  0946-42-2039

みなみ 三輪学園　　　　　　 (学)：幼 838-0815 朝倉郡筑前町 野町１４１０  0946-22-5301

城　北 浄満寺 (宗) 838-0211 朝倉郡筑前町 下高場２２２３  0946-42-2238

夜　須 教覚寺 (宗) 838-0214 朝倉郡筑前町 東小田１８６４  0946-42-5199

〔北九州市門司区〕

敬　愛 鎮西敬愛学園 (学)：高 800-0035 北九州市門司区 別院６－１  093-371-2267

門司瞳 豊国学園 (学)：高 800-0025 北九州市門司区 柳町４－５－１ 093-371-3030

門司こばと 大浦学園 (学)：幼 800-0055 北九州市門司区 東新町１－９－２１  093-381-1812

西門司 井上学園 (学)：幼 800-0054 北九州市門司区 社ノ木１－１４－８  093-381-0128

あけぼの 曙学園 (学)：幼 800-0102 北九州市門司区 猿喰古新地下939-13  093-481-1123

愛　光 愛光学園 (学)：幼 801-0864 北九州市門司区 老松町１２－３  093-321-3374

東郷瞳 豊国学園 (学)：高 801-0802 北九州市門司区 白野江１－１８－７  093-341-0409

日の丸 西田学園 (学)：幼 800-0024 北九州市門司区 大里戸ノ上２－３－３７ 093-381-6565

門司聖母 福岡カトリック学園 (学)：幼 800-0035 北九州市門司区 別院１－２１  093-381-0317

門　司
日本福音ルーテル門司
教会

(宗) 801-0872 北九州市門司区 谷町１－８－３  093-321-0800 休園

幸 桐原　恩恵 (個) 801-0864 北九州市門司区 老松町７－３  093-321-1420

〔北九州市小倉北区〕

東筑紫短期大学附属 東筑紫学園 (学)：短 803-8511 北九州市小倉北区 下到津５－３－１４  093-561-2133

西南女学院大学短期大学
部附属シオン山

西南女学院 (学)：大 803-0835 北九州市小倉北区 井堀１－３－４  093-583-5902

聖ヶ丘 円応寺学園 (学)：幼 803-0841 北九州市小倉北区 清水４－５－１  093-581-5000

天　心 仁科学園 (学)：幼 803-0841 北九州市小倉北区 清水２－７－１  093-561-3967

あかつき 浄暁学園 (学)：幼 802-0071 北九州市小倉北区 黄金２丁目８－３１  093-921-2337

木　町 歓喜山学園 (学)：幼 803-0815 北九州市小倉北区 原町２－７－６  093-561-4067

富　野 富野学園 (学)：幼 802-0023 北九州市小倉北区 下富野３－５－６  093-521-5100

霧ヶ丘 真観学園 (学)：幼 802-0052 北九州市小倉北区 霧ヶ丘１－１－１３  093-931-2901

あおば あおば学園 (学)：幼 802-0022 北九州市小倉北区 上富野３－９－３２  093-521-9050

栄　美 廣常学園 (学)：幼 802-0022 北九州市小倉北区 上富野３－１７－１０  093-521-3862

森　林 円通学園 (学)：幼 802-0041 北九州市小倉北区 妙見町１－３２  093-931-1454

いづみ いづみ学園 (学)：幼 802-0061 北九州市小倉北区 三郎丸３－１０－３６  093-922-6656

光沢寺中井 晴光学園 (学)：幼 803-0836 北九州市小倉北区 中井２－１７－３６  093-561-1754

小倉カトリック ｶﾄﾘｯｸ福岡司教区 (宗) 802-0075 北九州市小倉北区 昭和町１４－７  093-921-3860

おひさま 玉水　聡明 (個) 803-0818 北九州市小倉北区 堅町１－２－１３  093-561-3919

〔北九州市小倉南区〕

小倉瞳 豊国学園 (学)：高 800-0244 北九州市小倉南区 上貫３－４－３９  093-471-3274

でんき ぜんりょう学園 (学)：幼 802-0814 北九州市小倉南区 蜷田若園１－２－２４  093-962-6673

徳力団地 黒木学園 (学)：幼 802-0975 北九州市小倉南区 徳力団地１－２  093-962-2465

曽根ひかり ひかり学園 (学)：幼 800-0222 北九州市小倉南区 中曽根１－７－１  093-471-2365

志　徳 村端学園 (学)：幼 802-0974 北九州市小倉南区 徳力４－２６－１０  093-961-1948

志　井 村端学園 (学)：幼 802-0985 北九州市小倉南区 志井６－１９－１  093-963-1007

フレンズ 育徳学園 (学)：幼 800-0224 北九州市小倉南区 東貫１－１５－３  093-471-5922

くさみ 恵光学園 (学)：幼 800-0232 北九州市小倉南区 朽網東３－２－１０  093-472-1497

星和台 星和台学園 (学)：幼 802-0973 北九州市小倉南区 星和台１－６－１  093-962-1913

山の手学院 徳力学園 (学)：幼 802-0979 北九州市小倉南区 徳力新町２－３－３２  093-963-3131

石　原 濱田学園 (学)：幼 803-0185 北九州市小倉南区 石原町１４６－１  093-453-2777

わしみね 多聞学園 (学)：幼 802-0978 北九州市小倉南区 蒲生２－８－６  093-962-2254

清　和 清麿学園 (学)：幼 800-0257 北九州市小倉南区 湯川３－３－３０  093-931-4540

長　行 田渕学園 (学)：幼 803-0272 北九州市小倉南区 長行西４－１２－１  093-452-1500

神　理 神理学園 (学)：幼 802-0974 北九州市小倉南区 徳力５－１０－１０  093-962-3126

むつみ むつみ学園 (学)：幼 800-0206 北九州市小倉南区 葛原東４丁目３－３８  093-471-7002

お宮の里 川江学園 (学)：幼 800-0208 北九州市小倉南区 沼本町４－１８－５  093-471-0059

吉　田 ゆうゆう学園 (学)：幼 800-0201 北九州市小倉南区 上吉田２－１８－３３  093-471-7062

こども園きっずこくらみ
なみ

こども園きっずこくら
みなみ

(学)：幼 802-0976 北九州市小倉南区 南方３－２３－５ 093-961-2253

〔北九州市若松区〕

光　貞 福原啓明学園 (学)：幼 808-0137 北九州市若松区 ひびきの南１－７－１０２  093-603-7711

行　学 行学学園 (学)：幼 808-0134 北九州市若松区 乙丸７７０－１  093-741-1710

小　石 小川学園 (学)：幼 808-0042 北九州市若松区 棚田町１１－２８  093-761-3404

浜　町 田原学園 (学)：幼 808-0023 北九州市若松区 北浜１－１－２５  093-771-2230

顕照寺朝日ヶ丘 顕照寺学園 (学)：幼 808-0112 北九州市若松区 頓田５９４－４  093-791-3737

高　須 副島学園 (学)：幼 808-0144 北九州市若松区 高須東４－１２－４０  093-741-6003

日　吉 伊高学園 (学)：幼 808-0102 北九州市若松区 東二島２－１６－６  093-791-0067

精　華 百華学園 (学)：幼 808-0063 北九州市若松区 和田町１３-１２  093-761-0729

若松青葉 行学学園 (学)：幼 808-0143 北九州市若松区 青葉台西１－３－１  093-742-1077

神　愛 若松神愛学園 (学)：幼 808-0014 北九州市若松区 栄盛川町９－１  093-761-4572
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若松天使園 ｶﾄﾘｯｸ福岡司教区 (宗) 808-0035 北九州市若松区 白山１－９－５０  093-751-2487

〔北九州市八幡東区〕

高　見 高見学園 (学)：幼 805-0012 北九州市八幡東区 川淵町３－２３  093-651-4246

小　鳩 小鳩幼稚園 (学)：幼 805-0002 北九州市八幡東区 枝光４－１０－１  093-671-3708

華　頂 華頂学園 (学)：幼 805-0050 北九州市八幡東区 春の町３－２－２  093-662-4318

済世第一 済世学園 (学)：幼 805-0069 北九州市八幡東区 前田３－４－６  093-671-2192

尾　倉 淺野学園 (学)：幼 805-0059 北九州市八幡東区 尾倉３－８－２  093-671-3319

槻田くるみ 中島学園 (学)：幼 805-0035 北九州市八幡東区 山路２－１１－２７  093-651-0201

乳　山 三島学園 (学)：幼 805-0048 北九州市八幡東区 大蔵２－１８－８  093-651-5981

八幡カトリック ｶﾄﾘｯｸ福岡司教区 (宗) 805-0011 北九州市八幡東区 八王寺町１－４０  093-652-1006

〔北九州市八幡西区〕

あかね 光陵学園 (学)：幼 807-1125 北九州市八幡西区 池田２－３－２７  093-617-0262

本城西 本城学園 (学)：幼 807-0801 北九州市八幡西区 本城１－１５－２  093-603-3753

本城東 本城学園 (学)：幼 807-0815 北九州市八幡西区 本城東１－１８－１５  093-602-7617

愛　真 折尾愛真学園 (学)：短 807-0866 北九州市八幡西区 日吉台１－１－２５  093-601-2374

青　山 青山学園 (学)：幼 806-0059 北九州市八幡西区 萩原３－７－１  093-642-4713

九州女子大学附属折尾 福原学園 (学)：大 807-0834 北九州市八幡西区 北鷹見町５－１０  093-691-0540

九州女子大学附属自由ヶ
丘

福原学園 (学)：大 807-0867 北九州市八幡西区 自由ヶ丘２－１  093-691-0145

浅　川 福岡育英学園 (学)：幼 807-0873 北九州市八幡西区 藤原３－１９－１  093-603-2747

こみね 谷川学園 (学)：幼 807-0082 北九州市八幡西区 小嶺台１－３－３０  093-611-2723

八幡みなみ 石井学園 (学)：幼 807-0851 北九州市八幡西区 永犬丸５－１０－３５  093-691-3751

こじか 末益学園 (学)：幼 806-0055 北九州市八幡西区 幸神４－１－９  093-631-7300

成　松 成松学園 (学)：幼 806-0013 北九州市八幡西区 清納２－３－２１  093-671-3711

緑ヶ丘第二 緑ヶ丘学園 (学)：幼 806-0044 北九州市八幡西区 相生町１１－５  093-631-3939

上津役 真観学園 (学)：幼 807-0072 北九州市八幡西区 上上津役４－１８－７  093-611-2779

下上津役 真観学園 (学)：幼 806-0075 北九州市八幡西区 下上津役１－６－２  093-611-1274

第二文化 北九州文化学園 (学)：幼 807-0841 北九州市八幡西区 的場町２０－１２  093-611-1436

済世第二 済世学園 (学)：幼 806-0055 北九州市八幡西区 幸神３－８－８  093-631-5087

穴　生 秋吉学園 (学)：幼 806-0049 北九州市八幡西区 穴生１－１０－２２  093-631-5874

楠　橋 西照学園 (学)：幼 807-1146 北九州市八幡西区 楠橋下方１－１－１３  093-617-0166

緑ヶ丘 モン・カルカ学園 (学)：幼 807-0071 北九州市八幡西区 上の原２－４－３７  093-611-0530

聖ヨゼフ 聖ヨゼフ学園 (学)：幼 806-0030 北九州市八幡西区 山寺町１２－５６  093-621-4851

こみね星ヶ丘 谷川学園 (学)：幼 807-1265 北九州市八幡西区 笹田９３３－５  093-618-1571

〔北九州市戸畑区〕

第二明泉寺 鳥井学園 (学)：幼 804-0032 北九州市戸畑区 西大谷１－９－５２  093-871-7701

宝福寺 藤祥山学園 (学)：幼 804-0011 北九州市戸畑区 中原西１－３－２３  093-871-4195

明泉寺 鳥井学園 (学)：幼 804-0063 北九州市戸畑区 正津町１－９  093-871-3267

戸畑天使 ｶﾄﾘｯｸ福岡司教区 (宗) 804-0081 北九州市戸畑区 千防１－１１－２２  093-871-7069

教学寺 教学寺 (宗) 804-0082 北九州市戸畑区 新池２－１０－１  093-871-4213

〔行橋市〕

きらきら星 黒田学園 (学)：幼 824-0037 行橋市 矢留８１０  0930-23-6964

みずほ 城戸学園 (学)：幼 824-0001 行橋市 行事３－１１－１６  0930-24-4593

もんじゅ 瑞聖学園 (学)：幼 824-0015 行橋市 元永７２１  0930-24-0355

第二もんじゅ 瑞聖学園 (学)：幼 824-0067 行橋市 大字二塚８３６－２  0930-24-5538

野　菊 椋本学園 (学)：幼 824-0026 行橋市 道場寺林山６４１  0930-24-7275

行橋カトリック 福岡カトリック学園 (学)：幼 824-0006 行橋市 門樋町８－５  0930-22-0807

〔豊前市〕

豊　前 矢倉学園 (学)：幼 828-0027 豊前市 赤熊駄渡１０２０  0979-82-4141

〔中間市〕

緑ヶ丘第三 緑ヶ丘学園 (学)：幼 809-0038 中間市 浄花町２１－１  093-244-2487

明願寺 明願寺学園 (学)：幼 809-0034 中間市 中間４－８－２  093-245-0419

中間東 中間東学園 (学)：幼 809-0023 中間市 扇ヶ浦２丁目２２－１  093-245-0968

中間南 中間東学園 (学)：幼 809-0018 中間市 通谷５－２－１  093-246-1258

中間中央 中間学園 (学)：幼 809-0030 中間市 中央４丁目８－２８  093-244-1530

は　ぶ 埴生学園 (学)：幼 809-0001 中間市 垣生４２３  093-245-0519

〔遠賀郡〕

芦屋中央 芦屋学園 (学)：幼 807-0122 遠賀郡芦屋町 高浜町１－７  093-222-0327

愛　生 愛生学園 (学)：幼 807-0102 遠賀郡芦屋町 西浜町４－１９  093-223-0358

水巻聖母 ｶﾄﾘｯｸ福岡司教区 (宗) 807-0025 遠賀郡水巻町 頃末南１－３５－３  093-201-9559

岡垣第一 岡垣第一幼稚学園 (学)：幼 811-4228 遠賀郡岡垣町 東松原１－１５－２  093-282-0235

岡垣中央 岡垣学園 (学)：幼 811-4242 遠賀郡岡垣町 吉木西１－１－１５  093-282-0247

遠賀中央 遠賀学園 (学)：幼 811-4333 遠賀郡遠賀町 島門３－１  093-293-0097

〔京都郡〕

北九州保育福祉専門学校
附属苅田

戸早学園 (学)：幼 800-0343 京都郡苅田町 上片島１５７５  0930-23-3348

苅田みどり 高城学園 (学)：幼 800-0345 京都郡苅田町 小波瀬１－４－５  0930-23-0333

苅田第一 和田学園 (学)：幼 800-0361 京都郡苅田町 神田町２－３４－１４  093-436-0013
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尾倉すみれ 和田　雄次郎 (個) 800-0353 京都郡苅田町 尾倉３２５７  093-436-1445

わくわくの木 あさひ学園 (学)：幼 824-0231 京都郡みやこ町 犀川本庄２１４  0930-42-0409

〔築上郡〕

椎田めぐみ 法剣学園 (学)：幼 829-0301 築上郡築上町 椎田１７０３  0930-56-0357

〔直方市〕

大　和 大和学院 (学)：幼 822-0002 直方市 頓野３８０８－１  0949-22-1820

頓　野 頓野学園 (学)：幼 822-0002 直方市 頓野字野添２１０４－５  0949-24-9513

下　境 下境学園 (学)：幼 822-0007 直方市 下境２１３４－５  0949-22-2185

西徳寺 西徳寺学園 (学)：幼 822-0034 直方市 山部５５３－１  0949-22-4891

浄福寺 浄福寺学園 (学)：幼 822-0001 直方市 感田８７９  0949-26-6866

直方セントポール 筑豊聖公学園 (学)：幼 822-0001 直方市 感田３５００ー２  0949-26-6007

新　入 青柳学園 (学)：幼 822-0032 直方市 下新入１５７１－２  0949-22-4805

清光寺 清和学園 (学)：幼 822-0011 直方市 中泉９１  0949-24-3281

〔飯塚市〕

近畿大学九州短期大学附
属

近畿大学 (学)：大 820-8513 飯塚市 菰田東１－５－３０  0948-22-8640

ひまわり 飯塚学園 (学)：高 820-0068 飯塚市 片島２－２０－２２  0948-22-3060

愛　宕 嶋田学園 (学)：高 820-0001 飯塚市 鯰田市の間２５７８－４０  0948-24-4635

穂　波 斧山学園 (学)：幼 820-0071 飯塚市 忠隈５０－６８  0948-22-4138

了専寺白菊 了専寺学園 (学)：幼 820-0089 飯塚市 小正９３  0948-24-7486

いぎすれんげ 安楽寺学園 (学)：幼 820-0053 飯塚市 伊岐須６７７－３  0948-28-8177

飯塚聖母 ｶﾄﾘｯｸ福岡司教区 (宗) 820-0004 飯塚市 新立岩１－１１  0948-22-0811

桜ヶ丘 阿部学園 (学)：幼 820-0016 飯塚市 菰田東２－３－１５  0948-22-6532

和　光 明正寺 (宗) 820-0042 飯塚市 本町２０－９  0948-25-0793

〔田川市〕

田川カトリック 福岡カトリック学園 (学)：幼 826-0023 田川市 上本町９－６  0947-42-2514

〔嘉麻市〕

いなつきれんげ 安楽寺学園 (学)：幼 820-0201 嘉麻市 漆生２３０３－１  0948-42-6139

稲築中央 深見学園 (学)：幼 820-0203 嘉麻市 平１３５４－３  0948-42-0667

碓井ひかり 吉積学園 (学)：幼 820-0501 嘉麻市 飯田３０８－１  0948-62-2432

みのり 溝口学園 (学)：幼 821-0012 嘉麻市 上山田４２７  0948-53-3282

長円寺日の丸 長円寺学園 (学)：幼 821-0012 嘉麻市 上山田４０４－２４  0948-52-1565 休園

大隈ふたば 城　吉也 (個) 820-0302 嘉麻市 大隈町１９５７－１  0948-57-3800 休園

〔鞍手郡〕

九州女子大附属鞍手 福原学園 (学)：大 807-1313 鞍手郡鞍手町 大字新北１１１１  0949-42-0185

〔田川郡〕

宮　城 宮城学園 (学)：幼 824-0602 田川郡添田町 添田１３５３－２  0947-82-2210

ひらばる 辰島学園 (学)：幼 822-1201 田川郡福智町 金田２７５－１５４  0947-22-5622

〔大牟田市〕

大牟田たちばな 宮崎学園　　　　　　 (学)：幼 837-0911 大牟田市 橘５６９－３  0944-58-0435

大　鳥 福富学園　　　　　　 (学)：幼 836-0056 大牟田市 姫島町３６－８  0944-53-6626 休園

光の子 大牟田ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ学園 (学)：幼 836-0044 大牟田市 古町１－３  0944-54-3285

銀　水 銀水学園　　　　　　 (学)：幼 837-0916 大牟田市 田隈５０７  0944-52-7334

高取聖マリア 大牟田聖ﾏﾘｱ学園 (学)：幼 837-0924 大牟田市 歴木７３５－１  0944-53-5350

たから たから学園 (学)：幼 836-0861 大牟田市 宝坂町１－６３  0944-52-8661

はやめ 報徳学園 (学)：幼 836-0872 大牟田市 黄金町１－４０６  0944-53-4330

めぐみ 恵和学園 (学)：幼 836-0845 大牟田市 正山町９  0944-52-3198

明　治 阿津坂学園 (学)：幼 836-0013 大牟田市 中町２－３－３  0944-52-5325

白　川 池田学園 (学)：幼 837-0927 大牟田市 中白川町２－１－２１  0944-56-5601

吉野天使 ｶﾄﾘｯｸ福岡司教区 (宗) 837-0904 大牟田市 吉野１９６０  0944-58-0032

天　使 ｶﾄﾘｯｸ福岡司教区 (宗) 836-0842 大牟田市 有明町２－２－１２  0944-55-1048

〔久留米市〕

正　進 森山学園　　　　　　 (学)：幼 830-0061 久留米市 津福今町４７１－１０  0942-35-8732

久留米純心 田中学園　　　　　　 (学)：幼 839-0814 久留米市 山川追分１－１２－３０  0942-44-5600

久留米 葛西学園　　　　　　 (学)：幼 830-0027 久留米市 長門石４－１０－３  0942-38-8649

久留米天使 九州聖公学園　　　　 (学)：幼 839-0862 久留米市 野中町１２７９  0942-38-5448

大善寺 一隅学園 (学)：幼 830-0073 久留米市 大善寺町宮本７９１  0942-27-3600

久留米あかつき 藤田学園　　　　　　 (学)：幼 830-0003 久留米市 東櫛原町１９１４  0942-35-8682

久留米信愛 久留米信愛 (学)：短 839-8508 久留米市 御井町２２７８－１  0942-43-4531

国　分 国分学園　　　　　　 (学)：幼 839-0863 久留米市 国分町２１５  0942-21-7308

ランビニ ランビニ学園　　　　 (学)：幼 839-0824 久留米市
善導寺町飯田北屋敷６８３－
１

 0942-47-1224

久留米ふたば 久留米学園 (学)：高 839-0801 久留米市 宮ノ陣町４－１１－３６  0942-32-6458

荘　島 慈恩学園　　　　　　 (学)：幼 830-0045 久留米市 小頭町４－２  0942-34-0810

高良内 野村学園　　　　　　 (学)：幼 839-0852 久留米市 高良内町１２２６  0942-43-7818

城島すみれ 岩永学園　　　　　　 (学)：幼 830-0206 久留米市 城島町六町原８１２－１  0942-62-6212

巨瀬川 光琳学園　　　　　　 (学)：幼 839-1233 久留米市 田主丸町田主丸７４３－５  0943-73-3066

聖　使 聖使学園　　　　　　 (学)：幼 830-0023 久留米市 中央町３０－５  0942-32-4971
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敬愛文化 敬愛学園　　　　　　 (学)：幼 830-0226 久留米市 城島町西青木５８２－１  0942-62-6161

大　谷 久留米大谷学園 (学)：幼 830-0038 久留米市 西町５４０－１  0942-32-3062

成田山 金子学園 (学)：幼 830-0052 久留米市 上津町１３８６－２２  0942-22-0911

聖　母 福岡カトリック学園 (学)：幼 830-0031 久留米市 六ツ門町２２－４３  0942-32-0832

津福今 津福今幼稚園 (学)：幼 830-0038 久留米市 西町１２１－８  0942-34-5731

日　善
日本福音ルーテル久留
米教会

(宗) 830-0017 久留米市 日吉町１６－３  0942-32-4037

〔柳川市〕

柳川みのり 大屋学園　　　　　　 (学)：幼 832-0087 柳川市 七ツ家４４７ー１  0944-72-8717 休園

ポッポ 真勝寺学園　　　　　 (学)：幼 832-0032 柳川市 新町５－１０  0944-73-2239

三橋大谷 西勝寺学園　　　　　 (学)：幼 832-0814 柳川市 三橋町垂見６０  0944-73-7380

豊原 崇樹学園 (学)：幼 839-0242 柳川市 大和町豊原１６－６  0944-76-4812

青　空 玉樹院 (宗) 832-0016 柳川市 蟹町３８－１  0944-72-4635 休園

〔八女市〕

ふじなみ 専勝寺学園　　　　　 (学)：幼 834-1216 八女市 黒木町桑原９７８－１  0943-42-3155

白百合 白百合学園　　　　　 (学)：幼 834-0025 八女市 祈祷院４０７  0943-22-3312

さいしょうじ 八女ﾙﾝﾋﾞﾆｰ学園　 (学)：幼 834-0031 八女市 本町５１９－５  0943-24-3412

つくし 大石学園　 (学)：幼 834-1102 八女市 上陽町北川内８１２  0943-54-2050

福　島 正福寺 (宗) 834-0031 八女市 本町３２３  0943-22-6500

〔筑後市〕

九州大谷 九州大谷学園　　　　 (学)：幼 833-0054 筑後市 蔵数字大谷４９６－２８  0942-53-9883

〔大川市〕

三　又 速行学園　 (学)：幼 831-0006 大川市 中古賀４２６－４  0944-87-1050

風浪宮しらさぎ 風浪宮学園 (学)：幼 831-0016 大川市 酒見７８０－１  0944-86-2759

一　木 善教寺学園 (学)：幼 831-0034 大川市 一木１１９８－１  0944-87-4813

若　津 さくら学園 (学)：幼 831-0005 大川市 向島２０９３－１  0944-86-3404

〔小郡市〕

三　井 大石学園　 (学)：幼 838-0111 小郡市 吹上字向野９９３－１  0942-72-6984

小郡カトリック 福岡カトリック学園 (学)：幼 838-0141 小郡市 小郡６３６－１  0942-72-8441

アスター 麻生学園 (学)：小 838-0107 小郡市 希みが丘５－６－１１  0942-75-1018

〔うきは市〕

吉　井 吉井幼稚園　　　　　 (学)：幼 839-1321 うきは市 吉井町１０８５－１  0943-75-3281

〔みやま市〕

瀬高大谷 大谷学園　　　　　　 (学)：幼 835-0024 みやま市 瀬高町下庄９７２  0944-63-7419

大　江 中山学園 (学)：幼 835-0019 みやま市 瀬高町大江１９１－２  0944-62-2855

山　川 佳峰学園 (学)：幼 835-0101 みやま市 山川町立山１８２－１１  0944-67-2462

〔三潴郡〕

大木光の子 若葉学園　　　　　　 (学)：幼 830-0416 三潴郡大木町 大字八町牟田４０２  0944-33-1060

〔八女郡〕

広　川 八女学院 (学)：高 834-0115 八女郡広川町 新代６１６  0943-32-4172

7/7


