
（一社）群馬県私立幼稚園・認定こども園協会 

求人情報問い合わせメール版 

各園の QR コードを読み取るとメーラーが起動しますので、下記入力方法をご覧になってご送信ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※諸事情で QR コードがない園もあります。 

（認）清心幼稚園 

電話 027-231-2415 

 

（認）わかくさ幼稚園 

電話 027-264-0600 

 

（認）群馬医療福祉大学附属認定こども園鈴蘭幼稚園 

電話 027-251-2180 

 

（認）共愛学園こども園 

電話 027-266-1010 

 
（認）明星幼稚園 

電話 027-223-0804 

 

（認）静和幼稚園 

電話 027-221-7452 

 

（認）いずみ幼稚園 

電話 027-261-0553 

 

（認）元総社幼稚園 

電話 027-251-2076 

 

§入力方法§ 

宛先には各園のメールアドレスが入力されています。 

件名には「問い合わせ票」が入力されています。 

本文には 

氏名：  

性別：  

年齢：  

養成校名（在学中の場合）：  

住所：     県      市郡町村  

メッセージ・（園との連絡方法について自由に書き込んでください） 

例１ 園の見学を希望します。 

例２ 採用に関する情報を教えていただけますでしょうか。 

例３ あらためてお電話させていただきます。  など 

と入力されています。必要事項を入力してご送信ください。 

◎文字化けしてしまう場合は文字化け部分を削除して、上記の例を参考にしながら入力してください。 



（一社）群馬県私立幼稚園・認定こども園協会 

求人情報問い合わせメール版 

各園の QR コードを読み取るとメーラーが起動しますので、必要事項を入力してご送信ください。 

※諸事情で QR コードがない園もあります。 

（認）しょうび第一幼稚園 

電話 027-231-1728 

 

（認）粕川幼稚園 

電話 027-285-3326 

 

（認）木の実幼稚園 

電話 027-285-4832 

 

（認）江木幼稚園 

電話 027-269-0809 

 
（認）敷島幼稚園 

電話 027-231-8494 

 

（認）富士見幼稚園 

電話 027-288-5995 

 

（認）二子山幼稚園 

電話 027-263-2233 

 

（認）いしい幼稚園 

電話 027-288-3531 

 
（認）大利根育英幼稚園 

電話 027-253-5460 

 

（認）第二あさひ幼稚園 

電話 027-232-2080 

 

（認）ひろせ幼稚園 

 

 

（認）明和幼稚園 

電話 027-269-7041 

 
たから幼稚園 

電話 027-233-0051 

 

（認）慈照幼稚園 

電話 027-268-2557 

 

（認）こまがた幼稚園 

電話 027-266-2335 

 

（認）桃瀬幼稚園 

電話 027-243-5977 

 



（一社）群馬県私立幼稚園・認定こども園協会 

求人情報問い合わせメール版 

各園の QR コードを読み取るとメーラーが起動しますので、必要事項を入力してご送信ください。 

※諸事情で QR コードがない園もあります。 

（認）元景幼稚園 

電話 027-253-2373 

 

（認）あさひ幼稚園 

電話 027-261-7731 

 

（認）ポケット幼稚園 

電話 027-288-3535 

 

（認）山王幼稚園 

電話 027-266-5120 

 
（認）清華幼稚園 

電話 027-268-1992 

 

（認）しょうび第二幼稚園 

電話 027-265-3596 

 

（認）みどり幼稚園 

電話 027-346-8787 

 

三山幼稚園 

電話 027-322-4869 

 
高崎天使幼稚園 

電話 027-346-5011 

 

（認）明徳幼稚園 

電話 027-322-6370 

 

さわらび幼稚園 

電話 027-374-2036 

 

清風幼稚園 

電話 027-373-0037 

 
（認）むつみ幼稚園 

電話 027-361-1989 

 

（認）中川幼稚園 

電話 027-362-4175 

 

（認）上武大学附属幼稚園 

電話 0274-42-1041 

 

城南幼稚園 

電話 027-323-4785 

 



（一社）群馬県私立幼稚園・認定こども園協会 

求人情報問い合わせメール版 

各園の QR コードを読み取るとメーラーが起動しますので、必要事項を入力してご送信ください。 

※諸事情で QR コードがない園もあります。 

（認）高崎商科大学佐藤幼稚園 

電話 027-323-9512 

 

すみれ幼稚園 

電話 027-322-8502 

 

（認）ぐんま幼稚園 

電話 027-373-0811 

 

（認）櫻丘幼稚園 

電話 027-326-2200 

 
高南幼稚園 

電話 027-346-6036 

 

高崎健康福祉大学附属幼稚園 

電話 027-352-3461 

 

（認）中居幼稚園 

電話 027-352-1721 

 

（認）八幡幼稚園 

電話 027-343-3908 

 
（認）こだま幼稚園 

電話 027-326-3055 

 

いちごばたけ幼稚園 

電話 027-371-5900 

 

（認）ひばり幼稚園 

電話 027-373-6579 

 

（認）国分寺幼稚園 

電話 027-373-7241 

 
（認）長野幼稚園 

電話 027-343-5233 

 

（認）東部文化幼稚園 

電話 027-361-0740 

 

（認）堤ケ丘幼稚園 

電話 027-372-0309 

 

榛名愛育幼稚園 

電話 027-374-1226 
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求人情報問い合わせメール版 

各園の QR コードを読み取るとメーラーが起動しますので、必要事項を入力してご送信ください。 

※諸事情で QR コードがない園もあります。 

（認）桐生大学附属幼稚園 

電話 0277-22-2720 

 

（認）樹徳幼稚園 

電話 0277-53-5571 

 

（認）白ゆり幼稚園 

電話 0277-74-8357 

 

（認）のびのびこども園 

電話 0277-74-1313 

 
（認）すぎの子幼稚園 

電話 0277-74-6656 

 

（認）慈教幼稚園 

電話 0270-24-7700 

 

（認）さくら幼稚園 

電話 0270-32-3010 

 

（認）すみよし幼稚園 

電話 0270-32-1069 

 
（認）こひつじ幼稚園 

電話 0270-76-2448 

 

田部井幼稚園 

電話 0270-62-5977 

 

（認）愛の光幼稚園 

電話 0270-26-4124 

 

（認）金山幼稚園 

電話 0276-37-0602 

 
三宝幼稚園 

電話 0276-22-7061 

 

（認）宝泉北幼稚園 

電話 0276-32-0424 

 

（認）きざきまち幼稚園 

電話 0276-56-5188 

 

（認）なかよし幼稚園 

電話 0276-45-4994 

 



（一社）群馬県私立幼稚園・認定こども園協会 

求人情報問い合わせメール版 

各園の QR コードを読み取るとメーラーが起動しますので、必要事項を入力してご送信ください。 

※諸事情で QR コードがない園もあります。 

（認）ひかり幼稚園 

電話 0276-45-7134 

 

（認）東別所幼稚園 

電話 0276-45-2505 

 

（認）若葉幼稚園 

電話 0276-45-7365 

 

（認）台之郷幼稚園 

電話 0276-45-8161 

 
太田仁愛幼稚園 

電話 0276-37-1723 

 

（認）いなり幼稚園 

電話 0276-31-7500 

 

南幼稚園 

電話 0276-31-7500 

 

（認）太田いずみ幼稚園 

電話 0276-37-3245 

 
（認）新明幼稚園 

電話 0276-32-2368 

 

（認）第二ひかり幼稚園 

電話 0276-32-2466 

 

（認）スマイル幼稚園 

電話 0277-78-2446 

 

（認）沼田幼稚園 

電話 0278-22-2856 

 
（認）恵泉幼稚園 

電話 0278-23-3584 

 

（認）ちぐさこども園 

電話 0278-23-3324 

 

常楽幼稚園 

電話 0276-72-1836 

 

（認）富士こども園 

電話 0276-74-2100 

 



（一社）群馬県私立幼稚園・認定こども園協会 

求人情報問い合わせメール版 

各園の QR コードを読み取るとメーラーが起動しますので、必要事項を入力してご送信ください。 

※諸事情で QR コードがない園もあります。 

（認）白ばら幼稚園 

電話 0279-22-1068 

 

（認）渋川大島幼稚園 

電話 0279-23-9930 

 

（認）藤岡幼稚園 

電話 0274-22-0678 

 

（認）鬼石こども園 

電話 0274-52-2763 

 
やまて幼稚園 

電話 0274-23-6000 

 

（認）くまの幼稚園 

電話 0274-23-5533 

 

（認）のぞみ幼稚園 

電話 0274-22-0760 

 

（認）藤岡開成幼稚園 

電話 0274-24-0118 

 
（認）甘楽こひつじこども園 

電話 0274-62-0627 

 

富岡幼稚園 

電話 0274-62-0528 

 

（認）なのかいちこども園 

電話 0274-62-4230 

 

（認）むつぎ幼稚園 

電話 0274-62-5858 

 
（認）原市赤心幼稚園 

電話 027-358-6662 

 

（認）安中二葉幼稚園 

電話 027-381-0394 

 

（認）いそべこども園 

電話 027-385-8021 

 

（認）東横野幼稚園 

電話 027-382-0816 

 



 

（一社）群馬県私立幼稚園・認定こども園協会 

求人情報問い合わせメール版 

各園の QR コードを読み取るとメーラーが起動しますので、必要事項を入力してご送信ください。 

※諸事情で QR コードがない園もあります。 

阿左美幼稚園 

電話 0277-73-0067 

 

大間々南幼稚園 

電話 0277-73-0067 

 

（認）駒寄幼稚園 

電話 0279-54-7144 

 

（認）水上わかくりこども園 

電話 0278-72-4120 

 
（認）マーガレット幼稚園 

電話 0270-65-2120 

 

（認）松原幼稚園 

電話 0276-62-2532 

 

（認）えのき幼稚園 

電話 0276-62-3636 

 

聖クララ幼稚園 

電話 0276-62-3036 

 
（認）みよし幼稚園 

電話 0276-62-3935 

 

（認）みよし第二幼稚園 

電話 0276-63-1621 

 

（認）まきば幼稚園 

電話 0276-82-1682 

 

 


