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公益社団法人 神奈川県私立幼稚園連合会とは？

　（公社）神奈川県私立幼稚園連合会は、地域ごとの「12 の地区協会」に
より構成されています。それぞれの協会と加盟園は下記のとおりです。
（それぞれの地区には、当連合会に加盟していない私立幼稚園もあります。）

（公社）横浜市幼稚園協会 253 園

（公社）川崎市幼稚園協会　 84 園

横須賀市私立幼稚園・認定こども園協会　 30 園

（特非）藤沢市私立幼稚園協会 29 園

鎌倉私立幼稚園協会 20 園

茅ヶ崎市私立幼稚園協会 14 園

湘央地区私立幼稚園協会（平塚市・伊勢原市・秦野市・二宮町・大磯町） 41 園

小田原私立幼稚園協会（小田原市・南足柄市・湯河原町） 12 園

相和私立幼稚園協会（大和市・綾瀬市・海老名市・座間市・寒川町） 28 園

（一社）相模原市幼稚園・認定こども園協会 50 園

逗葉私立幼稚園協会（逗子市・葉山町） 6 園

厚木地区私立幼稚園協会（厚木市・愛川町） 20 園

公益社団法人 神奈川県私立幼稚園連合会
12地区協会　分布図
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公益社団法人 神奈川県私立幼稚園連合会とは？

（公社）横浜市幼稚園協会　幼稚園・認定こども園就職フェア
…………………………………………………  6月6日（日）・8月7日（土）

（公社）川崎市幼稚園協会　2021川崎市私立幼稚園・認定こども園就職フェア
………………………………………………  5月16日（日）・8月28日（土）

横須賀市私立幼稚園・認定こども園協会　横須賀市就職セミナー・相談会

…………………………………………………  7月10日（土）・7月17日（土）

（特非）藤沢市私立幼稚園協会　就職相談会  ………………… 7月3日（土）

鎌倉私立幼稚園協会　就職相談フェア★

…………………………………… 動画配信　6月7日（月）～9月30日（木）

茅ヶ崎市私立幼稚園協会　幼稚園・認定こども園就職フェア in 茅ヶ崎

………………………………………………… 6月19日（土）・7月10日（土）

湘央地区私立幼稚園協会（平塚市・伊勢原市・秦野市・二宮町・大磯町）
就職相談会  ……………………………………………………… 8月7日（土）

小田原私立幼稚園協会（小田原市・南足柄市・湯河原町）就職相談会
…………………………………………………………………… 7月23日（金）

相和私立幼稚園協会（大和市・綾瀬市・海老名市・座間市・寒川町）
就職相談フェア  ……………………………………………… 8月27日（金）
（一社）相模原市幼稚園・認定こども園協会　就活・実習フェス
……………………………………………………………………… 8月7日（土）
厚木地区私立幼稚園協会（厚木市・愛川町）幼稚園就職セミナー
……………………………………………………………………… 7月31日（土）

◆ ◆ ◆  地区協会就職相談会  ◆ ◆ ◆
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　横浜市幼稚園協会には横浜市内253園が加盟し
ています。横浜市内の幼稚園・認定こども園は全
て私立です。規模や教育方針も様々で、それぞれ
の魅力があります。養成校で学んだことを活か
し、自分にあった幼稚園・認定こども園を見つけて
みませんか？
　第１回就職フェアは、オンラインで開催します。
気になる幼稚園・認定こども園の先生方とオンラ
イン上（ZOOM）で気軽にお話ができますので、
就職の不安や疑問等何でも聞いてみてください。
就職活動のきっかけ作り、実習先選びへの参考に
なればと思っています。
　第2回就職フェアでは、加盟園のうち約80園がブースを設け、園の先生と直接お話することがで
きます。いくつのブースをまわっていただいてもOKです。園見学や就職に繋がる具体的なお話も
していただけます。
　きっと自分にあう幼稚園・認定こども園が見つかるはず！ぜひご参加ください。

幼稚園・認定こども園就職フェア
第1回

日　　時：2021年 6月 6日（日）9：00～ 14：45
場　　所： オンライン（ZOOM）

第 2回
日　　時：2021年 8月 7日（土）11：00～ 15：00
場　　所： そごう横浜店　新都市ホール

横浜市西区高島 2-18-1　そごう横浜店9F
◆  横浜駅下車　東口より、ポルタ地下街中央道路を直進してください。
そごう横浜店の 9階になります。

（公社）横浜市幼稚園協会

お問い
合わせ

公益社団法人　横浜市幼稚園協会　　TEL／ 045-534-8708　　FAX／ 045-453-1120
E-mail ／ info@kids-yokohama.or.jp　　ホームページ／https://kids-yokohama.or.jp/

2020年
就職フェア
の様子
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　子どもたちの心に残る先生になりませんか！
　この就職フェアは皆さんが働きたいと思えるような園、ご自分の思いや理想を実現できる園
と、きっと出会える機会になると思います。
　5月16日(日)と8月28日(土)には、各園のブースで『園の教育方針』、『行事や活動の内容』、
『先生方の姿、園児の様子』そして、採用試験等について直接話を聞くことが出来ます。園長先
生や現役の先生方からじっくり話
を聞く事で夢が現実世界となって広
がって来ます。皆さんは大学、短
大、専門学校への入学前から子ども
に関わる職業を志し、その夢を実現
すべく励んでこられたと思います。
そして幼稚園・認定こども園は、子
どもの成長、育ちを第一に考え、
日々幼児教育に情熱を注ぎ努力して
います。ご自分にぴったりの園、働
きたいと思える園にめぐり会う機会
があれば夢の実現につながります。
　ぜひ、5月16日(日)と8月28日(土)
には2021川崎市私立幼稚園・認定こ
ども園就職フェアにお越し下さい。
参加をお待ちしております。

2021川崎市私立幼稚園・認定こども園就職フェア
日　　時：第1回　2021年 5月 16日（日）　13：00～ 16：00

第 2回　2021年 8月 28日（土）　13：00～ 16：00
場　　所： 川崎市コンベンションホール

川崎市中原区小杉町 2-276-1
パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズイースト2階
◆ JR南武線 武蔵小杉駅西口：徒歩 4分
◆東急東横線・目黒線 武蔵小杉駅北口：徒歩 5分
◆ JR横須賀線 武蔵小杉駅新南口：徒歩11分

（公社）川崎市幼稚園協会

お問い
合わせ

公益社団法人川崎市幼稚園協会　　TEL／ 044-711-8383　　FAX／ 044-733-5000
E-mail ／ youchien@maple.ocn.ne.jp　　ホームページ／http://youchien.org/
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　横須賀市私立幼稚園・認定こども園協会は、市内私立幼稚園30園が加盟しており、海や里山の
自然が豊かな三浦半島でそれぞれが建学の精神に基づき教育の理念や目標を掲げ、各園が手を取り
合い幼児教育に関する研究・研修を行っています。 
　加盟園は時代の変化に対応し社会の期待に応えていくために、子育て支援センター的役割と新し
い幼稚園のあり方を目指して、地域に根ざした幼児教育機能の向上に努め、行政との連携を図りな
がら横須賀市の幼児教育の中核を担うべく交流や研究・研修の推進、少子化時代を踏まえた今後の
幼児教育のあり方の調査研究事業等を実施し、幼児教育の一層の充実を図り充実させるために努力
しております。
　教職員の皆さんが安心して勤められる様に、各園では日ごろの園の様子、仕事形態等をご説明し
ております。子どもが大好きな皆さん、是非加盟幼稚園へのお問い合わせ、ご見学をお待ちしてお
ります。

　笑い合いながら生活の中で学び、一
緒に成長していく幼稚園の先生という
仕事。一緒に働きませんか?
　何のために働くのか？　誰のために
仕事をするのか？
　皆さんが就職先を選ぶにあたって大
切なことは、施設の種類や仕事の大変
さではなくて、こんなことなのではな
いですか?
　もしも、「幼稚園の先生になりたい」という夢があるのなら、是非その夢を叶えて下さい。「自分に自信がない」
と夢に迷うなら、素敵な自分でありたいかどうか、自分自身に問いかけてみて下さい。
　子どもの夢を全力で応援する幼稚園教諭の仕事は、子どもだけでなく、必ず先生自身を豊かに成長させて
くれることです。
　就職相談会は、横須賀市の幼稚園・認定こども園・保育園が一同に集まり開催します。

横須賀市就職セミナー・相談会
第1回

日　　時：2021年 7月 10日（土）　13：00～ 16：00
場　　所： 横須賀市立総合福祉会館（6Fホール）

神奈川県横須賀市本町 2-1
◆京浜急行 汐入駅下車：徒歩約5分
◆京浜急行 横須賀中央駅下車：バスで本町一丁目バス停下車：徒歩 2分
◆ JR横須賀駅下車：バスで本町一丁目バス停下車：徒歩 2分
◆ JR横須賀駅下車：徒歩 8分

第 2回
日　　時：2021年 7月 17日（土） 詳しくは、下記問い合わせ先までご連絡ください。
場　　所： オンライン（ZOOM）

横須賀市私立幼稚園・認定こども園協会

お問い
合わせ

須賀市私立幼稚園・認定こども園協会　就職相談会担当事務局（認定こども園あさひ幼稚園）
TEL／ 046-851-2530　　FAX／ 046-853-2249
E-mail ／ syuusyoku@wako.ne.jp　　ホームページ／http://www.kidslink.jp/yokoshiyou/

2 部では、
相談会

1部では、
セミナー
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　藤沢市私立幼稚園協会には市内29園の幼稚園・認定こども園が加盟しています。各園それぞれ
が建学の精神に基づき教育の理念や目標を掲げ、教育・保育を行っています。
　養成校で学んだことを活かし、自分にあった幼稚園を見つけませんか。規模や教育方針も様々で、
それぞれの魅力があります。就職に対する不安や先生の仕事は具体的にどんなことをするの？皆さ
んが安心して勤められる様に、日ごろの園の様子、仕事形態等をご説明いたします。
　是非加盟幼稚園へのお問合せ、見学をお待ちしております。
　正教職員だけでなくパートでのお仕事をご希望される方もどうぞ。
（行事の都合により全園が就職相談会に参加とは限りません）

就職相談会
日　　時： 2021年 7月 3日（土）　9：30～ 12：00
場　　所： 藤沢商工会館ミナパーク　6階多目的ホール 2・3

藤沢市藤沢 601番地 1
◆ JR・小田急・江ノ電　「藤沢駅」北口より徒歩 3分

（特非）藤沢市私立幼稚園協会

お問い
合わせ

特定非営利活動法人　藤沢市私立幼稚園協会　　TEL／ 0466-54-0711　　FAX／ 0466-54-0710
E-mail ／ info@fujisawa-syk.com　ホームページ／http://www.fujisawa-syk.com/



お問い
合わせ

片岡幼稚園　（就職相談会フェア担当）
TEL／ 0467-31-5875　　FAX／ 0467-31-7062　　E-mail ／ kata68-4@sage.ocn.ne.jp
ホームページ／http://www5.airnet.ne.jp/enjoypc/fuboren/index.htmll
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就職相談フェア★
日　　時： 2021年 6月 7日（月）～

9月 30日（木）限定配信
配信URL： https://www.youtube.com/

watch?v=EY_oaRVV6eQ

鎌倉私立幼稚園協会

　働きたい場所を見つけるには、出会いと縁がひとつのポイントになります。鎌倉市私立幼稚園協
会には私立幼稚園と認定こども園を合わせて、20園が加盟しています。各園が特色のある幼児教
育と保育を、鎌倉という歴史と文化と自然にかこまれた豊かな環境で行っています。また、子ども
たちと先生の笑顔あふれる保育を目指して、協会では特別支援や保育技術、乳幼児の発達など保育
の視野が広がり明日の保育につながる研修を行っています。
　ぜひ、当協会紹介URLにアクセスしていただき、市内にある様々な園のホームページをご覧頂
き働いてみたい園を見つけてみてください！社会人になることや、幼稚園やこども園で働くことの
不安や相談、または保育のことなどございましたら、お気軽に各園までお問合せください。そして
一緒に働けたら嬉しいです。皆さまとお会いできるのを楽しみにしています。
＊ 鎌倉の幼稚園・こども園の就職・採用状況や園見学を希望する場合は、直接各園にお問い合わせ
ください。
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　湘南の中心に位置する「茅ヶ崎」は JR東海道線と相模線が乗り入れアクセスも良く、サザンで
有名な海岸からは爽やかな潮の香りが漂いカフェや雑貨屋さんが良く似合うお洒落な町です。
　また、緑豊かな里山など自然に触れ合うことができる環境もあり子ども達はのびのびと育ってい
ます。ゆったりした時間が流れる茅ヶ崎で私たちと一緒に働いてみませんか？
　今回の就職フェアでは各園長先生が園の様子や仕事内容など様々な疑問にお答えしますので、是
非気軽な気持ちで遊びに来てください。

幼稚園 ･認定こども園就職フェア in茅ヶ崎
日　　時：第1回　2021年 6月 19日（土）　13：00～ 16：00

第 2回　2021年 7月 10日（土）　13：00～ 16：00
場　　所： ラスカ茅ヶ崎 6Fホール　※2回とも同じ会場です

神奈川県茅ヶ崎市元町1-1
◆  JR茅ヶ崎駅に直結した駅ビルの6F
改札正面の中央エレベーターを利用すると便利です。

茅ヶ崎市私立幼稚園協会

お問い
合わせ

茅ヶ崎市私立幼稚園協会事務局　　TEL／ 0467-87-1661　　FAX／ 0467-87-0145
E-mail ／ ymurayama@aletheia.ac.jp
ホームページ／https://rarea.events/features/chigasakiyouchien
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就職相談会
日　　時： 2021年 8月 7日（土）　10：00～ 12：00
場　　所： Zoomによるリモート開催

※ 参加を希望される方は、件名に『就職相談会』と記入し、下記メールアドレスに
①学校名　②氏名（ふりがな）　③連絡先（携帯電話等）を記入し、
メールを送ってください。
nob-nob@tokai.ac.jp
後日、就職相談会について詳細を記したメールを送付します。

湘央地区私立幼稚園協会

お問い
合わせ

認定こども園　東海大学付属本田記念幼稚園（担当：庄司）
TEL／ 0463-94-5900　　FAX　0463-92-5604　　E-mail ／ nob-nob@tokai.ac.jp

　湘央地区私立幼稚園協会は、平塚市、伊勢原市、秦野市、二宮町、大磯町の 3市 2町で構成さ
れている協会で、全 41園が加盟しています。各園はそれぞれの建学の精神に則り日々の教育活動
を行っています。（※各園の詳細はホームページ、または直接園にお問い合わせください）
　また、協会加盟園には、従来の幼稚園や新制度の幼稚園、認定こども園があり、学生の皆さん
の選択肢もそれだけ広いと言えます。
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　こんにちは。私たちは小田原市・南足柄市・湯河原町にある12園の私立幼稚園・認定こども園
で構成する協会です。ここは「西湘」とか、「西さがみ」とか呼ばれているエリアです。
　西に連なる箱根の山々は緑の屏風となって園児を見守っています。青くかがやく相模湾からの風
を体いっぱいに受けて、園児たちは元気に跳びはねています。
　西湘・小田原周辺はとても自然豊かで、また歴史の香りするところ。また新幹線や JR、小田急
線など、アクセスがいいのでどこへ出掛けるのも便利です。
　今回の就職説明会では各園のブースを設けますので、いろいろ質問などを用意してきて下さいね。
きっと園長先生や先生から詳しい説明が聞けると思います。ご参加をお待ちしています。

就職相談会
日　　時： 2021年 7月 23日（金）　10：00～ 12：00
場　　所： おだわら市民交流センターUMECO

小田原市栄町1-1-27
◆小田原駅東口よりお城通り徒歩 3分

小田原私立幼稚園協会

お問い
合わせ

小田原私立幼稚園協会事務局（浅野記念御濠端幼稚園）
TEL／ 0465-23-2953　　FAX／ 0465-23-2290　　E-mail ／ ohori-kg@gaea.ocn.ne.jp
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就職相談フェア
日　　時： 2021年 8月 27日（金）　14：30～ 18：00
場　　所： 大和市文化創造拠点 シリウス　サブホール（1階）

大和市大和南1丁目8番 1号
◆相鉄本線・小田急江ノ島線　大和駅より徒歩 3分

相和私立幼稚園協会

お問い
合わせ

相和私立幼稚園協会事務局（綾瀬中央幼稚園内　比留川宏志）
TEL／ 0467-76-2920　　FAX／ 0467-76-2925
E-mail ／ offi ce@sowapka.jp　　ホームページ／https://sowapka.jp/

　相和私立幼稚園協会には大和市・座間市・海老名市・綾瀬市・寒川町 28園の私立幼稚園・認定
こども園が加盟しています。
　幼稚園ごとのブースを設置し、現役教員による個別相談を予定しています。
・何処にどんな幼稚園があるの？　・それぞれの私立幼稚園の教育方針は？
・どのような保育をしているの？　・子どもが帰った後は何をしているの？
・休みはどのくらいあるの？　・給料は？　・ボーナスは？　・昇給は？　・保険は？
・見学に行くにはどうしたらいいの？　などなど。
各園の園長先生や現役の先生に、気になること・聞きたいことをどんどん質問してください。
当地域に移住している方々はもとより、少しでも興味ある方、東京・横浜・川崎の上り電車より下
り電車が好きな方などいらっしゃれば、是非参加をお待ちしております。

相和私立幼稚園協会は、
大和市・座間市・海老名市

綾瀬市・寒川町の
私立幼稚園28園で組織される

私立幼稚園団体です。
神奈川県のほぼ中央に

位置しています。
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就活・実習フェス（他　ZOOM開催もあり）
日　　時： 2021 年 8月 7日（土）　10：00～ 14：00
場　　所： 小田急センチュリー・ホテル（相模大野駅ビル内）

相模原市南区相模大野 3-8-1
◆小田急線 相模大野駅下車 0分　同駅ビル 8階
※横浜・八王子方面からは、横浜線町田駅下車、小田急線に乗り換え 1駅

（一社）相模原市幼稚園・認定こども園協会

お問い
合わせ

( 一社 )相模原市幼稚園・認定こども園協会　　TEL／ 042-751-3606　　FAX／042-751-3706
E-mail ／ soshiyo@eagle.ocn.jp　　ホームページ／ soshiyo.net

　私たちの協会は、市内のすべての私立幼稚園・認定こども園が加盟しています。幼稚園の発展と市内幼稚
園教育の向上と幼児教育環境の充実を求め、様々な事業活動をしています。
　8月 7日（土）の就活・実習フェスでは加盟園が一堂に会し、大切な楽しいイベントとして開催していま
す。その為には、協会にLINE登録をしていただくことにより、就職フェスの予定や役立つ就活情報の配信や、
ZOOMによる各園のWEB説明会開催案内等を行っています。不安なく多くの学生の皆さんと各園が安全に
繋がり、夢をかなえる為の橋渡し役となりたいと思っています。そして相市幼協会の仲間として、存分に子
どもと関わり、楽しく幼稚園教育や保育をして、園や保護者の方々から信頼され、愛される先生となってく
ださることを期待し、応援を致します。
　是非安心して、どんな職業よりも夢や希望、やり甲斐のある幼稚園教諭、保育士、保育教諭になってください。

相模原市幼稚園・認定こども園協会 会長挨拶
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逗葉私立幼稚園協会

お問い
合わせ

あけの星幼稚園　　TEL／ 046-875-2762　　FAX／ 046-876-2535
E-mail ／ akenohoshi@akenohoshi-hayama.ed.jp

　こんにちは、逗葉私立幼稚園協会です！
神奈川県の東南部に位置する逗子市と葉山町の6つの幼稚園で構成された小さな協会です。
協会の規模が小さい分、お互いの幼稚園が研究部会等を通して、和気あいあいと親密に、力を
合わせています。

◆海に山！自然の恵み豊かな環境の中で！
・ 逗子市と葉山町は海に面し、散歩コースのある山も色々あって、どの園もそれぞれに保育
の身近なところに豊かな自然が溢れています。

・ 海では磯の潮だまりでヤドカリや小魚に触れ、砂浜では貝殻を拾ったり大きな穴を掘ったり、
また四季によって表情の変わる山では、どんぐり拾いに紅葉、季節の草花を楽しんでいます。

◆働く私たちにとっても伸びやかな空気感
・ 豊かな自然の恵みは子ども達にだけでなく、保育をする私たちにとっても居心地の良いの
んびりとした環境です。伸びやかな気持ちで子ども達と過ごしています。

◆お互いに刺激し合える研究部会
・ 研究テーマは年度によって変わりますが、定期的に行われる研究部会では、お互いの保育
や考えを話し合いながら、子ども理解を深め、それぞれの保育の可能性を広げています。

・ 話す事でなるほどと思うヒントをもらったり、「自分だけではないんだ」という共感を得て、
明日の保育の力にしています。

　 小さい協会だからこそ、みんなが顔見知りになり、仲良くがんばっています。

聖和学院幼稚園

あけの星幼稚園

かぐのみ幼稚園

逗子幼稚園

聖マリア幼稚園

第二逗子幼稚園



日時 ２０２０2121年年年 777月月月 ３１日（３１日（土） １１１33時～１７時
会場 厚木商工会議所厚木商工会議所555階階階501501号室号室 （厚木市栄町（厚木市栄町11--1616-16-1515）

お問い合わせ先 ： 厚木地区私立幼稚園協会 経営管理部（ 厚 木 幼 稚 園 ）担 当 ： 大森（０４６－２２９－０４９１）

予 約 不 要
入 退 場 自 由
何年生でもＯＫ！！

養成校学生・既卒者を対象とした厚木地区私立幼稚園協会加盟園合同就職セミナーを開催します。参加者が各園のブースを自由に訪問し、個別にて説明を受けることができます。幼稚園の雰囲気等、ホームページやパンフレットだけでは知り得ない情報が満載です！！

先着50名様
スターバックスカード

(500円分)
プレゼント！！
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幼稚園就職セミナー
日　　時：2021年 7月 31日（土） 13：00～ 17：00
場　　所：厚木商工会議所 5階 501号室

厚木市栄町1-16-15
◆ 小田急線 本厚木駅 北口改札より徒歩10分
北口改札を出て、有隣堂とミロード2の間を道なりに進み、中央公園西側交差
点を左折し100ｍほど進んだ左手にあります。

厚木地区私立幼稚園協会

お問い
合わせ

厚木地区私立幼稚園協会　経営管理部　担当：大森 徳子　（厚木幼稚園）
TEL／ 046-229-0491　　FAX／ 046-229-0490

北口改札を出て、
有隣堂とミロード2の
間を道なりに進み、

中央公園西側交差点を
左折し100ｍほど
進んだ左手に
あります。

会場までのアクセスは
小田急線 本厚木駅
北口改札より

徒歩10分です。



幼稚園ナビとは？
求人応募・イベン

ト申込は

会員登録へ
最新のお役立ち情報をチェック！

メルマガ、PUSH通知

 幼稚園ナビは、全日本私立幼稚園連
合会が開発を進めている教員免許取
得者の人材確保を目的とした幼稚園幼稚園
に関する求人・イベント情報・お役に関する求人・イベント情報・お役
立ち情報を掲載した幼稚園に特化し立ち情報を掲載した幼稚園に特化し
た全国版総合情報ナビサイトです。た全国版総合情報ナビサイトです。
 幼稚園に関するイベントやお役立ち
情報を通じて、学生にいち早く幼稚
園に興味を持ってもらったり、転職
希望者は求人応募が簡単にできるサ
イトです。

各園の求人への応募やイベントへの

参加申込には会員登録が必要となりま

す。会員登録後、各フォームよりご応

募いただけます。登録は無料です。

興味のある幼稚園のイベントをアプリやメールで受け取ることができます！

ここでは旬の幼稚園情報や幼稚園あるある、知ってて得する幼稚園豆知識など幅広く役立つ情報を配信しています。ぜひ、チェックしてください。

お問い合わせ／全日本私立幼稚園連合会
ホームページ／https://navi.youchien.com

幼稚園ナビ

　　　  幼稚園ナビ 全国版


