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注）

○群馬県私立学校名簿（令和４年５月１日現在）は、群馬県内に所在する

  私立の高等学校、中学校、小学校、特別支援学校、幼稚園、専修学校及び各種学校

　について、令和４年５月１日現在の状況を掲載しています。

　

○また、参考資料として下記の資料を掲載しています。 

　・学校法人等一覧（上記の私立学校を設置する法人等の一覧です。）

　・大学等一覧（県内の大学、短大、高等専門学校の一覧（国公立含む）です。）

　・私立幼保連携型認定こども園一覧（幼稚園を母体とする園の一覧です。）

　・その他、私立学校審議会委員、私学団体一覧等を掲載。



 

1　県内私立学校数 

高 等 学 校 13 13

中 学 校 6 6

小 学 校 2 2

特 別 支 援 学 校 1 1

幼 稚 園 54 (2) 50 (1) 2 (1) 2

専 修 学 校 65 (5) 4 50 (5) 3 4 3 1

各 種 学 校 19 (1) 1 6 1 6 5 (1)

計 160 (8) 77 (1) 56 (5) 2 (1) 4 10 3 8 (1)

　注　(　)内は、休校中の学校で、内数です。
     上記学校数は、構造改革特別区域の認定を受けた地方公共団体が認可する学校設置会社立学校（玉村町認可、フェリーチェ玉村国際小学校）の数を含みません。
　　　

　　　　　　　　　   設置者別
学 種 別  ・ 総 数

学校法人立 準学校法人立 個人立宗教法人立 その他法人立一般社団法人立公益社団法人立



2　私立高等学校・中学校・小学校・特別支援学校(23校) 

(1)  高等学校(13校) 

高等学校名 学校法人名
電話

(　)内はFAX
学科 男女別

定員
(人)

認可年月日 所　在　地 郵便番号

共愛学園 共愛学園
027‐267‐1000
(027‐267‐1001)

普　　通
英　　語

男女 1,080 昭23.12. 1 前橋市小屋原町1115‐3 379‐2185

前橋育英 群馬育英学園 
027‐251‐7087
(027‐251‐7094)

普　  通
保　　育

男女 1,530 昭37.12.22 前橋市朝日が丘町13 371‐0832

高崎商科大学附属 高崎商科大学
027‐322‐2827
(027‐328‐7591)

普　　通
総合ビジネス

男女 1,500 昭24.12.28 高崎市大橋町237‐1 370‐0803

東京農業大学第二 東京農業大学 
027‐323‐1483
(027‐323‐7491)

普　  通 男女 1,560 昭37. 2.22 高崎市石原町3430 370‐0864

高崎健康福祉大学高崎 高崎健康福祉大学
027‐352‐3460
(027‐353‐0855)

普  　通 男女 1,380 昭43. 1.17 高崎市中大類町531 370‐0033

桐生第一 桐丘学園
0277‐22‐8131
(0277‐22‐8134)

普　　通
調　　理

男女 1,500 昭23. 8. 6 桐生市小曽根町1‐5 376‐0043

樹徳 明照学園
0277‐45‐2258
(0277‐47‐1671)

普　　通 男女 1,380 昭23. 8. 6 桐生市錦町1‐1‐20 376‐0023

常磐 群馬常磐学園 
0276‐45‐4372
(0276‐48‐6006)

普　　通 男女 900 昭23. 3.11 太田市飯塚町141‐1 373‐0817

関東学園大学附属 関東学園
0276‐74‐1213
(0276‐74‐5920)

普　　通 男女 720 昭33. 3.31 館林市大谷町625 374‐8555

新島学園 新島学園
027‐381‐0240
(027‐381‐0630)

普　  通 男女 600 昭23. 7.14 安中市安中3702 379‐0116

明和県央 平方学園
027‐373‐5773
(027‐372‐0663)

普　  通 男女 840 昭58. 3. 5 高崎市金古町28 370‐3511

白根開善学校高等部 白根開善学校
0279‐95‐5311
(0279‐95‐5315)

普　  通 男女 105 昭54. 6.22 吾妻郡中之条町入山1‐1 377‐1701

※ ぐんま国際アカデミー高等部 太田国際学園
0276‐47‐7711
(0276‐47‐7715)

普　  通 男女 270 平22.10.20 太田市内ヶ島町1361‐4 373‐0813

※　ぐんま国際アカデミー高等部は、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき、太田市長が認可



(2)　中学校(6校)

中学校名 学校法人名
電　話

(　)内はFAX
男女別

認可定員
(人)

認可年月日 所　在　地 郵便番号

共愛学園 共愛学園
027‐267‐1000
(027‐267‐1001)

男女 300 昭23.12. 1 前橋市小屋原町1115‐3 379‐2185

桐生大学附属 桐丘学園
0277‐48‐8600
(0277‐20‐7465)

男女 90 平22.12. 1 桐生市小曽根町9‐17 376‐0043

樹徳 明照学園
0277‐45‐2257
(0277‐45‐2262)

男女 180 平13. 3.29 桐生市稲荷町4‐12 376‐0022

新島学園 新島学園
027‐381‐0240
(027‐381‐0630)

男女 600 昭23. 7.14 安中市安中3702 379‐0116

白根開善学校中等部 白根開善学校
0279‐95‐5311
(0279‐95‐5315)

男女 75 昭53. 7. 1 吾妻郡中之条町入山1‐1 377‐1701

※　ぐんま国際アカデミー中等部 太田国際学園
0276‐47‐7711
(0276‐47‐7715)

男女 270 平16.12.24 太田市内ヶ島町1361‐4 373‐0813

※　ぐんま国際アカデミー中等部は、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき、太田市長が認可

(3)　小学校(2校)

小学校名 学校法人名
電　話

(　)内はFAX
男女別

認可定員
(人)

認可年月日 所　在　地 郵便番号

共愛学園 共愛学園
027‐289‐3446
(027‐289‐3447)

男女 360 平28. 3.18 前橋市小屋原町1097‐2 379‐2186

※　ぐんま国際アカデミー初等部 太田国際学園
0276‐33‐7711
(0276‐33‐7710)

男女 540 平16.12.24 太田市西本町69‐1 373‐0033

※　ぐんま国際アカデミー初等部は、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき、太田市長が認可

（参考）

小学校名 設置会社名
電　話

(　)内はFAX
男女別

認可定員
(人)

認可年月日 所　在　地 郵便番号

※　フェリーチェ玉村国際小学校 (株)群馬フェリーチェ学園
0270‐30‐2022
(0270‐30‐2023)

男女 240 平26.10.10 佐波郡玉村町飯塚328 370‐1102

※　フェリーチェ玉村国際小学校は、構造改革特別区域法に基づき学校設置会社による学校設置事業の特区認定を受けた玉村町長が認可

(4)  特別支援学校(1校) 

支援学校若葉高等学園 大出学園
027‐283‐1011
(027‐283‐1010)

男女 本　科45
専攻科10

平 6. 3.23 前橋市苗ヶ島町2258‐4 371‐0241



3 私立幼稚園(54園(休園2園含む) 　※うち幼稚園型認定こども園　35園

注：表中(学)は学校法人を、(宗)は宗教法人を示します。 

(前橋市  7園) 

幼稚園名
幼稚園型

認定こども園
設置者

電話
(　)内はFAX

認可年月日 
認可定員

(人)
所　　在　　地 郵便番号

群馬医療福祉大学附属鈴蘭 ○ (学)昌賢学園
 027‐251‐2180
(027‐289‐5848)

昭28. 2.18 280     元総社町152　 371‐0846

明星 ○ (学)冷泉学園
 027‐223‐0804
(027‐223‐7619)

昭30. 4. 8 260     南町1‐21‐28　 371‐0805

しょうび第一 ○ (学)裳美学園
 027‐231‐1728
(027‐235‐5236)

昭30.10.18 380     城東町1‐2‐7　　 371‐0016

粕川 ○ (学)亀井学園
 027‐285‐3326
(027‐285‐3326)

昭31. 2.20 160     粕川町女渕446‐4 371‐0214

江木 ○ 太田きみ子
 027‐269‐0809
(027‐269‐0973)

昭34. 1. 9 200     堤町537‐11　 371‐0003

富士見 ○ (学)柳学園
 027‐288‐5995
(027‐288‐8058)

昭36. 4. 7 140     富士見町時沢2120‐8　　　 371‐0104

たから (学)宝林学園
 027‐233‐0051
(027‐212‐8004)

昭47. 3.17 120     田口町545‐1　 371‐0048

(高崎市  18園) 

幼稚園名
幼稚園型

認定こども園
設置者

電話
(　)内はFAX

認可年月日 
認可定員

(人)
所　　在　　地 郵便番号

三山 (学)清水学園
 027‐322‐4869
(027‐325‐2877)

昭29. 4.20 240     並榎町99-1 370-0802

高崎天使 ○ (学)聖フランシスコ学園
 027‐346‐5011
(027‐346‐5071)

昭29. 6.25 160     矢中町159‐1　 370‐1203

さわらび ○ (学)里東学園
 027‐374‐2036
(027‐374‐5868)

昭32. 7.26 95      下里見町454 370‐3343

清風 (学)飯塚学園 
 027‐373‐0037
(027‐372‐1830)

昭37. 2.22 240     足門町830‐2　　　　　　 370‐3531

上武大学附属 ○ (学)学文館
 0274‐42‐1041
(0274‐42‐6330)

昭41. 3.31 180     新町3133 370‐1301

城南 (学)南学園
 027‐323‐4785
(027‐323‐4872)

昭42. 3.31 105     竜見町256　　　　　　　　　　370‐0835



高崎商科大学佐藤 ○ (学)高崎商科大学
 027‐323‐9512
(027‐323‐9597)

昭43. 3. 7 180     大橋町18‐1　　　　　　　　370‐0803

すみれ (学)丸山学園 
 027‐322‐8502
(027‐327‐6709)

昭44. 3.29 320     江木町1056　　　　　　　　　 370‐0046

ぐんま ○ (学)福島学園
 027‐373‐0811
(027‐372‐1922)

昭46. 3.15 225     金古町1912‐8　　　　 370‐3511

高南 ○ (学)大木学園
 027‐346‐6036
(027‐346‐7060)

昭48. 3.20 120     綿貫町346‐2　　　　　　　　370‐1207

高崎健康福祉大学附属 (学)高崎健康福祉大学
 027‐352‐3461
(027‐352‐7180)

昭49. 2.27 360     中大類町506‐1 370‐0033

八幡 ○ (学)桃ヶ丘学園
 027‐343‐3908
(027‐343‐3905)

昭50. 3.12 110     剣崎町409‐4　　　　　　　　　　370‐0883

こだま ○ (学)北村学園
 027‐326‐3055
(027‐327‐7848)

昭52.12.26 300     下豊岡町242‐2　　　　 370‐0873

いちごばたけ (学)松山学園
 027‐371‐5900
(027‐371‐3557)

昭52.12.26 200     箕郷町西明屋67‐2　　　　　370‐3105

長野 ○ (学)満勝寺学園
 027‐343‐5233
(027‐360‐4116)

昭53. 3.24 120     北新波町197‐6　  　　　　　370‐0082

東部文化 ○ (学)坂田学園
 027‐361‐0740
(027‐361‐0740)

昭53.12.26 240     東貝沢町2‐5‐10　　　　　　　　370‐0041

堤ケ岡 ○ (学)如意輪学園
 027‐372‐0309
(027‐372‐4343)

昭55. 2.23 105     棟高町2227‐2　　　　　　 370‐3521

榛名愛育 (学)長年寺学園
 027‐374‐1226
(027‐384‐2580)

昭56. 2.28 90      下室田町1377-8　　　　　　370‐3342

(桐生市  2園) 

幼稚園名
幼稚園型

認定こども園
設置者

電話
(　)内はFAX

認可年月日 
認可定員

(人)
所　　在　　地 郵便番号

桐生大学附属 ○ (学)桐丘学園
 0277‐22‐2720
(0277‐43‐2114)

昭27.10.10 105     新宿1-4-54 376‐0006

樹徳 ○ (学)明照学園
 0277‐53‐5571
(0277‐53‐5572)

昭28. 6. 6 90      広沢町3‐4475　　　　　　　　376‐0013

(伊勢崎市　6園) 

慈教 ○ (学)顕真学園
 0270‐24‐7700
(0270‐24‐7709)

昭49. 1.23 240     波志江町681   　　　　　　　　　372‐0001

さくら ○ (学)さくら幼稚園
 0270‐32‐3010
(0270‐32‐3014)

昭49. 3.12 260     富塚町246‐4　　　　　　　　　 372‐0833



すみよし ○ (学)光明学園
 0270‐32‐1069
(0270‐32‐1268)

昭51. 2.12 225     馬見塚町831‐1　　　　  　　　372‐0842

こひつじ ○ (学)茂木学園
 0270‐76‐2448
(0270‐76‐4422)

昭51. 3.20 120     境百々221‐1 370‐0117

田部井 (学)田部井学園
 0270‐62‐5977
(0270‐62‐5965)

昭52. 3. 1 320     田部井町2‐458 379‐2222

愛の光 ○ (学)竹前学園
 0270‐26‐4124
(0270‐26‐1930)

昭55. 9.18 110     今井町367　　　　　　　　　 　372‐0823

(太田市  6園) 

三宝 稲村博道  
 0276‐22‐7061
(0276‐22‐1475)

昭29. 4.22 80      本町22‐6　　　　　　　     　373‐0057

※　大光院 (宗)大光院
 0276‐22‐3290
(0276‐22‐3290)

昭31. 7.28 120     金山町37‐8　　　　　     　　　373‐0027

ひかり ○ (学)ひかり学園
 0276‐45‐7134
(0276‐49‐2238)

昭35. 2. 1 180     新井町556‐1　　　　 373‐0852

太田仁愛 (学)太田仁愛幼稚園
 0276‐37‐1723
(0276‐37‐1723)

昭49. 3.12 105     成塚町512‐2　　　　　  　　　373‐0006

南 (学)太南学園
 0276‐38‐1980
(0276‐38‐2154)

昭49.10.25 140     高林西町474‐7　　　　　　　　   373‐0828

第二ひかり ○ (学)ひかり学園
 0276‐32‐2466
(0276‐32‐2466)

昭51. 3. 5 180     宝町148　　　　　　　　　　　373‐0042

※大光院幼稚園は休園中

(沼田市  1園) 

幼稚園名
幼稚園型

認定こども園
設置者

電話
(　)内はFAX

認可年月日 
認可定員

(人)
所　　在　　地 郵便番号

恵泉 ○ (学)恵泉学園
 0278‐23‐3584
(0278‐22‐3350)

昭29.12.15 70      西倉内町663‐4　　　　　　　　378‐0042

(館林市　1園) 

常楽 (学)光楽学園
 0276‐72‐1836
(0276‐73‐4361)

昭41. 3.31 160     木戸町甲580　　　　　　　 374‐0077

(渋川市　1園) 

渋川大島 ○ (学)奈良原学園
 0279‐23‐9930
(0279‐23‐9940)

昭44. 2.20 300     半田2410 377‐0004



(藤岡市　1園) 

やまて (学)愛光学園
 0274‐23‐6000
(0274‐23‐6001)

昭46.12.21 80      藤岡260‐2　　　　　　　　375‐0024

(安中市　3園) 

原市赤心 ○ (学)赤心幼稚園
 027‐385‐6662
(027‐385‐1624)

明36. 7. 2 220     原市1‐14‐16　　　　　　　379‐0133

安中二葉 ○ (学)安中二葉幼稚園
 027‐381‐0394
(027‐381‐3980)

大15. 4.19 280     安中3‐10‐33　　　　　 379‐0116

東横野 ○ (学)東横野学園
 027‐382‐0816
(027‐381‐4211)

昭44. 2.20 110     鷺宮3092‐2　　　　　　 379‐0124

(みどり市　2園) 

幼稚園名
幼稚園型

認定こども園
設置者

電話
(　)内はFAX

認可年月日 
認可定員

(人)
所　　在　　地 郵便番号

阿左美 (学)南光寺学園
 0277‐76‐7320
(0277‐46‐6011)

昭31.10. 1 195     笠懸町阿左美967‐2 379‐2311

大間々南 (学)マイトリー学園
 0277‐73‐0067
(0277‐72‐1592)

昭54. 2.15 150     大間々町大間々895‐1 376‐0101

(佐波郡　1園) 

マーガレット ○ (学)玉村学園
 0270‐65‐2120
(0270‐75‐1502)

昭53. 3. 1 120     玉村町南玉758　　　　　 370‐1111

(邑楽郡　5園) 

松原 ○ (学)松原学園 
 0276‐62‐2532
(0276‐61‐0766)

昭29. 9.17 280     大泉町西小泉3‐6‐22　　　　　　370‐0517

聖クララ (宗)御聖体の宣教クララ修道会
 0276‐62‐3036
(0276‐62‐3086)

昭41.12.27 105     大泉町日の出56‐1　　　　　370‐0525

※ひまわり (学)陽光学園
 0276‐82‐1539
(0276‐82‐1513)

昭49. 3.12 120     板倉町海老瀬7444 374‐0111

みよし第二 ○ (学)三吉学園
 0276‐63‐1621
(0276‐62‐4342)

昭51. 1. 7 200     大泉町寄木戸277‐1　　　 370‐0535

まきば ○ (学)稲良学園
 0276‐82‐1682
(0276‐82‐1710)

昭54. 2.15 200     板倉町籾谷1344　　　　　　　374‐0134

※ひまわり幼稚園は休園中



4　私立専修学校(65校)　

                    　  

注：表中（学）は学校法人を、（準）は準学校法人を、（社福）は社会福祉法人を 、（公）は公益社団法人を、（一）は一般社団法人を示します。

　　認可年月日欄中の(　)は、専修学校移行前における各種学校認可年月日（元号は昭和）を示します。

(前橋市　31校)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

昼 夜

白ゆりファッション専門学校  洋裁専門 小暮宏哉
027‐231‐8019

(027‐231‐8019)
昭51. 4. 1
(29. 6.25)

80 75 千代田町1‐9‐9 371‐0022

群馬調理師専門学校  調理専門 (準)山崎学園
 027‐266‐7945
(027‐266‐8111)

昭51. 6.24
(36. 4. 7)

280 － 小屋原町1145‐1 379‐2184

群馬県高等歯科衛生士学院  歯科衛生専門 (公)群馬県歯科医師会
 027‐252‐0394
(027‐254‐4767)

昭51. 7. 1
(47. 3.28)

150 － 大友町1‐5‐16　      371‐0847

前橋文化服装専門学校 服装専門 (準)木村学園
 027‐224‐4715
(027‐221‐2734)

昭51. 9. 1
(13.11.24)

115 15 南町3‐61‐4 371‐0805

群馬法科ビジネス専門学校  法律専門 (準)有坂中央学園
 027‐256‐7700
(027‐256‐8811)

昭53. 3.31
(26. 9. 4)

210 －  古市町1‐48‐1 371‐0844

群馬県理容専門学校  理容専門 (準)群馬理容学園
 027‐221‐3148
(027‐243‐0546)

昭55. 2.23
(33. 7.21)

80 － 南町3‐61‐5　 371‐0805

群馬県美容専門学校  美容専門 (準)群馬県美容学園
 027‐230‐2266
(027‐230‐2267)

昭56. 2.28
(33. 7.21)

360 － 石関町136‐1　　　 371‐0006

東日本デザイン＆コンピュータ専門学校  商業実務専門 (準)山崎学園
 027‐267‐1171
(027‐267‐1170)

昭61. 3.10 400 － 小屋原町1098‐1　　 379‐2184

東日本ブライダル・ホテル・トラベル専門学校  商業実務専門 (準)山崎学園
 027‐267‐1172
(027‐267‐1170)

昭61. 3.10 240 － 小屋原町1098‐1　　　　 379‐2184

中央スポーツ医療専門学校  医療専門 (準)国際中央学園
 027‐253‐1205
(027‐253‐1230)

昭62. 3.31 90 － 新前橋町21‐16　　　 371‐0843

中央情報経理専門学校 
 商業実務専門
 工業専門

(準)有坂中央学園
 027‐253‐5544
(027‐254‐0605)

昭62. 9.25
(27.10.25)

680
0

－ 古市町1‐49‐4 371‐0844

群馬社会福祉専門学校  社会福祉専門 (学)昌賢学園
 027‐253‐0345
(027‐289‐4657)

平元. 3.27 140 － 元総社町152 371‐0846

前橋医療福祉専門学校 
 医療専門
 社会福祉専門
 文化・教養専門

(準)未来学園
 027‐269‐1600
(027‐269‐1611)

昭61. 3.13
720
160
80

－ 石関町122‐6 371‐0006

群馬日建工科専門学校  工業専門 (準)朋学舎 
 027‐226‐7337
(027‐226‐7421)

平 2. 3.27 256 － 南町3‐3‐9　 371‐0805

※　群ゼミALEX外語専門学校  文化教養専門 (準)福井学園
 027‐221‐5055
(027‐221‐5020)

平 4. 3.27 260 － 南町3‐3‐9　　　　　　 371‐0805

東日本製菓技術専門学校  衛生専門 (準)山崎学園
 027‐267‐1151
(027‐266‐8111)

平 5. 3.25 240 － 小屋原町1145‐1　　　　　 379‐2184

郵便番号
電話

 (　)内はFAX
総定員

認可年月日 所　 在　 地校名 課程名 設置者



前橋東看護学校  医療専門 (公)前橋積善会
 027‐264‐7070
(027‐264‐7071)

平 6.12.26
(16.11.10)

105 － 江木町1241‐5　　　　　　　　371‐0002

フェリカ家づくり専門学校  工業専門 (準)フェリカ学園
 027‐223‐2100
(027‐223‐5311)

平 8. 3.29 390 － 南町2‐38‐2　　　　　　　371‐0805

東日本栄養医薬専門学校
 衛生専門
 医療専門

(準)山崎学園
 027‐266‐3300
(027‐267‐1170)

平15. 3.31
160
80

－ 小屋原町1098‐1 379‐2184

中央動物看護専門学校  文化教養専門 (準)中央総合学園
 027‐254‐3144
(027‐289‐4005)

平17. 3.28 110 － 古市町1‐43‐27 371‐0844

群馬動物専門学校  商業実務専門 (準)ＨＡＣ国際学園
 027‐252‐3330
(027‐252‐3410)

平18. 3.28 200 － 元総社町108　　　　　　 371‐0846

育英メディカル専門学校  医療専門 (準)群馬英数学舘
 027‐280‐6811
(027‐252‐5814)

平18. 3.31 360 ー 古市町1‐35‐6 371‐0844

ウェディング・ホテル＆ツーリズム専門学校 商業実務専門 (準)群馬県美容学園
027‐289‐5550

(027‐289‐5551)
平22. 7.30 80 － 石関町136‐1 371‐0006

専門学校中央農業大学校 農業専門 (準)有坂中央学園
027‐220‐1200

(027‐223‐2814)
平22.12.21 215 － 南町2‐31‐1 371‐0805

ＮＩＰＰＯＮおもてなし専門学校 商業実務専門 (準)ＮＩＰＰＯＮ　ＡＣＡＤＥＭＹ
027‐210‐6868

(027‐210‐6889)
平24.12.18 1240 － 大手町1‐11‐4 371‐0026

中央高等専修学校前橋校 商業実務高等課程 (準)有坂中央学園
 027‐253‐5596
(027‐280‐5270)

平25.12.17 30
通信
120

 下石倉町31‐20 371‐0842

前橋市医師会立前橋高等看護学院 医療専門 (公)前橋市医師会 
027‐231‐5795

(027‐233‐9690)
平26. 7.28
(40. 7. 6)

－ 120 岩神町2‐3‐5 371‐0035

アーツ サウンド ビジュアル専門学校 文化教養専門 (準)群馬県美容学園
027‐225‐5011

(027‐225‐5012)
平28. 7.29 80 － 石関町136‐1 371‐0006

国際産業技術専門学校
 商業実務
 工業専門

(準)群馬総合カレッジ
027‐212‐7337

(027‐212‐7367)
平29. 3.29

180
100

－ 千代田町3‐5‐13 371‐0022

ＮＩＰＰＯＮアントレプレナー専門学校  商業実務専門 (準)ＮＩＰＰＯＮ　ＡＣＡＤＥＭＹ 027‐243‐2222 令 3. 3.11 44 － 大手町2‐5‐10 371‐0026

蒼羽藝術高等専修学校  文化教養高等 （準）蒼羽藝術学園
027‐226‐1560

(027‐226‐1563)
令 3.12.21 108 － 表町1‐28‐13 371‐0024

※群ゼミALEX外語専門学校は休校中



(高崎市　15校) 

昼 夜

東日本調理師専門学校
 調理専門
 調理高等

(準)山崎学園
027‐346‐0389

(027‐346‐3527)
昭51. 6.24
(47. 3.28)

200
－

－
80

矢中町23‐10 370‐1203

※　高崎調理師専門学校  調理専門 (準)石黒学園
027‐323‐4621

(027‐324‐5955)
昭51. 9. 1
(42. 7. 4)

40 － 東町36　　　　　　　　 370‐0045

※　高崎スクールオブビジネス  商業専門 (準)石黒学園
027‐323‐4621

(027‐324‐5955)
昭56. 4.30 240 － 東町36　　　　　　　　 370‐0045

※　高崎コンピュータ専門学校  工業専門 (準)石黒学園
027‐323‐4621

(027‐324‐5955)
昭60. 9.20 80 － 東町36　 　　　　　　 370‐0045

高崎歯科衛生専門学校  歯科衛生専門 (準)未来学園 
027‐327‐3218

(027‐324‐6781)
昭61. 3.31 150 － 大橋町160‐1　　　　　　 370‐0803

専門学校中央情報大学校
 工業専門
 商業実務専門

(準)中央総合学園
027‐324‐8511

(027‐324‐8611)
平 3.12. 9

585
  60

－ 栄町13‐1　　　　　　 370‐0841

高崎ビューティモード専門学校
 美容専門
 理容専門

(準)中央総合学園
027‐310‐2220

(027‐324‐6344)
平13. 3.29

400
80

－ 栄町13‐1　　 370‐0841

高崎動物専門学校  商業実務専門 (準)ＭＧＬ学園
027‐321‐0411

(027‐321‐0412)
平15. 3.31 384 － 岩押町58‐4 370‐0044

 独立行政法人国立病院機構高崎総合
 医療センター附属高崎看護学校

 看護専門 独立行政法人国立病院機構
027‐325‐2664

(027‐325‐2664)
昭51. 4. 1 240 － 高松町36　　　　　　　　370‐0829

専門学校高崎福祉医療カレッジ
 社会福祉専門
 医療専門

(準)藤仁館学園
027‐386‐2323

(027‐386‐2113)
平20. 3.31

80
120

－ 東町28‐1 370‐0045

高崎市医師会看護専門学校
 医療専門
 医療高等

(一)高崎市医師会
027‐363‐3555

(027‐363‐6222)
平21.12.21

20
160

135
－

問屋町4‐8‐11 370‐0006

大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門学校
 商業実務専門
 教育・社会福祉専門

(学)大原学園
027‐325‐1100

(027‐325‐1109)
平23. 3.17

360
160

－ 下和田町5‐3‐16 370‐0846

大原スポーツ公務員専門学校高崎校 文化・教養専門 (学)大原学園
027‐325‐1100

(027‐325‐1109)
平23. 3.17 280 － 下和田町5‐3‐16 370‐0846

たかさき・ナイチンゲール学院  医療専門 (準)平井学園
027‐329‐7678

(027‐329‐7677)
平28．3.24 120 － 下滝町字前畑370‐2 370‐0026

中央医療歯科専門学校高崎校  医療専門 (準)中央総合学園
027‐310‐5088

(027‐310‐5622)
平29．3.29 141 － 双葉町2‐8 370-0843

※高崎調理師専門学校、高崎スクールオブビジネス、高崎コンピュータ専門学校は休校中 

(桐生市　3校) 

群馬法科ビジネス専門学校桐生校 商業実務専門 (準)蒼羽藝術学園
0277‐55‐5618

(0277‐55‐5658)
昭51. 6.16
(26.10.22)

60 － 相生町5‐140‐5 376‐0011

桐生市医師会立桐生高等看護学院 看護専門 (一)桐生市医師会 
0277‐47‐2503

(0277‐47‐5751)
平18. 3.30
(47. 6.27)

102 － 元宿町18‐2 376‐0027

中央高等専修学校桐生校 商業実務高等課程 (準)有坂中央学園
0277‐53‐8511

(0277‐53‐8532)
平25.12.17 30

通信
120

 相生町5‐59‐28 376‐0011

総定員
所　 在　 地 郵便番号校名 課程名 設置者

電話
 (　)内はFAX

認可年月日



(伊勢崎市　3校) 

昼 夜

伊勢崎美容専門学校　 美容専門 (準)伊勢崎美容学園
 0270‐22‐5888
(0270‐22‐5889)

平12. 3.23 80 － 三光町9‐19 　　  372‐0046

 一般社団法人伊勢崎佐波医師会立
 伊勢崎敬愛看護学院

看護専門 (一)伊勢崎佐波医師会
 0270‐26‐0692
(0270‐21‐7036)

平15. 3.31 120 － 下植木町461‐1 372‐0024

専門学校群馬自動車大学校
 
自動車整備専門 (準)小倉学園 

 0270‐62‐0167
(0270‐62‐5470)

 昭51. 4. 1
(42. 3.31)

950 － 赤堀今井町1‐581 379‐2215

(太田市　8校) 

太田情報商科専門学校 
 商業実務専門
 工業専門
 教育社会福祉専門

(準)太田アカデミー 
 0276‐25‐2424
(0276‐25‐2444)

平 4. 3.27
140
440
80

－
－
－

東長岡町1361　　　      373‐0812

東群馬看護専門学校 看護専門 (準)平成学園 
 0276‐38‐6200
(0276‐38‐6201)

平 4. 3.27 210 － 高林北町2134　　　　　　373‐0829

 ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合
 太田高等看護学院

医療専門 ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合 
 0276‐55‐2450
(0276‐55‐2451)

平 6.12.26
(34. 6.20)

105 － 大島町461‐1 373‐0055

中央医療歯科専門学校 医療専門 (準)有坂中央学園 
 0276‐25‐8833
(0276‐72‐0797)

平10. 3.20 120 － 東本町41‐12　　　　　 373‐0026

太田医療技術専門学校 
 医療専門
 教育・社会福祉専門

(準)太田アカデミー 
0276‐25‐2414

(0276‐25‐2441)
平14. 3.20

1100
80

－ 東長岡町1373　　　      373‐0812

太田動物専門学校 商業実務専門 (準)ＭＧＬ学園 
 0276‐49‐2885
(0276-49-2895)

平15. 3.31 80 － 台之郷町1060‐1　　　　　　373‐0801

専門学校太田自動車大学校 工業専門 (準)太田アカデミー 
 0276‐25‐2425
(0276‐25‐8610)

平17. 3.28 355 － 東金井町796　　　　　 373‐0022

太田工科専門学校  工業専門 （準）群馬総合カレッジ 0276-20-2345 令 3.12.21 240 － 東本町53‐14 373‐0026

(渋川市　2校) 

渋川看護専門学校  医療専門  (一)渋川地区医師会
 0279‐20‐1174
(0279‐22‐3174)

平 9. 3.27 120 － 金井356　　 377‐0027

群馬パース大学福祉専門学校　  社会福祉専門 (学)群馬パース大学
0279‐60‐7010

(0279‐60‐7011)
平 4. 3.27 230 － 渋川1338‐4 377‐0008

(富岡市　1校) 

※　富岡文化服装専門学校 
 家政専門
 家政高等

(準)津金沢学園  0274‐64‐2150
昭55. 2.23
(23.12.21)

　－
60

　40
－

富岡甲1180　　　　      370‐2316

※　富岡文化服装専門学校は休校中

校名 課程名 設置者
電話

 (　)内はFAX
認可年月日

総定員
所　 在　 地 郵便番号



(吾妻郡　1校) 

ＮＩＰＰＯＮおもてなし専門学校東京デュアラー校

 工業専門課程
 商業実務専門
 調理師専門

(準)ＮＩＰＰＯＮ　ＡＣＡＤＥＭＹ
 0279‐26‐3430
(0279‐26‐3398)

平29. 3.29
320
160 － 高山村中山6859‐249 377‐0702

(邑楽郡　1校) 

大泉保育福祉専門学校 
 保育専門
 社会福祉専門

(社福)三吉 
 0276‐62‐5806
(0276‐62‐5821)

昭51. 4. 1
(49. 3.30)

200
80

－
－

大泉町日の出56‐2　 370‐0525



5　私立各種学校(19校) 

注:表中(学)は学校法人を、(準)は準学校法人を、（公）は公益社団法人を、（一）は一般社団法人を示します。

(前橋市　7校)

昼 夜

駒形珠算学校 高田 英子
027‐266‐2696

(027‐266‐2696)
昭29. 6.25 － 30 駒形町816　　　      379‐2122 珠算 

前橋市医師会立前橋准看護学校 (公)前橋市医師会 
027‐231‐5795

(027‐233‐9690)
昭30. 6.29 160 － 岩神町2‐3‐5 371‐0035 准看護師養成 

※　前橋ニュースタイル編物学院 
027‐221‐7565

(027‐221‐7565)
昭32. 7.26 90 － 本町1‐13‐2　　     371‐0023 編物 

群馬朝鮮初中級学校 (準)群馬朝鮮学園 
027‐232‐2160

(027‐232‐2179)
昭40. 8. 3 420 － 荒牧町2‐2　　　　    371‐0044 外国人 

ＮＩＰＰＯＮ文化学院 (準)ＮＩＰＰＯＮ　ＡＣＡＤＥＭＹ
027‐221‐3235

(027‐223‐3563)
平25.12.17 120 － 表町1‐7‐6 371‐0024 日本語

ＮＩＰＰＯＮ語学院 (準)ＮＩＰＰＯＮ　ＡＣＡＤＥＭＹ
027‐210‐6888

(027‐243‐2031)
平26.12.18 967 － 大手町1-8-3 371‐0026 日本語

ＮＩＰＰＯＮ進学院 (準)ＮＩＰＰＯＮ　ＡＣＡＤＥＭＹ
027‐221‐3235

(027‐223‐3563)
平29. 9.15 100 － 表町1‐7‐6 371‐0024 日本語

※前橋ニュースタイル編物学院は休校中

(高崎市　2校) 

柘植珠算学校 (学)柘植学園 027‐322‐5157 昭25. 3.14 － 200 九蔵町4-1 370-0058 珠算 

小野池學院 中井　悦子
027‐322‐8260

(027‐323‐2306)
昭62. 2.26 390

通信
100

栄町15‐3　　　 370‐0841 予備校 

(桐生市　2校) 

桐生市医師会立桐生准看護学校 (一)桐生市医師会 
0277‐47‐2504

(0277‐22‐2425)
昭28.10. 1 100 － 元宿町18‐2 376‐0027 准看護師養成 

群馬和裁専門学院 岡田　成雄
0277‐45‐0434

(0277‐43‐7797)
平 6.12.26 60 － 仲町1‐10‐4　         376‐0035 和裁 

(伊勢崎市　1校) 

あけぼの珠算学校 吉沢　正夫
0270‐25‐1847

(0270‐25‐1847)
昭28.12.22 50 － 緑町1‐3　　　　　　　　　 372‐0043 珠算 

  所　在　地 主な教科郵便番号校名 設置者
電話

 (　)内はFAX
認可年月日

総定員



(太田市 2校)

昼 夜

エスコーラ・パラレロ各種学校 (準)エスコーラ・パラレロ
0276‐48‐6162

(0276‐46‐6534)
平21.12.21 150 － 龍舞町2743‐2 373‐0806 外国人

伯人学校イーエーエス太田 (準)倉橋学園
0276‐30‐3161

(0276‐30‐3162)
平24.12.18 330 － 内ヶ島町241‐2 373‐0813 外国人

(沼田市　1校) 

沼田准看護学校 (一)沼田利根医師会
0278‐23‐2053

(0278‐23‐3591)
昭31. 3.26 48 － 上原町1801‐68 378‐0051 准看護師養成 

(藤岡市　1校) 

藤岡准看護学校　 (一)藤岡多野医師会
0274‐23‐0798

(0274‐23‐0982)
昭31. 5.31 　8O － 藤岡1860‐1　　　　　　　 375‐0024 准看護師養成 

(富岡市　1校) 

富岡市甘楽郡医師会立富岡准看護学校 (一)富岡市甘楽郡医師会 
0274‐62‐0284

(0274‐67‐5464)
昭31.10. 1 64 － 七日市553‐1　　　  370‐2343 准看護師養成 

(安中市　1校) 

安中市医師会立安中准看護学校 (一)安中市医師会
027‐382‐3776

(027‐382‐1560)
昭28.12. 8 48 － 安中甲1‐1‐20 379‐0116 准看護師養成 

(吾妻郡　1校) 

吾妻郡医師会立吾妻准看護学校 (一)吾妻郡医師会
0279‐75‐3904

(0279‐75‐3348)
昭43. 3.3l 40 － 中之条町伊勢町25‐9 377‐0423 准看護師養成 

  所　在　地 主な教科郵便番号認可年月日
総定員

校名 設置者
電話

 (　)内はFAX



6　参考

(1)  学校法人等(163法人)一覧 

① 学校法人　（118法人（県外4法人を含みます。)
注:法人設立認可年月日欄中(　)は、準学校法人設立認可年月日を示します。 
  :（幼保）は幼保連携型認定こども園を示します。

(前橋市　27法人) 

学校法人名 理 事 長 設　置　校(県内)
法人設立

認可年月日
法 人 所 在 地 郵便番号 電   話 

共愛学園 跡部　洋一 共愛学園前橋国際大学 昭26. 2.24 小屋原町1154‐4　　 379‐2192 027‐266‐7575

共愛学園前橋国際大学短期大学部

共愛学園高等学校

共愛学園中学校

共愛学園小学校

共愛学園こども園(幼保）

小林学園 小林　薫 静和幼稚園(幼保）　 昭28.12.22 文京町1－29－18 371－0801 027‐221‐0501

森本学園 小林　一博 わかくさ幼稚園(幼保） 昭29. 4.22 嶺町1365‐5　　　 371‐0125 027‐264‐0600

昌賢学園 鈴木　利定 群馬医療福祉大学　 昭28. 2.18 元総社町稲葉152　　 371‐0846 027‐251‐2180

群馬医療福祉大学短期大学部

群馬医療福祉大学附属鈴蘭幼稚園

群馬社会福祉専門学校

裳美学園 槇塚　盛義 しょうび第一幼稚園 昭31. 8. 7 城東町1‐2‐7　　 371‐0016 027‐231‐1728

しょうび第二幼稚園(幼保) (26. 3.27)

ひろし学園 竹内　幸男 第二あさひ幼稚園(幼保）　 昭44. 3.29 三俣町2‐10‐3　 371‐0018 027‐232‐2080

あさひ幼稚園(幼保）

永井学園 永井　洋美 ひろせ幼稚園（幼保） 昭44. 3.29 広瀬町3‐32‐1　　 371‐0812 027‐263‐1571



学校法人名 理 事 長 設　置　校(県内)
法人設立

認可年月日
法 人 所 在 地 郵便番号 電   話 

清心学園 黒田　とめ子 清心幼稚園(幼保） 昭44. 3.29 大手町3‐1‐21　 371‐0026 027‐231‐2415

花園学園 内田　達也 元総社幼稚園(幼保） 昭44. 9. 3 元総社町1372‐1　　 371‐0846 027‐251‐2076

冷泉学園 熊田　洋子 明星幼稚園 昭45. 1. 8 南町1‐21‐28　　 371‐0805 027‐221‐6923

宝林学園 芝崎　順孝 たから幼稚園 昭47. 3.17 田口町545‐1　　 371‐0048 027‐233‐0051

大乗学園 村中　祐邦 慈照幼稚園(幼保） 昭47. 9.27 二之宮町1812‐7　 379‐2117 027‐268‐2557

駒形学園 根岸　保 こまがた幼稚園(幼保） 昭49. 8.12 駒形町807‐1　　　 379‐2122 027‐266‐2335

斎藤学園 吉崎　真由美 幼保連携型認定こども園桃瀬幼稚園 （幼保） 昭51. 3. 5 西片貝町4‐16‐2　　 371‐0013 027‐243‐5977

春芳学園 大瀧　育雄 幼保連携型認定こども園元景幼稚園 （幼保） 昭52. 3. 1 総社町植野142-1　 371‐0853 027‐253‐2373

一隅学園 金子　仁 木の実幼稚園(幼保） 昭52. 3. 1 粕川町室沢267‐1 371‐0202 027‐285‐4832

関口学園 大手　俊子 いしい幼稚園(幼保) 昭52. 3.31 富士見村石井896‐1 371‐0105 027‐288‐3531

柳学園 柳　　晋 富士見幼稚園 昭53. 3.24 富士見村時沢2120‐8　 371‐0104 027‐288‐5995

たちばな学園 関口　次雄 山王幼稚園(幼保) 昭53.12.26 山王町2‐9‐5　　 379‐2123 027‐266‐5120

東大室学園 桑子　　清 清華幼稚園（幼保） 昭54.12.27 東大室町929‐1　　 379‐2105 027‐268‐1992

中村学園 中村　有香 大利根育英幼稚園分園朝日が丘こども園（幼保）　　 昭56.12.24 川曲町529‐1 371‐0832 027‐253‐5460

大利根育英幼稚園(幼保）

恵光学園 権頭　俊澄 ポケット幼稚園（幼保） 昭58. 9.13 富士見村米野1305‐1　 371‐0111 027‐288‐3535

亀井学園  亀井　初代 粕川幼稚園 昭62. 2.26 粕川町女渕446‐4 371‐0214 027‐285‐8326

大出学園 大出　浩司 支援学校若葉高等学園 平 5. 5.11 苗ヶ島町2258‐4 371‐0241 027‐283‐1011

スジャータ学園 守山　京枝 いずみ幼稚園(幼保） 平11. 3.19 女屋町1094‐5　　 379‐2163 027‐261‐0553

いまい学園 今井　美奈子 二子山幼稚園(幼保） 平13. 3.29 朝倉町1‐3‐7 371‐0811 027‐263‐2233

第二永井学園 永井　敬一 敷島幼稚園（幼保） 平20. 3.28 川原町2-24-1 371‐0035 027‐263‐2234



(高崎市　28法人) 

学校法人名 理 事 長 設　置　校(県内)
法人設立

認可年月日
法 人 所 在 地 郵便番号 電   話 

高崎商科大学 森本　淳 高崎商科大学 昭26. 3. 1 根小屋町741　　 370‐1214 027‐347‐3399 

高崎商科大学短期大学部

高崎商科大学附属高等学校

高崎商科大学佐藤幼稚園

平方学園  桜井　直紀 明和県央高等学校 昭26. 3. 5 高崎市金古町28 370‐3511 027‐386‐5640

明和幼稚園（幼保）

高井学園 高井　和雄 みどり幼稚園(幼保） 昭26.10.31 下佐野町735　　　 370‐0855 027‐346‐8787 

清水学園 田邉　義之 三山幼稚園 昭29. 4.20 並榎町99-1 370-0802 027‐322‐4869 

明徳学園  長谷川　興秀 明徳幼稚園(幼保） 昭30.12.26 通町75　　　　 370‐0053 027‐322‐6069 

群馬育英学園 中村　義寛 育英大学 昭37.12.22 京目町1656‐1 370‐0011 027‐352‐1990 

育英短期大学 (33.11.19)

前橋育英高等学校

高崎健康福祉大学 須藤　賢一 高崎健康福祉大学 昭41. 1.27 中大類町37‐1 370‐0033 027‐352‐1290 

高崎健康福祉大学高崎高等学校 (35. 2.20)

高崎健康福祉大学附属幼稚園

柘植学園 柘植　美幸 中居幼稚園(幼保） 昭51. 1. 7 本町96　　　　 370‐0813 027‐322‐5157 

柘植珠算学校 (37.10.29)

学文館 澁谷　朋子 上武大学 昭38. 1.23 新町270‐1　 370‐1301 0274‐42‐1183 

上武大学附属幼稚園

南学園 井野　一之 城南幼稚園 昭42. 3.31 竜見町256　　　 370‐0835 027‐323‐4785 

丸山学園  丸山　典子 すみれ幼稚園 昭44. 3.29 江木町1056　　　 370‐0046 027‐322‐8502

外所学園 外所　元樹 むつみ幼稚園(幼保） 昭46. 2.26 下小鳥町76‐8　　　 370‐0074 027‐361‐1989

福島学園 福島　淳子 ぐんま幼稚園 昭46. 3.15 金古町1912 370‐3511 027‐373‐0338

吉美学園 北原　進 櫻丘幼稚園(幼保) 昭47. 2.16 石原町3685‐2 370‐0864 027‐326‐2200

大木学園 大木　康行 認定こども園高南幼稚園 昭48. 3.20 綿貫町346‐2 370‐1207 027‐346‐6036



学校法人名 理 事 長 設　置　校(県内)
法人設立

認可年月日
法 人 所 在 地 郵便番号 電   話 

桃ヶ丘学園 中曽根　一枝 八幡幼稚園 昭50. 3.12 剣崎町409‐4 370‐0883 027‐343‐3908

和田学園 和田　辨孝 中川幼稚園(幼保） 昭50. 3.12 浜尻町614　 370‐0005 027‐362‐4175

飯塚学園 飯塚　広光 清風幼稚園 昭52. 3.31 足門町830‐2　 370‐3531 027‐373‐0037

北村学園 北村　久瑩 こだま幼稚園 昭52.12.26 下豊岡町242‐2　　 370‐0873 027‐326‐3055

松山学園 山口　一期 いちごばたけ幼稚園 昭52.12.26 箕郷町西明屋67‐2　 370‐3105 027‐371‐5900

狩野学園 狩野　静子 ひばり幼稚園（幼保） 昭53. 3. 1 中里町334‐1　 370‐3532 027‐373‐6579

満勝寺学園 原　徳明 長野幼稚園 昭53. 3.24 北新波町197‐6　 370‐0082 027‐343‐5233

国分寺学園 蜂須賀　和夫 国分寺幼稚園(幼保） 昭53. 8. 7 西国分町11‐2　 370‐3512 027‐373‐7241

坂田学園 坂田　直樹 東部文化幼稚園 昭53.12.26 東貝沢町2‐5‐10　　 370‐0041 027‐361‐0740

如意輪学園 三津田　辨範 堤ヶ岡幼稚園 昭55. 2.23 棟高町2227‐2　　 370‐3521 027‐372‐0309

長年寺学園 喜美候部謙史 榛名愛育幼稚園 昭56. 2.28 下室田町1377　 370‐3342 027‐374‐1226

里東学園 中島　輝夫 認定こども園さわらび幼稚園 昭56. 2.28 下里見町454 370‐3343 027‐374‐2036

群馬パース大学 樋口　建介 群馬パース大学 平 9.12.19  問屋町1‐7‐1 370‐0006 027‐365‐3374

群馬パース大学福祉専門学校

                                 

(桐生市　4法人) 

明照学園 野口　秀樹 樹徳高等学校　 昭26. 3. 8 錦町1‐1‐20 376‐0023 0277‐45‐2258

樹徳中学校　 

樹徳幼稚園 

つくし学園 須田　勝代 のびのびこども園（幼保） 昭50. 3.12 新里町新川3580‐5　 376‐0121 0277‐74‐1313

白ゆり学園 新藤　みど里 白ゆり幼稚園（幼保） 昭50. 3.31 新里町小林200‐2　 376‐0124 0277‐74‐8357

峰学園 小池　文司 すぎの子幼稚園(幼保） 昭55.12.24 新里町関550‐1　 376‐0134 0277‐74‐6656



(伊勢崎市　6法人) 

学校法人名 理 事 長 設　置　校(県内)
法人設立

認可年月日
法 人 所 在 地 郵便番号 電   話 

顕真学園 猪口　昭彦 慈教幼稚園 昭49. 1.23 波志江町681　 372‐0001 0270‐24‐7700

さくら幼稚園 片柳　博子 さくら幼稚園 昭49. 3.12 富塚町246‐4　 372‐0833 0270‐32‐3010

光明学園 柳澤　慶仁 すみよし幼稚園 昭51. 2.12 馬見塚町831‐1　 372‐0842 0270‐32‐1069

茂木学園 茂木　澄恵 こひつじ幼稚園 昭51. 3.20 境百々221‐1　 370‐0177 0270‐76‐2448

田部井学園 鈴木　淳志 田部井幼稚園 昭52. 3. 1 田部井町2‐458　 379‐2222 0270‐62‐5977

竹前学園 竹前　守 愛の光幼稚園 昭55. 9.18 今井町367 372‐0823 0270‐26‐4124

(太田市　15法人) 

群馬常磐学園 常見　隆 常磐高等学校 昭26. 2.27 飯塚町141‐1　　 373‐0817 0276‐45‐4372

新田学園 松尾　崇悳 幼保連携型認定こども園きざきまち幼稚園(幼保） 昭26. 3. 1 新田木崎町1391‐2 370‐0321 0276‐56‐1000

金山学園 森下　功 金山幼稚園(幼保） 昭26. 3.10 鳥山上町1633　　　 373‐0061 0276‐37‐0602

ひかり学園 枝井　秀栄 ひかり幼稚園 昭45. 1. 8 新井町556‐1　 373‐0852 0276‐45‐7134

第二ひかり幼稚園 

東桜学園 髙草木　英夫 東別所幼稚園(幼保） 昭47.12.27 飯塚町1113‐9　　 373‐0817 0276‐45‐2505

スマイル幼稚園(幼保）

若葉幼稚園 林　治稔 認定こども園若葉幼稚園(幼保） 昭49. 3.12 下小林町677 373‐0807 0276‐45‐7365

ハマダ学園 竹内　治彦 台之郷幼稚園 （幼保） 昭49. 3.12 台之郷町535　 373‐0801 0276‐45‐8161

太田仁愛幼稚園 田中　重雄 太田仁愛幼稚園 昭49. 3.12 成塚町512‐2　 373‐0006 0276‐37‐1723

瑞穂学園 大塚　嘉崇 いなり幼稚園(幼保） 昭49. 3.12 細谷町22‐1　　 373‐0842 0276‐31‐7500

太南学園  大槻　正也 南幼稚園 昭49.10.25 高林西町474‐7　 373‐0828 0276‐38‐1980

豊学園 坂本　緑 認定こども園太田いずみ幼稚園(幼保） 昭50. 3.12 東今泉町801‐1 373‐0021 0276‐37‐3245

宝泉学園 劔持　由美子 新明幼稚園(幼保） 昭51. 3. 5 由良町1829‐5 373‐0036 0276‐32‐2368

和香学園 若林　泰憲 なかよし幼稚園(幼保) 昭52. 3.31 新島町688　　 373‐0819 0276‐45‐4994

宝泉北学園 渡辺　碩志 宝泉北幼稚園(幼保） 昭54. 4.19 別所町388‐2　　 373‐0041 0276‐32‐0424

※太田国際学園 清水　聖義 ぐんま国際アカデミー高等部 平16.12.24 内ヶ島町1361‐4 373‐0813 0276‐47‐7711

ぐんま国際アカデミー中等部

ぐんま国際アカデミー初等部

※太田国際学園は、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき、太田市長が認可



(沼田市　3法人) 

学校法人名 理 事 長 設　置　校(県内)
法人設立

認可年月日
法 人 所 在 地 郵便番号 電   話 

沼田幼稚園 田代　浩敬 認定こども園沼田幼稚園(幼保） 昭27.12.10 坊新田町1105‐3　　 378‐0017 0278‐22‐2856

櫛渕学園 櫛渕　光彦 ちぐさこども園(幼保）
 昭38.12.24
 (28. 2.17)

柳町394　 378‐0055 0278‐23‐3324

恵泉学園 押川　幸男 恵泉幼稚園  平15. 3.31 西倉内町663‐4 378‐0042 0278‐23‐3584

(館林市　3法人) 

関東学園 松平　正久 関東学園大学 昭26. 3. 5 大谷町625 374‐8555 0276‐74‐1211

関東短期大学 

関東学園大学附属高等学校 

富士学園 倉上　皖教 富士こども園（幼保） 昭53.12. 1 富士見町5‐1　 374‐0027 0276‐74‐2100

光楽学園 池田　元用 常楽幼稚園 昭63. 3.18 木戸町甲580　　 374‐0077 0276‐72‐1836

(渋川市　2法人) 

白ばらリズム学園 金子　崇巳 白ばら幼稚園 （幼保） 昭42.11.30 渋川778 377‐0008 0279‐22‐1068

奈良原学園 齋藤　順二 渋川大島幼稚園 昭44. 2.20 半田2410　　　 377‐0004 0279‐22‐1785

(藤岡市　6法人) 

愛光学園　※ 横田　操 やまて幼稚園 昭46.12.21 藤岡260‐2　　 375‐0024 0274‐23‐6000

泰明学園 中島　俊彦 くまの幼稚園(幼保) 昭50. 2. 1 上戸塚354‐3　 375‐0013 0274‐23‐5533

共立学園 落合　真人 のぞみ幼稚園(幼保） 昭52.12.26 藤岡1805‐3　 375‐0024 0274‐22‐0760

田沼学園 田沼　まさ子 藤岡開成幼稚園（幼保） 昭53.12.26 下栗須959‐3　　　 375‐0014 0274‐24‐0118

清和学園 貫井　憲夫 鬼石こども園(幼保) 昭53.12.26 鬼石82 370‐1401 0274‐52‐2763

門屋学園 山田　佳栄子 藤岡幼稚園(幼保) 昭57. 3.27 藤岡845 375‐0024 0274‐22‐0678

※　愛光学園は埼玉県に専修学校（山手ビジネスカレッジ（坂戸市千代田町4-10-8）及び各種学校（山手日本語学校（川越市脇田本町11-10））を設置しています

(富岡市　4法人) 

榎本学園 榎本　美佳 なのかいちこども園(幼保) 平13. 3.29 七日市1074‐15 370‐2343 0274‐62‐4230

光の子学園 松井　徹郎 甘楽こひつじこども園（幼保） 平16. 3.25 七日市1157‐1 370‐2343 0274‐62‐0627

むつぎ学園 松倉　太鋭 むつぎ幼稚園(幼保) 平25. 2.25 下高瀬294‐1 370‐2332 0274‐62‐5858

龍光寺学園 神宮　良弘 幼保連携型認定こども園とみおかこども園（幼保） 令2.3.24 富岡1093-1 370‐2316 0274‐64‐3576



(安中市　4法人) 

学校法人名 理 事 長 設　置　校(県内)
法人設立

認可年月日
法 人 所 在 地 郵便番号 電   話 

新島学園 湯浅　康毅 新島学園短期大学 昭26. 3. 5 安中3702　 379‐0116 027‐381‐0240

新島学園高等学校

新島学園中学校 

安中二葉幼稚園 清水　莊太郎 安中二葉幼稚園 昭35. 4.12 安中3‐10‐33 379‐0116 027‐381‐0394

赤心幼稚園 半田　孝一 原市赤心幼稚園 昭40.12.24 原市1‐14‐16　 379‐0133 027‐385‐6662

東横野学園 田中　米壽 東横野幼稚園 昭44. 2.20 鷺宮3092‐2　 379‐0124 027‐382‐0816

(みどり市　3法人) 

桐丘学園  関﨑　亮 桐生大学　 昭26. 2.21 笠懸町阿左美606‐7 379‐2392 0277‐22‐8133

桐生大学短期大学部

桐生第一高等学校 

桐生大学附属中学校

桐生大学附属幼稚園 

マイトリー学園 横塚　榮三郎 大間々南幼稚園 昭54. 2.15 大間々町大間々895‐1 376‐0101 0277‐73‐0067

南光寺学園 藤生　義昭 阿左美幼稚園 昭59. 2.27 笠懸町阿左美967‐2　 379‐2311 0277‐76‐7320

(北群馬郡　1法人) 

栗原学園 栗原　みつ枝 駒寄幼稚園(幼保) 昭53. 3. 1 吉岡町漆原953‐1　 370‐3601 0279‐54‐7144

(吾妻郡　1法人) 

白根開善学校 佐々木　克典 白根開善学校中等部 昭53. 7. 1 中之条町入山1‐1　　 377‐1701 0279‐95‐5311

白根開善学校高等部 

(利根郡　1法人) 

建明寺学園 堪山　泰学 水上わかくりこども園(幼保) 昭52. 3. 1 みなかみ町湯原985 379‐1617 0278‐72‐4120



(佐波郡　1法人) 

学校法人名 理 事 長 設　置　校(県内)
法人設立

認可年月日
法 人 所 在 地 郵便番号 電   話 

玉村学園 都澤　しづ子 マーガレット幼稚園 昭53. 3. 1 玉村町南玉758　 370‐1111 0270‐65‐2120

(邑楽郡　5法人) 

三吉学園  眞下　恵一 みよし幼稚園(幼保） 昭44. 7. 1 大泉町寄木戸277‐1　 370‐0535 0276‐63‐1621

みよし第二幼稚園 

松原学園 栗原　規夫 松原幼稚園 昭53.12.26 大泉町西小泉3‐6‐22 370‐0517 0276‐62‐2532

河上学園  河上　崇 えのき幼稚園(幼保) 昭59. 2.27 大泉町北小泉3‐9‐6 370‐0511 0276‐62‐3636

陽光学園 清水　喜美代 ひまわり幼稚園 昭49. 3.12 板倉町海老瀬7444 374‐0111 0276‐82‐1539

稲良学園 齋藤　安彦 まきば幼稚園 昭54. 2.15 板倉町籾谷1344　 374‐0134 0276‐82‐1682

(東京都　3法人) 

東京農業大学 大澤　貫寿 東京農業大学第二高等学校 昭26. 3．5 世田谷区桜丘1‐1‐1 156‐0054 03‐3421‐5175

大原学園 中川　和久 大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門学校 昭54. 4. 7 千代田区西神田1‐2‐10 101‐8352 03‐6740‐0008

大原スポーツ公務員専門学校高崎校

聖フランシスコ学園  釘宮　禮子 高崎天使幼稚園 昭61.4.1 大田区久が原4-3-23 146-0085 03-3751-2502

(静岡県　1法人)

倉橋学園 倉橋　義郎 伯人学校イーエーエス太田 平22. 1.14 浜松市中区田町230-15 430‐0944 053-458-6111



② 準学校法人　（27法人（県外1法人を含みます。)

学校法人名 理 事 長 設　置　校(県内)
法人設立
認可年月日

法 人 所 在 地 郵便番号 電   話 

木村学園 平塚　園枝 前橋文化服装専門学校 昭26. 2. 8 前橋市南町3‐61‐4 371‐0805 027‐224‐4715

津金沢学園 平尾　真一 富岡文化服装専門学校 昭26. 3.27 富岡市富岡甲1180 370‐2316 0274‐64‐2150

有坂中央学園 中島　利郎 中央情報経理専門学校 昭40.12.24 前橋市古市町1‐49‐4 371‐0844 027‐254‐31144

 中央医療歯科専門学校

群馬法科ビジネス専門学校

専門学校中央農業大学校

中央高等専修学校前橋校

中央高等専修学校桐生校

山崎学園 遠山　巍 群馬調理師専門学校 昭42. 3.31 前橋市小屋原町1145‐1 379‐2184 027‐266‐7977

東日本調理師専門学校

東日本デザイン＆コンピュータ専門学校

東日本ブライダル・ホテル・トラベル専門学校

東日本製菓技術専門学校

東日本栄養医薬専門学校

群馬朝鮮学園 李 哲銖 群馬朝鮮初中級学校 昭43. 3. 7 前橋市荒牧町2‐2 371‐0044 027‐232‐2160

群馬理容学園 今泉　森夫 群馬県理容専門学校 昭45.10. 1 前橋市南町3‐61‐5 371‐0805 027‐221‐3148

石黒学園 高崎調理師専門学校 昭45. 1. 8 高崎市東町36 370‐0045 027‐323‐4621

高崎スクールオブビジネス

高崎コンピュータ専門学校

群馬英数学舘 中村　義寛 育英メディカル専門学校 昭43.10. 5 前橋市古市町1‐35‐6 371‐0844 027‐280‐6833

小倉学園　※ 小倉　基義 専門学校群馬自動車大学校 昭56.12.24 伊勢崎市赤堀今井町1‐581 379‐2215 0270‐62‐0167

※　小倉学園は東京都(葛飾区西亀有3‐28‐3,新宿区西早稲田2‐20‐7,新宿区左門町5,新宿区西新宿7‐18‐12)に
　専修学校(専門学校東京自動車大学校,早稲田美容専門学校,新宿医療専門学校,東京・iスマートビジネス専門学校)を設置しています



学校法人名 理 事 長 設　置　校(県内)
法人設立
認可年月日

法 人 所 在 地 郵便番号 電   話 

未来学園　※ 野口　智樹 前橋医療福祉専門学校　 昭61. 3.13 前橋市石関町122‐6 371‐0006 027‐269‐1600

高崎歯科衛生専門学校 

ＮＩＰＰＯＮ　ＡＣＡＤＥＭＹ 清水　澄 ＮＩＰＰＯＮおもてなし専門学校 昭61. 3.25 前橋市大手町1‐11‐4 371‐0026 027‐243‐2222

ＮＩＰＰＯＮ文化学院

ＮＩＰＰＯＮ語学院

ＮＩＰＰＯＮおもてなし専門学校東京デュアラー校

ＮＩＰＰＯＮ進学院

ＮＩＰＰＯＮアントレプレナー専門学校

国際中央学園 中島　利郎 中央スポーツ医療専門学校 昭62. 3.31 前橋市新前橋町21‐16 371‐0843 027‐253‐1205

福井学園 福井　裕文 群ゼミALEX外語専門学校 昭63. 3.18 前橋市南町3‐3‐9 371‐0805 027‐221‐5055

朋学舎 伊藤　登 群馬日建工科専門学校 平 2. 3.27 前橋市南町3‐3‐9 371‐0805 027‐266‐7337

中央総合学園 中島　慎太郎 専門学校中央情報大学校 平 3.12. 9 高崎市栄町13‐1　 370‐0841 027‐324‐8511

高崎ビューティモード専門学校

中央動物看護専門学校

中央医療歯科専門学校高崎校

太田アカデミー 田鶴　志郎 太田情報商科専門学校 平 4. 3.27 太田市東長岡町1361 373‐0812 0276‐25‐2424

太田医療技術専門学校

専門学校太田自動車大学校

平成学園 李　雅弘 東群馬看護専門学校 平 4. 3.27 太田市高林北町2134 373‐0829 0276‐38‐6200

フェリカ学園 仲川　孝道 フェリカ家づくり専門学校 平 8. 3.29 前橋市南町2‐38‐2 371‐0805 027‐223‐2100

群馬県美容学園 松本　一郎 群馬県美容専門学校 平 9. 3.27 前橋市石関町136‐1 371‐0006 027‐230‐2266

ウェディング・ホテル＆ツーリズム専門学校

アーツ サウンド ビジュアル専門学校

伊勢崎美容学園 桑名　喜代美 伊勢崎美容専門学校 平12. 3.23 伊勢崎市三光町9‐19 372‐0046 0270‐22‐5888

※　未来学園は京都府（京都市中京区御池通堀川西入池元町408-1）に専修学校（京都文化医療専門学校）を設置しています



学校法人名 理 事 長 設　置　校(県内)
法人設立

認可年月日
法 人 所 在 地 郵便番号 電　話

戸塚　幸太郎 群馬法科ビジネス専門学校桐生校 平12. 3.23 前橋市新前橋町１４番地４６ 376‐0011 0277‐55‐5618

蒼羽藝術高等専修学校

平井学園 平井　飛行 たかさき・ナイチンゲール学院 平13.10.25 神奈川県相模原市南区松が枝町7‐5 370‐0026 027‐329‐7677

野口　哲 高崎動物専門学校　 平15. 3.31 高崎市岩押町5‐4 370‐0044 027‐321‐0411

太田動物専門学校

ＨＡＣ国際学園 星野　朋美 群馬動物専門学校 平18. 3.28 前橋市元総社町108 371‐0846 027‐252‐3330

藤仁館学園 佐藤　律夫 専門学校高崎福祉医療カレッジ 平20．3.31 高崎市東町28‐1 370‐0045 027‐386‐2112

エスコーラ・パラレロ 石井ジョアナファスチイノ エスコーラ・パラレロ各種学校 平25.12.17 太田市龍舞町2743‐2 373‐0806 0276‐48‐6162

松村　壮 国際産業技術専門学校 平29. 3.29 千代田町3-5-13 371‐0022 027‐212‐7337

太田工科専門学校

③ 宗教法人　（2法人（県外1法人を含みます。)

宗教法人名 代表役員 設　置　校(県内)
法人設立

認可年月日
法 人 所 在 地 郵便番号 電   話 

大光院 鈴木　霊孝 大光院幼稚園 昭28. 6.29 太田市金山町37‐8 373‐0027 0276‐22‐2007

御聖体の宣教クララ修道会　 鴨井　千惠子 聖クララ幼稚園 昭28. 3.20 東京都世田谷区桜新町1‐27‐7 154‐0015 03‐3429‐4823

④公益社団法人（3法人）

公益社団法人名 理事長 設　置　校(県内)
法人設立

認可年月日
法 人 所 在 地 郵便番号 電   話 

前橋積善会 栗木　信昌 前橋東看護学校 昭 2. 4.18 前橋市江木町1241-5 371‐0002 027‐269‐2530

前橋市医師会 須田　浩充 前橋市医師会立前橋准看護学校 昭22.11. 1 前橋市岩神町2‐3‐5 371‐0035 027‐233‐2261

前橋市医師会立前橋高等看護学院

群馬県歯科医師会 村山　利之 群馬県高等歯科衛生士学院 昭22.11. 1 前橋市大友町1‐5‐17 371‐0847 027‐252‐0391

ＭＧＬ学園

群馬総合カレッジ

蒼羽藝術学園



⑤一般社団法人（9法人）

一般社団法人名 理事長 設　置　校(県内)
法人設立

認可年月日
法 人 所 在 地 郵便番号 電   話 

高崎市医師会 岡本　克実 高崎市医師会看護専門学校 昭22.11. 1 高崎市高松町5番地28 370‐0829 027‐323‐3966

桐生市医師会 菊池　一真 桐生市医師会立桐生高等看護学院　 昭22.11. 1 桐生市元宿町18‐2 376‐0027 0277‐47‐2500

桐生市医師会立桐生准看護学校

渋川地区医師会 川島　理 渋川看護専門学校　 昭22.11. 1 渋川市金井356 377‐0027 0279‐23‐1181

富岡市甘楽郡医師会 大竹　雄二 富岡市甘楽郡医師会立富岡准看護学校 昭22.11. 1 富岡市七日市553‐1 370‐2343 0274‐62‐0542

伊勢崎佐波医師会 大澤　誠
 一般社団法人伊勢崎佐波医師会立
 伊勢崎敬愛看護学院

昭22.11. 1 伊勢崎市下植木町481 372‐0024 0270‐25‐5316

安中市医師会 高橋　好一 安中市医師会立安中准看護学校 昭22.11. 1 安中市安中1‐1‐20 379‐0116 027‐381‐0404

藤岡多野医師会 山崎　恒彦 藤岡准看護学校 昭22.11.24 藤岡市藤岡1860‐1 375‐0024 0274‐22‐0251

吾妻郡医師会 田島　郁文 吾妻郡医師会立吾妻准看護学校 昭24. 7.28 吾妻郡中之条町伊勢町25‐9 377‐0423 0279‐75‐3334

沼田利根医師会 藤塚　勲 沼田准看護学校 昭22.11. 1 沼田市上原町1801‐68 378‐0051 0278‐22‐3139

⑥その他の法人　（4法人（県外2法人を含みます。)) 

法人名 代表者 設　置　校(県内)
法人設立

認可年月日
法人所在地 郵便番号 電   話 

ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合 小林　達朗 ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合太田高等看護学院 昭21. 1.10 東京都渋谷区恵比寿1‐20‐8 150‐0013 03‐6447‐8969

社会福祉法人三吉 杉本　保典 大泉保育福祉専門学校 昭49. 1.11 邑楽郡大泉町日の出56‐2 370‐0525 0276‐62‐5806

独立行政法人国立病院機構 楠岡　英雄
 独立行政法人国立病院機構
 高崎総合医療センター附属高崎看護学校

平16. 4. 1 東京都目黒区東が丘2‐5‐21 152‐8621 03‐5712‐5050

社会福祉法人すこやか 櫻井　丘子 いそべこども園 平16. 7.22 安中市磯部3‐19‐20 379‐0127 027‐385‐8321



(2)　市郡別・設置者別等私立学校数 

総数 (8) 160 13 6 2 1 (2) 54 (1) 50 (1) 2 2 (5) 65 4 (5) 50 3 4 3 1 (1) 19 1 6 1 6 (1) 5

前橋市 (2) 49 1 1 1 1 7 6 1 (1) 31 1 (1) 26 3 1 (1) 7 4 1 (1) 2

高崎市 (3) 40 5 18 18 (3) 15 2 (3) 11 1 1 2 1 1

桐生市 11 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1

伊勢崎市 10 6 6 3 2 1 1 1

太田市 (1) 20 2 1 1 (1) 6 4 (1) 1 1 8 7 1 2 2

沼田市 2 1 1 1 1

館林市 2 1 1 1

渋川市 3 1 1 2 1 1

藤岡市 2 1 1 1 1

富岡市 (1) 2 (1) 1 (1) 1 1 1

安中市 6 1 1 3 3 1 1

みどり市 2 2 2

勢多郡 

北群馬郡 

多野郡 

吾妻郡 4 1 1 1 1 1 1

利根郡 

佐波郡 1 1 1

邑楽郡 (1) 6 (1) 5 (1) 4 1 1 1

注1 全学種総数は、高等学校、中学校、小学校、特別支援学校、幼稚園、専修学校、各種学校の合計数です。 
　2 (　)内は、休校中の学校で内数です。 

特
別
支
援
学
校

中
学
校

小
学
校

学
校
法
人

宗
教
法
人

個
　
人

市
　
郡
　
別

全
学
種
総
数

高
等
学
校

一
般
社
団
法
人

総
　
数

専　修　学　校(設置者別) 

個
　
人

そ
の
他
法
人

幼稚園(設置者別) 

総
　
数

学
校
法
人

公
益
社
団
法
人

一
般
社
団
法
人

公
益
社
団
法
人

準
学
校
法
人

個
　
人

各　種　学　校　(設置者別) 

総
　
数

学
校
法
人

準
学
校
法
人



(3)  私立学校審議会委員 

（令和４年５月２４日現在）

氏　　名 　    職　　　　　　　　　　　　　　　名 

中島　利郎 有 坂 中 央 学 園 理 事 長

紺　　正行 阿 久 澤 ・ 紺 法 律 事 務 所 弁 護 士

伊藤　亮子 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 群 馬 事 務 所 公 認 会 計 士

狩野　俊郎 群 馬 県 中 小 企 業 診 断 士 協 会 専 務 理 事

権頭　俊澄 ポ ケ ッ ト 幼 稚 園 長

野口　秀樹 樹 徳 高 等 学 校 長

池田　久子 Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 シ ー ヤ ク ラ ブ 理 事 長

石川　直美 不 動 産 鑑 定 士

上里　京子 群 馬 大 学 教 育 学 部 教 授

森下　幸夫 金 山 幼 稚 園 長

山下　由起子 群 馬 県 女 医 会 会 長

大川　義　 共 愛 学 園 小 学 校 長

小倉　基宏 群 馬 自 動 車 大 学 校 校 長

田子　宏美 税 理 士 ・ 中 小 企 業 診 断 士



                                    

(4)  私学団体一覧 

(令和４年５月現在）

団　体　名 
法人許可
年月日

事務局所在地 郵便番号
電　　　話
（ＦＡＸ）

027‐255‐6851

前橋市大渡町1‐10‐7 371‐0854

(公社総合ビル6階) (027‐280‐6208)

前橋市大渡町1‐10‐7 371‐0854 027‐255‐6871
(公社総合ビル6階)

前橋市大渡町1‐10‐7 371‐0854 027‐280‐6206

(公社総合ビル6階)

前橋市大渡町1‐10‐7 371‐0854

(公社総合ビル6階)

前橋市大渡町1‐10‐7 371‐0854

(公社総合ビル6階)

370‐0069 027‐362‐2175

(027‐362‐5957)

注:(　)内は.団体の設立年月日です。 

027‐255‐6851群馬県私立大学協会　

昭28. 4. 2

一般社団法人
群馬県私立幼稚園・認定こども園協会

公益社団法人　群馬県珠算連盟　　　　　　

027‐255‐6861

高崎市飯塚町島裏1456

(昭和44年11月)

一般社団法人
群馬県専修学校各種学校連合会

昭37. 1.31

公益財団法人　群馬県私学振興会

群馬県私立小・中・高等学校協会

昭58. 3. 1

(昭和22年度)

昭41. 1.24



(5)  大学等(24校)一覧 

　①　大学　(16校) 

大  学  名 所　在　地　 郵便番号 設置者 設置年月日 電　話

群馬大学 国立大学法人群馬大学 昭24. 5.31

・共同教育学部 (本部) 前橋市荒牧町4‐2 371‐8510 027‐220‐7111

・情報学部 前橋市荒牧町4‐2 371‐8510

・医学部 前橋市昭和町3‐39‐22 371‐8511

・理工学部 桐生市天神町1‐5‐1 376‐8515

群馬県立女子大学 佐波郡玉村町上之手1395‐1 370‐1193 群馬県公立大学法人 昭55. 1. 8 0270‐65‐8511

・文学部

・国際コミュニケーション学部

群馬県立県民健康科学大学 前橋市上沖町323-1 371‐0052 群馬県公立大学法人 平16.11.30 027‐235‐1211

・看護学部

・診療放射線学部

前橋工科大学 前橋市上佐鳥町460‐1　 371‐0816 公立大学法人前橋工科大学 平 8.12.19 027‐265‐0111

・工学部

高崎経済大学 高崎市上並榎町1300　　　    370‐0801 公立大学法人高崎経済大学 昭32. 3.15 027‐343‐5417

・経済学部

・地域政策学部

上武大学 学校法人学文館 昭43. 3.15

・ビジネス情報学部 (本部) 伊勢崎市戸谷塚町634‐1 372‐8588 0270‐32‐1011

・看護学部 高崎市新町270‐1 370‐1393 0274‐20‐2115

関東学園大学 太田市藤阿久町200　　　　 373‐8515 学校法人関東学園 昭51. 1.10 0276‐32‐7800

・経済学部



大  学  名 所　在　地　 郵便番号 設置者 設置年月日 電　話

東洋大学 邑楽郡板倉町泉野1‐1‐1　      374‐0193 学校法人　東洋大学 平 8.12.19 0276‐82‐9111 

・生命科学部 　　（本部　東京都文京区白山5-28-20） （本部　03‐3945‐7224）

・食環境科学部

共愛学園前橋国際大学 前橋市小屋原町1154‐4　     379‐2192 学校法人共愛学園 平10.12.22 027‐266‐7575

・国際社会学部

東京福祉大学 伊勢崎市山王町2020‐1 372‐0831 学校法人茶屋四郎次郎記念学園 平11.12.22 0270‐20‐3671

・社会福祉学部 　　（本部　東京都豊島区東池袋4-23-1） （本部　03‐3987‐1445）

・教育学部

・心理学部

・保育児童学部

高崎健康福祉大学 学校法人高崎健康福祉大学 平12.12.21

・健康福祉学部（本部） 高崎市中大類町37‐1 370‐0033 027‐352‐1290

・保健医療学部 高崎市中大類町501 370‐0033 027‐352‐1291

・薬学部　　　　　　　　　　　　　　　　　　高崎市中大類町60 370‐0033 027‐352‐1180

・人間発達学部 高崎市中大類町58-2 370‐0033 027‐352‐5558

・農学部 高崎市中大類町54 370‐0033 027‐388‐8390

高崎商科大学 高崎市根小屋町741          370‐1214 学校法人高崎商科大学 平12.12.21 027‐347‐3399

・商学部

群馬医療福祉大学 371‐0823 学校法人昌賢学園 平13.12.20 027‐253‐0294

・社会福祉学部（本部） 前橋市川曲町191‐1

・医療技術学部

・看護学部 藤岡市藤岡787-2 375‐0024 0274‐24‐2941

・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部
前橋市本町2-12-1
K'BIX元気21まえばし　６階・７階

371‐0023 027‐210‐1294

群馬パース大学 高崎市問屋町1‐7‐1 370‐0006 学校法人群馬パース大学 平16.11.30 027‐365‐3366

・保健科学部

・リハビリテーション学部

桐生大学 みどり市笠懸町阿左美606‐7 379‐2392 学校法人桐丘学園 平19.12. 3 0277‐76‐2400

・医療保健学部

育英大学 高崎市京目町1656‐1 370‐0011 学校法人群馬育英学園 平29. 8.29 027‐352‐1981

・教育学部



　②　短期大学(7校) 

大  学  名 所　在　地　 郵便番号 設置者 設置年月日 電　話

共愛学園前橋国際大学短期大学部 前橋市昭和町3-7-27 371‐0034 学校法人共愛学園 昭40. 3.20 027‐231‐8286

・生活学科  

育英短期大学 　 高崎市京目町1656‐1 370‐0011 学校法人群馬育英学園 昭52. 1.10 027‐352‐1981

・保育学科

・現代コミュニケーション学科

新島学園短期大学 　 高崎市昭和町53　　　　　      370‐0068 学校法人新島学園 昭58. 1.17 027‐326‐1155

・キャリアデザイン学科

・コミュニティ子ども学科

高崎商科大学短期大学部 高崎市根小屋町741　　　       370‐1214 学校法人高崎商科大学 昭62.12.23 027‐347‐3399

・現代ビジネス学科

群馬医療福祉大学短期大学部 前橋市川曲町191‐1 371‐0823 学校法人昌賢学園 平 7.12.22 027‐253‐0294

・医療福祉学科

東京福祉大学短期大学部  　 伊勢崎市山王町2020‐1 372‐0831 学校法人茶屋四郎次郎記念学園 平17.12. 5 0270‐20‐3671

・こども学科

桐生大学短期大学部 　 　 　 みどり市笠懸町阿左美606‐7 379‐2392 学校法人桐丘学園 平19.12. 3 0277‐76‐2400

・生活科学科

・アート・デザイン学科

　③　高等専門学校  (1校） 

校    名 所　在　地　 郵便番号 設置者 設置年月日 電　話

群馬工業高等専門学校 　　 　　 　 　　前橋市鳥羽町580 371‐8530 独立行政法人国立高等専門学校機構 昭37. 4. 1 027‐254‐9000

機械工学科 ・ 電子メディア工学科

環境都市工学科・物質工学科

電子情報工学科



(6)　中央関係官庁等一覧 
 

名　称 所　　　　在　　　　地　　　　　　　　             (郵便番号) 電　　話 

文部科学省 東京都千代田区霞ヶ関3‐2‐2　　　　　　　　　　　  (100‐8959) 03‐5253‐4111

日本私立学校振興・共済事業団 
東京都千代田区富士見1‐10‐12                      (102‐8145)
※共済事業本部:東京都文京区湯島1‐7‐5　　　　　   (113‐8441)

03‐3230‐1321
03‐3813‐5321

全国私立学校審議会連合会 東京都千代田区九段北4‐2‐25(私学会館内)　　　　　 (102‐0073) 03‐3262‐2828

日本私立中学高等学校連合会 東京都千代田区九段北4‐2‐25(私学会館内)　　　　　 (102‐0073) 03‐3262‐2828

全日本私立幼稚園連合会 東京都千代田区九段北4‐2‐25(私学会館内)　　　　　 (102‐0073) 03‐3237‐1080

全国専修学校各種学校総連合会 東京都千代田区九段北4‐2‐25(私学会館内)　　　　　 (102‐0073) 03‐3230‐4814

一般財団法人職業教育・キャリア教育財団 東京都千代田区九段北4‐2‐25(私学会館内)　　　　 　(102‐0073) 03‐3230‐4814

一般財団法人私学研修福祉会 東京都千代田区九段北4‐2‐25(私学会館内)　　　　 　(102‐0073) 03‐3261‐9921

独立行政法人日本スポーツ
振興センター

東京都新宿区霞ヶ丘町10‐1　　　　  　　　　　      (160‐0013) 03‐5410‐9124



(7)私立幼保連携型認定こども園(56園)一覧 

注:幼稚園を母体とする園のみ記載してあります。表中(学)は学校法人を、(社福)は社会福祉法人を示します。 

（前橋市　23園）

認定こども園名 所　　在　　地 郵便番号 設置者
電話

(　)内はFAX

共愛学園こども園 小屋原町1125‐1 379‐2121 (学)共愛学園
027‐280‐8620
(027‐280‐8621)

静和幼稚園 文京町1‐29‐18 371-0801 (学）小林学園
027‐221‐7452
(027‐221‐7456)

あさひ幼稚園 東片貝町1061‐1 371‐0012 (学)ひろし学園
027‐261‐7731
(027‐261‐7731)

清心幼稚園 大手町3‐1‐21 371‐0026 (学)清心学園
027‐231‐2415
(027‐233‐0114)

いずみ幼稚園 女屋町1094‐5 379‐2163 (学)スジャータ学園
027‐261‐0553
(027‐261‐2090)

元総社幼稚園 元総社町1372‐1 371‐0846 (学)花園学園
027‐251‐2076
(027‐251‐2077)

第二あさひ幼稚園 三俣町2‐10‐3 371‐0018 (学)ひろし学園
027‐232‐2080
(027‐210‐1220)

慈照幼稚園 二之宮町1812‐7 379‐2117 (学)大乗学園
027‐268‐2557
(027‐268‐2057)

二子山幼稚園 朝倉町1‐3‐7 371‐0811 (学)いまい学園
027‐263‐2233
(027‐263‐2257)

明和幼稚園 勝沢町282 371‐0124 (学)平方学園
027‐269‐7041
(027‐269‐7042)

こまがた幼稚園 駒形町807‐1 379‐2122 (学)駒形学園
027‐266‐2335
(027‐266‐6167)

大利根育英幼稚園 川曲町529‐1 371‐0823 (学)中村学園
027‐253‐5460
(027‐253‐3927)

 大利根育英幼稚園
 分園朝日が丘こども園

朝日が丘町5－1 371-0832 (学)中村学園 027-225-2250

石井幼稚園 富士見町石井896‐1 371‐0105 (学)関口学園
027‐288‐3531
(027‐288‐3531)



山王幼稚園 山王町2‐9‐5 379‐2123 (学)たちばな学園
027‐266‐5120
(027‐266‐5295)

しょうび第二幼稚園 新堀町1040 379‐2144 (学)裳美学園
027‐265‐3596
(027‐265‐5334)

わかくさ幼稚園 嶺町1365‐5　　 371‐0125 (学)森本学園
027‐264‐0600
(027‐264‐0699)

木の実幼稚園 粕川町室沢267‐1 371‐0202 (学)一隅学園
027‐285‐4832
(027‐285‐2131)

敷島幼稚園 川原町2-24-1 371‐0046 (学)第二永井学園
 027‐231‐8494
(027‐231‐8495)

ポケット幼稚園 富士見町米野1305‐1　 371‐0111 (学)恵光学園
 027‐288‐3535
(027‐288‐8336)

清華幼稚園 東大室町929‐1 379‐2105 (学)東大室学園
 027‐268‐1992
(027‐268‐1999)

 幼保連携型認定こども園
 桃瀬幼稚園

西片貝町4‐16‐2 371‐0013 (学)齋藤学園
 027‐243‐5977
(027‐243‐5930)

 幼保連携型認定こども園
 元景幼稚園

総社町植野142-1 371‐0851 (学)春芳学園
 027‐253‐2373
(027‐253‐6677)

 認定こども園  ひろせ幼稚園 広瀬町3-32-1 371-0812 (学)永井学園
 027-263-1571
(027-263-1532)

（高崎市　8園）

国分寺幼稚園 西国分寺町11‐2 370‐3512 (学)国分寺学園
027‐373‐7241
(027‐373‐7604)

みどり幼稚園 下佐野町735 370‐0855 (学)高井学園
027‐346‐8787
(027‐346‐5611)

中川幼稚園 浜尻町614 370‐0005 (学)和田学園
027‐362‐4175
(027‐362‐3108)

中居幼稚園 中居町3‐33‐1 370‐0852 (学)柘植学園
027‐352‐1721
(027‐353‐8007)

櫻丘幼稚園 石原町3685‐2 370‐0864 (学)吉美学園
027‐326‐2200
(027‐326‐5994)

明徳幼稚園 通町75　　　　　 370‐0053 (学)明徳学園 
027‐322‐6370
(027‐322‐6609)

むつみ幼稚園 下小鳥町76‐8 370‐0074 (学)外所学園
027‐361‐1989
(027‐363‐2204)



ひばり幼稚園 中里町334‐1　　　　　 370‐3532 (学)狩野学園
 027‐373‐6579
(027‐373‐6579)

（桐生市　3園）

認定こども園名 所　　在　　地 郵便番号 設置者
電話

(　)内はFAX

すぎの子幼稚園 新里町関550‐1 376‐0134 (学)峰学園
0277‐74‐6656
(0277‐74‐6685)

のびのびこども園 新里町新川3580‐5 376‐0121 (学)つくし学園
 0277‐74‐1313
(0277‐74‐5515)

白ゆり幼稚園 新里町小林200-2 376-0124 (学)白ゆり学園
 0277-74-8357
(0277-74-6070)

（太田市　11園）

 幼保連携型認定こども園
 きざきまち幼稚園

新田木崎町1391‐2 370‐0321 (学)新田学園
0276‐56‐5188
(0276‐56‐5408)

 認定こども園若葉幼稚園 下小林町677 373‐0807 (学)若葉幼稚園
0276‐45‐7365
(0276‐45‐7365)

認定こども園太田いずみ幼稚園 東今泉町801‐1 373‐0021 (学)豊学園
0276‐37‐3245
(0276‐60‐5766)

いなり幼稚園 細谷町22‐1 373‐0842 (学)瑞穂学園
0276‐31‐7500
(0276‐31‐7722)

なかよし幼稚園 新島町688 373‐0819 (学)和香学園
0276‐45‐4994
(0276‐45‐4908)

金山幼稚園 鳥山上町1633 373‐0061 (学)金山学園
0276‐37‐0602
(0276‐37‐0672)

宝泉北幼稚園 別所町388‐2 373‐0041 (学)宝泉北学園
0276‐32‐0424
(0276‐32‐0942)

東別所幼稚園 飯塚町1113‐9 373‐0817 (学)東桜学園
0276‐45‐2505
(0276‐46‐4383)

新明幼稚園 由良町1829‐5 373‐0036 (学)宝泉学園
0276‐32‐2368
(0276‐60‐4802)

スマイル幼稚園 藪塚町1745-3 379‐2301 (学)東桜学園 0277-78-2446

台之郷こども園 台之郷町535 373-0801 (学)ハマダ学園
0276-45-8161
(0276-45-8161)



（沼田市　2園）

ちぐさこども園 柳町394 378‐0055 (学)櫛渕学園
0278‐23‐3324
(0278‐23‐3524)

認定こども園沼田幼稚園 坊新田町1105‐3 378‐0017 (学)沼田幼稚園
0278‐22‐2856
(0278‐22‐5450)

（館林市　1園）

認定こども園名 所　　在　　地 郵便番号 設置者
電話

(　)内はFAX

富士こども園 富士見町5‐1　　　　　　　　　　374‐0027 (学)富士学園
 0276‐74‐2100
(0276‐56‐9690)

（渋川市　1園）

認定こども園名 所　　在　　地 郵便番号 設置者
電話

(　)内はFAX

 認定こども園白ばら幼稚園 渋川778　　　　　　　 377-0008 (学)白ばらリズム学園
 0279-22-1068
(0279-22-1084)

（藤岡市　5園）

藤岡幼稚園 藤岡845 375‐0024 (学)門屋学園
0274‐22‐0678
(0274‐22‐1966)

くまの幼稚園 上戸塚354-3 375‐0013 (学)泰明学園
0274‐23‐5533
(0274‐23‐6103)

鬼石こども園 鬼石82 375‐0013 (学)清和学園
0274‐52‐2763
(0274‐52‐2783)

のぞみ幼稚園 藤岡1805‐3 375‐0024 (学)共立学園
0274‐22‐0760
(0274‐22‐0760)

藤岡開成幼稚園 下栗須959‐3　　　　　　　　375‐0014 (学)田沼学園
 0274‐24‐0118
(0274‐24‐7071)



（富岡市　4園）

なのかいちこども園 七日市1074‐15 370‐2343 (学)榎本学園
0274‐62‐4230
(0274‐62‐4581)

むつぎ幼稚園 下高瀬294‐1 370‐2332 (学)むつぎ学園
0274‐62‐5858
(0274‐67‐7338)

甘楽こひつじこども園 七日市1157‐1　　　　　　　　　　　370‐2343 (学)光の子学園 
 0274‐62‐0627
(0274‐62‐0654)

 幼保連携型認定こども園
 とみおかこども園

富岡1093‐1‐1　　　 370‐2316 (学)龍光寺学園 
 0274‐64‐3576
(0274‐67‐5578)

（安中市　1園）

認定こども園名 所　　在　　地 郵便番号 設置者
電話

(　)内はFAX

いそべこども園 磯部3‐12‐12 379‐0127 (社福）すこやか
027‐385‐8021
(027‐385‐0147)

（北群馬郡　1園）

 幼保連携型認定こども園
 駒寄幼稚園

吉岡町漆原953‐1 370‐3601 (学)栗原学園
0279‐54‐7144
(0279-55-0150)

（利根郡　1園）

水上わかくりこども園 みなかみ町湯原985 379‐1617 (学)建明寺学園
0278‐72‐4120
(0278‐25‐3020)

（邑楽郡　2園）

えのき 大泉町北小泉3‐9‐6 370‐0511 (学)河上学園
0276‐62‐3636
(0276‐63‐3504)

みよし 大泉町吉田974-3 370‐0523 (学)三吉学園
0276‐62‐3935
(0276‐62‐4341)


