
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


