
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


