
私立各種学校番号 学校番号 学 校 名 設 置 者 名（ 代 表 者 名 ） 校 長 名 主たる分野 所 在 地 電 話 Ｆ Ａ Ｘ 認可年月日（１）　　　広島市中区　　　　　　1校1 9184 広島ＹＭＣＡ学園 (準)広島ＹＭＣＡ学園　　　松井　敏 安森　讓 予備校 〒730-8523八丁堀7-11 082-228-2268 082-222-9777 S30/04/01（２）　　　広島市東区　　　　　　3校 　1 9246 代々木ゼミナール広島校 (準)高宮学園　　　高宮　英郎 高宮　敏郎 予備校 〒732-0053若草町8-17 082-263-0111 082-263-1535 S63/03/242 9536 広島朝鮮初・中・高級学校 (準)広島朝鮮学園　　　韓　政美 金　英雄 教育 〒732-0048山根町37-50 082-261-0028 082-261-0029 H07/03/283 9265 駿台予備学校広島校 (準)駿河台学園　　　山﨑　良子 大森　徹 予備校 〒732-0052光町1-12-10 082-568-7680 082-568-7685 H26/03/25（３）　　　広島市南区　　　　　　3校 　1 9250 ひろしま美術研究所 　　　大橋　啓一 大橋　啓一 予備校 〒732-0824的場町一丁目8-15 082-506-3060 082-506-3062 H09/03/252 9263 河合塾広島校 (準)河合塾　　　河合　弘登 毛利　美佳 予備校 〒732-0821大須賀町14-20 082-263-8581 082-264-2459 H11/03/313 9264 エンゼルペットアカデミー 　　　細江　信夫 細江　信夫 ペット美容 〒732-0805東荒神町5-13 082-264-6545 082-264-6545 H16/12/24（４）　　　広島市西区　　　　　　3校 　1 9218 やすい文化服装学院 　　　保井　千恵子 保井　千恵子 洋裁 〒733-0812己斐本町三丁目6-1 082-271-4734 082-271-4734 S41/03/292 9243 建修技術学校 　　　藤田　俊平 藤田　俊平 建築 〒733-0821庚午北一丁目15-22 082-271-1823 082-271-0445 S55/03/043 9256 アドウィンテクノ塾 　　　答島　一成 灘野　宏正 工業 733-0002楠木町3-10-13 082-537-2460 082-238-3920 H19/07/23（５）　　　広島市安佐南区　　　2校 　1 9241 安佐准看護学院 (一社)安佐医師会　　　伊藤　仁 桑原　正彦 准看護師 〒731-0138祇園二丁目48-7 082-875-0935 082-875-2603 S55/03/18



私立各種学校番号 学校番号 学 校 名 設 置 者 名（ 代 表 者 名 ） 校 長 名 主たる分野 所 在 地 電 話 Ｆ Ａ Ｘ 認可年月日2 9251 西広島福祉学院大塚校 (準)田方学園　　　岡本　みか 岡本　みか 福祉 〒731-3166大塚東三丁目6-1 082-848-8451 082-848-8499 H13/03/30（６）　　　広島市安佐北区　　　1校 　1 9236 広島インターナショナルスクール (準)広島国際学園　　　リーパー・スチーブン エクストン・マーク 教育 〒739-1743倉掛三丁目49-1 082-843-4111 082-843-6399 S51/08/17（７）　　　三原市　　　　　  　　　1校 　1 9355 三原国際外語学院 (学)山中学園　　　山中　幸平 山中　幸平 日本語 〒723-0016宮沖五丁目8-15 0848-64-1146 0848-62-7194 H12/03/28（８）　　尾道市　　　　　　  　　1校 　1 9382 尾道准看護学院 (一社)尾道市医師会　　　宮野　良隆 宮野　良隆 准看護師 〒722-0025栗原東二丁目4-33 0848-24-1945 0848-24-1946 S28/02/26（９）　　福山市　　　　　  　　　9校 　1 9442 福山ペットビジネス専門学院        妻鹿　亮輔 妻鹿　亮輔 ペット美容 〒720-2107神辺町新道上2-10-26 084-960-0236 084-960-0145 H14/06/252 9631 弥勒の里国際文化学院日本語学校 (宗)神勝寺　　　森　大光 中村　普子 日本語 〒720-0402沼隈町大字中山南22-3 084-988-0822 084-988-0881 H02/07/113 9435 福山ＹＭＣＡ学園 (準)広島ＹＭＣＡ学園　　　松井　敏 安森　讓 予備校 〒720-8522西町二丁目8-15 084-926-2211 084-927-1246 S55/03/104 9440 河合塾福山校 (準)河合塾　　　河合　弘登 後迫　充司 予備校 〒720-0061丸之内一丁目3-1 084-926-7581 084-928-35625 9439 福山グルーミング技術学校 　　　千神　徹 石井　まゆみ ペット美容 〒729-0104松永町四丁目14-15 084-934-0451 -- S62/12/086 9632 東洋整体学院        金光　勝己 金光　勝己 整体 〒720-1132駅家町大字倉光180-1 084-976-8088 084-971-7080 H22/03/267 9634 福山国際外語学院        野村　直 井浦　伊知郎 日本語 〒720-0818西桜町一丁目1-23 084-983-2630 084-983-2631 H23/03/30



私立各種学校番号 学校番号 学 校 名 設 置 者 名（ 代 表 者 名 ） 校 長 名 主たる分野 所 在 地 電 話 Ｆ Ａ Ｘ 認可年月日8 9633 マザーズ整体学院        佐竹　敏明 佐竹　敏明 整体 〒729-0111今津町4-2-12 084-939-5577 084-934-6149 H22/12/249 9443 広島アカデミー (準)教文学園　　　兼田　悦子 岡田　耕司 日本語 〒720-0054城見町2-2-8 084-932-7888 084-932-7868 H26/03/20（１０）　　府中市　　　        　　1校 　1 9471 府中地区医師会准看護学院 （一社） 府中地区医師会　　　池田　純 池田　純 准看護師 〒726-0002鵜飼町496-1 0847-45-7978 0847-45-7978 S34/09/01（１１）　　庄原市　　      　　　　1校 　1 9691 天心高等洋裁学園 　　　山田　朝子 山田　朝子 洋裁 〒729-5125東城町大字川西464-9 08477-2-2069 -- S23/09/21（１２）　　東広島市　　　    　　1校 　1 9523 あいびぃ        田邊　恭 田邊　恭 予備校 〒739-0014西条昭和町5-3 082-424-3391 082-424-3391 H22/12/24（１３）　　廿日市市　　    　　　1校 　1 9554 青葉文化服装学院 (一財)青葉学園　　　大石　智之 中西　幸子 洋裁 〒738-0014住吉一丁目5-26 0829-32-1317 0829-32-1317 S23/03/31（１４）　　江田島市　　　    　　1校 　1 9534 江能准看護学院 (一社)江能医師連合会　　　眞次　康雄 眞次　康雄 准看護師 〒737-2131江田島町秋月二丁目48-2 0823-42-5250 0823-42-5299 S46/10/30


