
私立高等学校番号 学校番号 学 校 名 法 人 名 理事長名 校 長 名 課程 学 科 男女共学別 所 在 地 電 話 Ｆ Ａ Ｘ 認可年月日（１）西部  　    24校1 6200 修道 修道学園 林　正夫 田原　俊典 全日制 普通 男 〒730-0055広島市中区南千田西町8-1 082-241-8291 082-249-0870 S23/05/032 6240 広島女学院 広島女学院 黒瀬　真一郎 星野　晴夫 全日制 普通 女 〒730-0014広島市中区上幟町11-32 082-228-4131 082-227-5376 S23/04/013 6230 安田女子 安田学園 安田　裕実 水野　善親 全日制 普通 女 〒730-0001広島市中区白島北町1-41 082-221-3304 082-212-0300 S23/05/034 6220 広島県瀬戸内 瀬戸内学園 松本　豊彦 神垣　憲雄 全日制 普通 共 〒732-0047広島市東区尾長西二丁目12-1 082-261-1296 082-261-1463 S23/05/035 6275 広島城北 広島城北学園 中本　弘 福原　紘治郎 全日制 普通 男 〒732-0015広島市東区戸坂城山町1-3 082-229-0111 082-229-0112 S37/12/276 6221 広島桜が丘 瀬戸内学園 松本　豊彦 川　幸秀 全日制 普通 共 〒732-0048広島市東区山根町36-1 082-262-0128 082-263-9228 S42/12/267 6235 比治山女子 比治山学園 間所　了 神鳥　誠 全日制 普通 女 〒734-0044広島市南区西霞町5-16 082-251-4478 082-251-5262 S23/05/038 6225 進徳女子 進徳学園 白井　龍一郎 安西　和夫 全日制 普通食育デザイン 女女 〒734-0007広島市南区皆実町一丁目1-58 082-251-6431 082-253-0946 S23/05/039 6260 鈴峯女子 鈴峯学園 梶田　愼二 西村　正美 全日制 普通 女 〒733-8622広島市西区井口四丁目7-1 082-278-1101 082-279-8383 S23/03/2010 6215 山陽 広島山陽学園 岸　英雄 高橋　一志 全日制 普通情報会計機械 共共男 〒733-8551広島市西区観音新町四丁目12-5 082-232-9156 082-232-2497 S23/05/0311 6205 崇徳 崇徳学園 髙橋　乘宣 田　義 全日制 普通 男 〒733-8511広島市西区楠木町四丁目15-13 082-237-9331 082-230-2897 S23/05/0312 6255 広島音楽 見真学園 安部　惠証 研井　貴馨子 全日制 音楽 共 〒733-0811広島市西区己斐東一丁目13-1 082-272-6911 082-271-6839 S24/03/2613 6245 ノートルダム清心 ノートルダム清心学園 渡辺　和子 今﨑　成志 全日制 普通 女 〒733-0811広島市西区己斐東一丁目10-1 082-271-1724 082-272-2596 S28/03/1714 6265 広島工業大学 鶴学園 鶴　衛 玉田　康荘 全日制通信制 普通普通 男共 〒733-0842広島市西区井口五丁目34-1〒731-3161広島市安佐南区沼田町伴4104-2 082-277-9205082-849-6755 082-279-8245082-811-8218 S33/02/17H22/12/08



私立高等学校番号 学校番号 学 校 名 法 人 名 理事長名 校 長 名 課程 学 科 男女共学別 所 在 地 電 話 Ｆ Ａ Ｘ 認可年月日15 6270 広島学院 広島学院 関根　悦雄 三好　彰 全日制 普通 男 〒733-0875広島市西区古江上一丁目630 082-271-0241 082-271-6784 S33/11/0116 6210 広陵 広陵学園 田中　清峰 中圡　基 全日制 普通 共 〒731-3161広島市安佐南区沼田町伴4754 082-848-1321 082-848-5044 S23/05/0317 6355 AICJ AICJ鷗州学園 薗部　明史 デービッド・クーパー 全日制 普通 共 〒731-0138広島市安佐南区祇園二丁目33-16 082-832-5037 082-875-5364 S23/05/0118 6360 広島文教女子大学附属 武田学園 武田　義輝 石井　宏佳 全日制 普通 女 〒731-0295広島市安佐北区可部東一丁目2-3 082-814-3192 082-815-2097 S31/12/2119 6280 広島なぎさ 鶴学園 鶴　衛 角島　誠 全日制 普通 共 〒731-5138広島市佐伯区海老山南二丁目2-1 082-921-2137 082-924-3020 S40/03/2520 6345 広島国際学院 広島国際学院 鶴　素直 太田　茂 全日制 普通総合 共共 〒736-0022安芸郡海田町蟹原二丁目8-1 082-823-3401 082-822-7197 S23/05/0321 6250 広島翔洋 広島白鳩学園 進藤　育明 松林　博文 全日制 普通ビジネス 共共 〒731-4312安芸郡坂町平成ヶ浜三丁目3-16 082-884-1616 082-884-0900 S23/05/0322 6350 山陽女学園高等部 山陽女学園 石田　孝樹 石田　孝樹 全日制 普通理数 女女 〒738-8504廿日市市佐方本町1-1 0829-32-2222 0829-32-7681 S23/05/0123 6365 広島新庄 広島県新庄学園 宮庄　良行 久枝　直 全日制 普通 共 〒731-2198山県郡北広島町新庄848 0826-82-2323 0826-82-3273 S23/05/0324 6411 並木学院 英数学館 加計　晃太郎 澤　茂巳 通信制 普通 共 〒730-0041広島市中区小町8-32 082-241-9066 082-241-5211 H15/08/12（２）南部  　  　 6校1 6290 呉港 呉武田学園 武田　伸子 福田　薫 全日制 普通（特進）　　　（進学)機械電気情報 共男男男 〒737-0141呉市広大新開三丁目3-4 0823-71-9163 0823-73-5266 S23/04/012 6295 清水ケ丘 清水ケ丘学園 坪川　禮巳 谷　健二 全日制 普通商業 女女 〒737-0023呉市青山町2-1 0823-23-1520 0823-23-6171 S26/03/313 6296 呉青山 清水ケ丘学園 坪川　禮巳 助友　正和 全日制 普通 共 〒737-0023呉市青山町2-1 0823-32-1721 0823-32-2821 H14/10/044 6380 武田 呉武田学園 武田　伸子 島本　一宏 全日制 普通 共 〒739-2611東広島市黒瀬町大多田443-5 0823-82-2331 0823-82-2457 S46/12/045 6390 近畿大学附属広島高等学校東広島校 近畿大学 清水　由洋 前　眞一郎 全日制 普通 共 〒739-2116東広島市高屋うめの辺2 082-434-7111 082-434-7110 H11/03/31



私立高等学校番号 学校番号 学 校 名 法 人 名 理事長名 校 長 名 課程 学 科 男女共学別 所 在 地 電 話 Ｆ Ａ Ｘ 認可年月日6 6416 東林館　呉分校 喜田学園 喜田　紘平 （分校長）  田辺　恭 通信制 普通 共 〒737-0004呉市阿賀南六丁目4-28 0823-76-5815 0823-76-5815 H14/03/29（３）東部　　　　10校1 6306 如水館 山中学園 山中　幸平 江口　史憲 全日制 普通機械ｼｽﾃﾑ 共共 〒723-8501三原市深町1183 0848-63-2423 0848-64-1102 H05/12/242 6385 広島三育学院 広島三育学院 島田　真澄 尾上　史郎 全日制 普通 共 〒729-1493三原市大和町下徳良296-2 0847-33-0311 0847-33-1451 S52/02/253 6310 尾道 尾道学園 加藤　晴彦 黒木　巖 全日制 普通機械電気 共男男 〒722-0073尾道市向島町5548-10 0848-20-6612 0848-20-6613 S32/01/084 6315 盈進 盈進学園 鎌刈　拓也 菅　龍人 全日制 普通 共 〒720-8504福山市千田町大字千田487-4 084-955-2333 084-955-4423 S23/05/035 6330 福山暁の星女子 福山暁の星学院 石井　節子 山口　道晴 全日制 普通 女 〒721-8545福山市西深津町三丁目4-1 084-922-1682 084-925-1533 S27/03/046 6335 近畿大学附属広島高等学校福山校 近畿大学 清水　由洋 檜田　嘉明 全日制 普通 共 〒720-0835福山市佐波町389 084-951-2695 084-951-3581 S35/11/307 6336 銀河学院 銀河学院 門田　峻德 下江　利明 全日制 普通 共 〒721-0921福山市大門町大門119-8 084-941-9292 084-941-7142 S54/12/278 6337 英数学館 広島加計学園 加計　役 加計　役 全日制 普通 共 〒721-8502福山市引野町980-1 084-941-4117 084-941-4143 S57/12/159 6415 東林館 喜田学園 喜田　紘平 清水　洋平 通信制 普通 共 〒720-0814福山市光南町一丁目1-35 084-923-4543 084-926-9607 H12/03/2910 6431 並木学院福山 英数学館 加計　晃太郎 小川　文也 通信制 普通 共 〒720-0072福山市吉津町12-27 084-982-7329 084-982-7332 H22/05/016430 師友塾高等学校 株式会社文学の館 代表取締役大田　哲三 冨田　平太郎 通信制 普通 共 〒722-0043尾道市東久保町20-14 0848-20-8188 0848-37-2220 H19/10/30注）師友塾高等学校については，構造改革特別区域法により株式会社文学の館が尾道市の認可を受けて設置
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