
９　私立専修学校番号 学校番号 学 校 名 設 置 者 名（ 代 表 者 名 ） 校 長 名 課 程 所 在 地 電 話 Ｆ Ａ Ｘ 認可年月日（１）　　　広島市中区　　　　　17校1 8602 広島会計学院電子専門学校 (準)上野学園　　　上野　淳次 菅　信博 商業実務専門 〒730-0052千田町一丁目2-26 082-541-1800 082-248-2600 S52/03/012 8614 広島ＹＭＣＡ専門学校 (準)広島ＹＭＣＡ学園　　　松井　敏 安森　讓 商業実務専門文化・教養専門 〒730-8523八丁堀7-11 082-223-1292 082-227-3876 S56/12/223 8642 専門学校マインド.ビューティーカレッジ (準)翠学園　　土井　みどり 松元　信義 衛生専門 〒730-0051大手町三丁目8-11 082-542-1231 082-542-1236 H10/03/314 8615 広島電子専門学校 (準)上野学園　　　上野　淳次 瀬尾　圭三 工業専門 〒730-0052千田町一丁目2-19 082-243-3933 082-248-2600 S57/03/085 8619 広島ビジネス専門学校 (準)上野学園　　　上野　淳次 菅　信博 商業実務専門文化・教養専門衛生専門 〒730-0042国泰寺町二丁目5-23 082-245-3900 082-245-7407 S59/06/146 8609 広島Law&Business専門学校 （学）古沢学園　　　古澤　敏昭 小川　雅裕 文化・教養専門商業実務専門 〒730-0811中島町9-11 082-247-3700 082-242-0983 S53/12/217 8622 広島外語専門学校 (準)上野学園　　　上野　淳次 熊本　順一 文化・教養専門商業実務専門 〒730-0052千田町一丁目3-12 082-241-8900 082-249-2321 S62/12/088 8604 広島舟入商業高等専修学校 (準)増田学園　　　増田　義夫 増田　義夫 商業実務高等 〒730-0842舟入中町8-23 082-231-1600 082-231-1600 S53/02/289 8607 広島県理容美容専門学校 (準)広島理容美容学園　　　山崎　賢治 宮本　千桂子 衛生専門 〒730-0042国泰寺町一丁目8-24 082-243-8872 082-243-0070 S53/02/2810 8608 広島高等歯科衛生士専門学校 (一社)広島県歯科医師会　　　荒川　信介 関野　憲三 医療専門 〒730-0043富士見町11-6 エソール広島4F 082-246-7676 082-246-1338 S53/02/2811 8586 石田あさきトータルファッション専門学校 　　　石田　あさき 石田　あさき 服飾・家政専門 〒730-0013八丁堀13-14 082-221-3163 082-221-3250 S51/04/0112 8593 広島ファッション専門学校 　　　流田　和朗 戸谷　清子 家政・服飾専門 〒730-0051大手町一丁目4-8 082-247-7121 082-247-7123 S51/06/0113 8600 広島服飾専門学校 　　　先本　啓子 先本　啓子 服飾・家政専門 〒730-0052千田町一丁目8-3 082-241-8552 082-241-9552 S51/08/1914 8641 トリニティカレッジ広島医療福祉専門学校 (準)木村学園　　　木村　創 中川　潔 教育・社会福祉専門医療専門 〒730-0014上幟町8-18 082-223-1164 082-223-1765 H09/03/26



９　私立専修学校番号 学校番号 学 校 名 設 置 者 名（ 代 表 者 名 ） 校 長 名 課 程 所 在 地 電 話 Ｆ Ａ Ｘ 認可年月日15 8645 広島美容専門学校 (準)上野学園　　　上野　淳次 山廣　康子 衛生専門 〒730-0052千田町三丁目15-1 082-240-1185 082-240-1215 H13/03/2916 8647 広島アニマルケア専門学校 (学）英数学館　　　加計　晃太郎 古川　敏紀 文化・教養専門 〒730-0041小町8-33 082-546-1195 082-546-1199 H14/02/2717 8581 専門学校　文化服装学院広島校 (学）文化学園　　　大沼　淳 小杉　早苗 家政専門 〒730-0012上八丁堀7-15 082-502-2511 082-502-2518 S51/04/01（２）　　　広島市東区　　　　 　 2校 　1 8624 中川学園広島総合教育専門学校 (準)中川学園　　　中川　義基 渡辺　博文 文化・教養専門文化・教養高等 〒732-0054愛宕町3-14 082-262-1230 082-262-1230 S63/12/102 8636 ヒューマンウェルフェア広島専門学校 (準)偕楽総合学園　　　木曽　真理行 小松　美恵子 教育・社会福祉専門工業専門文化・教養専門 〒732-0068牛田新町三丁目15-38 082-224-2240 082-224-2245 H08/03/19（３）　　　広島市南区　　　　　　9校 　1 8648 ＩＷＡＤ環境福祉専門学校 (準)ひらた学園　　　平田　冨美子 平田　冨美子 文化・教養専門教育・社会福祉専門農業専門 〒732-0816比治山本町14-22 082-254-9000 082-254-9500 H15/03/252 8591 小井手ファッションビューティ専門学校 (準)小井手学園　　　小井手　響一 小谷　亮爾 家政専門家政高等 〒732-0825金屋町1-20 082-263-0001 082-263-3110 S51/06/013 8628 広島情報専門学校 (準)電子開発学園九州　　　松尾　泰 北迫　隆 工業専門 〒732-0816比治山本町16-35 082-252-4411 082-256-4450 H02/12/074 8629 穴吹デザイン専門学校 　　　穴吹　忠嗣 河原　富夫 工業専門文化・教養専門 〒732-0826松川町2-24 082-263-7177 082-263-8188 H03/03/295 8960 広島芸術専門学校 　　　大橋　啓一 大橋　啓一 文化・教養専門 〒732-0824的場町一丁目8-15 082-506-3061 082-506-3062 S56/12/226 8649 広島デンタルアカデミー専門学校 (学)三宅学園　　　三宅　雄次郎 三宅　雄次郎 医療専門 〒732-0821大須賀町19-11 082-264-7000 082-264-7002 H19/03/287 8653 広島ビューティーアート専門学校 （学）三幸学園　　　昼間　一彦 三川　和輝 衛生専門 〒732-0821大須賀町15-24 082-568-6821 082-568-6826 H21/12/108 8654 広島リゾートアンドスポーツ専門学校 （学）三幸学園　　　昼間　一彦 三川　和輝 文化・教養専門 〒732-0822松原町10-26 082-568-6735 082-568-6737 H21/12/109 8655 広島医療秘書こども専門学校 （学）三幸学園　　　昼間　一彦 三川　和輝 商業実務専門教育・社会福祉専門 〒732-0822松原町10-26 082-568-6731 082-568-6732 H21/12/10



９　私立専修学校番号 学校番号 学 校 名 設 置 者 名（ 代 表 者 名 ） 校 長 名 課 程 所 在 地 電 話 Ｆ Ａ Ｘ 認可年月日（４）　　　広島市西区　　　　　　8校 　1 8616 広島工業大学専門学校 (学)鶴学園　　　鶴　衛 田中　彰 工業専門文化・教養専門商業実務専門 〒733-8533福島町二丁目1-1 082-295-5111 082-293-8220 S59/01/142 8588 広島酔心調理製菓専門学校 (準)原田学園　　　原田　仁司 原田　優子 衛生専門 〒733-0024福島町二丁目4-1 082-231-8700 082-231-8765 S51/04/013 8585 広島情報ビジネス専門学校 (準)上野学園　　　上野　淳次 岡本　正之 商業実務専門文化・教養専門 〒733-0011横川町二丁目10-4 082-293-5000 082-293-7190 S51/04/014 8598 広島コンピュータ専門学校 (準)上野学園　　　上野　淳次 岡本　正之 工業専門文化・教養専門 〒733-0013横川新町7-12 082-291-5050 082-291-6869 S51/06/015 8601 広島市医師会看護専門学校 (一社)広島市医師会　　　松村　誠 松村　誠 医療専門医療高等 〒733-8548観音本町一丁目1-1 082-233-0700 082-233-0742 S52/03/016 8651 ＭＳＨ医療専門学校 （準）ＭＳＨ医療学園　　　宇都宮　千里 片岡　旭 医療専門 〒733-0022西区天満町6-5 082-503-0003 082-503-0703 H20/02/217 8650 朝日医療専門学校広島校 （準）朝日医療学園　　　本德　義明 光井　冨夫 医療専門 〒733-0812西区己斐本町一丁目25-15 082-507-1212 082-507-1412 H20/03/118 8652 広島公務員専門学校 （準）上野学園　　　上野　淳次 岡本　正之 文化・教養専門 〒733-0011横川町一丁目4-30 082-293-5550 082-291-6869 H20/03/27（５）　　　広島市安佐南区　　　5校 　1 8638 専門学校広島工学院大学校 （学）古沢学園　　　古澤　敏昭 半明　英幸 工業専門 〒731-3166大塚東三丁目2-1 082-848-7780 082-848-7915 H07/12/212 8644 広島医療保健専門学校 （学）古沢学園　　　古澤　敏昭 古澤　宰治 医療専門教育・社会福祉専門 〒731-3166大塚東三丁目2-1 082-849-6883 082-849-6884 H12/03/303 8646 ＩＧＬ医療福祉専門学校 (学)ＩＧＬ学園　　　永見　憲吾 野村　敏之 医療専門教育・社会福祉専門文化・教養専門 〒731-3164伴東一丁目12-18 082-849-5001 082-849-5115 H13/03/304 8627 専門学校西広島福祉学院 (準)田方学園　　　岡本　みか 岡本　みか 教育・社会福祉専門 〒731-3166大塚東三丁目6-1 082-848-8451 082-848-8499 H02/03/235 8633 専門学校西広島教育福祉学院 (準)田方学園　　　岡本　みか 岡本　みか 教育・社会福祉専門 〒731-3166大塚東三丁目6-1 082-848-8451 082-848-8499 H05/03/31



９　私立専修学校番号 学校番号 学 校 名 設 置 者 名（ 代 表 者 名 ） 校 長 名 課 程 所 在 地 電 話 Ｆ Ａ Ｘ 認可年月日（６）　　　広島市安芸区　　　　1校 　1 9015 日本ウェルネススポーツ専門学校広島校 (学)タイケン学園　　　柴岡　三千夫 柴岡　信一郎 文化・教養専門 〒739-0321中野二丁目21-26-8 082-892-3015 082-892-3018 H16/12/24（７）　　　広島市佐伯区　　　　1校1 8952 専門学校　きくのファッションデザインカレッジ 　　　田部　公子 田部　公子 家政専門家政高等 〒731-5116八幡一丁目14-3 082-928-0413 082-928-4473 S51/08/16（８）　　　呉市　　　　　　　　　　3校1 9074 独立行政法人国立病院機構呉医療センター附属呉看護学校 独立行政法人国立病院機構　　　桐野　髙明 谷山　清己 医療専門 〒737-0023青山町3-1 0823-22-5599 0823-22-5646 S51/04/012 8705 呉市医師会看護専門学校 (一社)呉市医師会　　　原　豊 原　豊 医療専門医療高等 〒737-0056朝日町15-24 0823-25-7700 0823-25-7700 S54/02/213 8703 国家公務員共済組合連合会呉共済病院看護専門学校 国家公務員共済組合連合会　　　尾原　榮夫 村上　恒二 医療専門 〒737-0811西中央三丁目2-4 0823-22-2111 0823-26-7425 S51/08/16（９）　　三原市　　　　　　　　 3校 　1 8763 三原看護専門学校 (一財)三原看護師養成事業団　　　中林　昭策 中林　昭策 医療専門 〒723-0015円一町四丁目1-23 0848-67-0801 0848-67-0861 H05/03/262 8761 三原看護高等専修学校 (一社)三原市医師会　　　戸谷　和夫 戸谷　和夫 医療高等 〒723-0015円一町四丁目1-21 0848-63-6156 0848-63-5874 S52/03/013 8764 広島聖光学園 (社福)広島聖光学園　　　吉田　良樹 崎田　清司 医療専門 〒729-2361小泉町1044 0848-66-3456 0848-66-4396 H10/03/31（１０）　　尾道市　　　　　　　　 4校 　1 8783 尾道市医師会看護専門学校 (一社)尾道市医師会　　　宮野　良隆 宮野　良隆 医療専門 〒722-0025栗原東二丁目4-33 0848-25-3153 0848-24-2717 S51/08/162 8785 広島県厚生連尾道看護専門学校 広島県厚生農業協同組合連合会　　　岡田　仁志 日野　文明 医療専門 〒722-0002古浜町7-19 0848-24-1191 0848-23-8741 S52/03/013 8781 ひかり服装専門学校 　　　大本　隆子 大本　隆子 家政専門 〒722-0024西則末町1-31 0848-23-3140 0848-24-0507 S51/04/01



９　私立専修学校番号 学校番号 学 校 名 設 置 者 名（ 代 表 者 名 ） 校 長 名 課 程 所 在 地 電 話 Ｆ Ａ Ｘ 認可年月日4 8788 尾道福祉専門学校 （社福）尾道さつき会　藤原　壽雄 鈴木　千寿子 教育・社会福祉専門 〒722-0042久保町1760-1 0848-37-2222 0848-20-7122 H09/03/14（１１）　　福山市　　　　　　　  14校 　1 8833 穴吹ビューティ専門学校 (準)穴吹学園　　　穴吹　忠嗣 田島　建彦 衛生専門商業実務専門 〒720-0801入船町二丁目2-3 084-973-3448 084-921-8848 H15/03/202 8811 専門学校ファッションビジネス・アカデミー福山 (準)晴華学園　　　後藤　隆之 後藤　代子 服飾・家政専門 〒720-0812霞町一丁目2-33 084-923-0376 084-924-7179 S51/04/013 8827 穴吹情報デザイン専門学校 (準)穴吹学園　　　穴吹　忠嗣 田島　建彦 工業専門 〒720-0052東町二丁目3-6 084-931-3325 084-922-5924 S63/12/264 8828 穴吹医療福祉専門学校 (準)穴吹学園　　　穴吹　忠嗣 田島　建彦 商業実務専門文化・教養専門教育・社会福祉専門 〒720-0052東町二丁目3-6 084-931-3325 084-922-5924 S63/12/265 8816 穴吹調理製菓専門学校 (準)穴吹学園　　　穴吹　忠嗣 田島　建彦 衛生専門衛生高等 〒720-0052東町二丁目2-24 084-924-3838 084-924-3840 S52/03/016 8822 福山ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 (準)広島ＹＭＣＡ学園　　　松井　敏 安森　讓 商業実務専門文化・教養専門 〒720-8522西町二丁目8-15 084-926-2211 084-927-1246 S55/03/107 8830 福山福祉専門学校 (学）英数学館　　　加計　晃太郎 福島　眞理子 教育・社会福祉専門 〒720-0072吉津町12-27 084-922-3691 084-925-1675 H05/03/318 8819 福山市医師会看護専門学校 (一社)福山市医師会　　　土屋　隆宏 安藤　尚子 医療専門医療高等 〒720-0032三吉町南二丁目11-25 084-926-7588 084-924-6430 S52/09/229 8820 広島県東部美容専門学校 (一社)広島県東部美容協会　　　沖田　元恵 岡田　博司 衛生専門 〒720-0067西町二丁目16-15 084-922-2150 084-922-2170 S53/02/2810 8824 専門学校福山歯科衛生士学校 (一社)福山市歯科医師会　　　神原　和暢 重森　文弥 医療専門 〒721-0973南蔵王町六丁目19-34 084-941-4443 084-941-4190 S56/03/1711 8832 朝日医療専門学校福山校 (準)朝日医療学園　　　本德　義明 東　京太郎 医療専門商業実務専門 〒721-0945引野町南一丁目6-45 084-946-6780 084-946-6615 H14/03/2912 8834 穴吹動物専門学校 (準)穴吹学園　　　穴吹　忠嗣 田島　建彦 商業実務専門 〒720-0052東町二丁目3-6 084-931-3325 084-922-5924 H19/03/3013 8835 専門学校　広島国際ビジネスカレッジ 　　　金城　愛 金城　峰 文化・教養専門 〒720-0812霞町一丁目2-3 084-922-7667 084-922-7668 H24/07/30



９　私立専修学校番号 学校番号 学 校 名 設 置 者 名（ 代 表 者 名 ） 校 長 名 課 程 所 在 地 電 話 Ｆ Ａ Ｘ 認可年月日14 8836 教文外語専門学校 (準)教文学園　　　兼田　悦子 兼田　悦子 文化・教養専門 〒720-0045宝町6-5 084-973-1230 084-973-1231 H27/03/31（１２）　　東広島市　　　　　　　1校 　1 8990 総合フラワーデザイン専門学校 　　　奥山　由美香 奥山　豊美 文化・教養専門 〒739-2208河内町入野2139-118 082-437-2472 082-437-2282 H08/03/31（１３）　　廿日市市　　　　　　　2校 　1 8954 広島歯科技術専門学校 (学)山陽女学園　　　石田　孝樹 新谷　英章 医療専門 〒738-8504佐方本町1-1 0829-32-1861 0829-32-1861 S52/09/222 8955 山陽看護専門学校 (学)山陽女学園　　　石田　孝樹 大屋　八重子 医療専門 〒738-8504佐方本町1-1 0829-31-3344 0829-31-3615 H01/03/31（１４）　　安芸高田市　　　　　 1校 　1 8982 吉田和裁専門学校 　　　宮木　絹江 宮木　絹江 家政専門 〒731-0501吉田町吉田1265 0826-42-0654 0826-42-0654 S53/02/28（１５）　　安芸郡　　　　　　　　 5校1 8932 広島生活福祉専門学校 (準)中川学園　　　中川　義基 中川　義基 教育・社会福祉専門教育・社会福祉高等 〒736-0041海田町大正町2-28 082-823-2272 082-823-2896 S51/06/012 8933 広島福祉専門学校 (準)中川学園　　　中川　義基 中川　義基 教育・社会福祉専門 〒736-0041海田町大正町2-27 082-823-0110 082-822-8227 S61/12/253 8928 専門学校広島自動車大学校 （学）古沢学園　　　古澤　敏昭 古澤　宰治 工業専門 〒735-0006府中町本町二丁目9-12 082-287-0870 082-287-0871 H01/01/134 8931 専門学校福祉リソースカレッジ広島 （学）古沢学園　　　古澤　敏昭 三藤　賢二 教育・社会福祉専門 〒735-0007府中町石井城一丁目10-15 082-288-8804 082-283-6526 H07/03/165 8930 広島製菓専門学校 （学）古沢学園　　　古澤　敏昭 古澤　宰治 衛生専門 〒735-0006府中町本町二丁目1-17 082-287-2951 082-287-2958 H12/03/30休校中（１校）…日本海洋技術専門学校


