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令和４年度　京都府私立各種学校一覧
番号 校　　　　　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電話 法人種別 設 置 者 名 校　長　名 分野 学科(昼夜別） 設置年月日 備考

シオツ洋裁学院（休校中） 602-0823 上京区今出川通河原町西入上ﾙ三芳町 (231)5013 個人 家政 洋裁（昼・夜） 昭20. 5. 1 休校中

1 ＫＦＳファッションスクール 604-0934 中京区麩屋町通二条下ﾙ尾張町231-1 (231)3489 準学校 KFS学園 福島  豊 家政 書道教室（昼　月四回） 昭22. 5. 8 

2 清和学園 604-0934 中京区麩屋町通二条下ﾙ尾張町221 (231)3571 準学校 清和学園 井手　正文 家政 洋裁・和裁・華道(昼・夜） 昭27. 1.18 

3 五条洋裁女学院 605-0904 東山区鞘町五条下ﾙ2丁目大阪町378 (561)3436 個人 橋本 悦 橋本　悦 家政 洋裁(昼・夜） 昭24. 3.28 

4 京都立体デザインスクール 610-0121 城陽市寺田高田23-8 0774(52)7466 個人 竹谷 サト 竹谷　サト 家政 洋裁・編物(昼・夜） 昭31. 3.31 

5 加悦大和女学院 629-2403 与謝郡与謝野町字加悦456 0772(42)5121 準学校 加悦大和女学院 藤田　六子 家政
和裁・洋裁・料理・書道・
美術(昼・夜）

昭38. 4. 1

6 京都府自動車学校 612-8416 伏見区竹田流池町121 (641)2884 準学校 京都府自動車学校 杉山　直之 工業 自動車・整備(昼） 昭31. 3. 2 

7 園部安全自動車学校 629-0166 南丹市八木町室河原大美谷48 0771(42)2662 個人 蘆田 実 蘆田　実 工業 自動車・整備(昼） 昭46. 1.30 

8 綾部自動車学校 623-0042 綾部市岡町鳥居59 0773(42)1216 個人 蘆田 豊治 藤元　治男 工業 自動車・整備(昼) 昭38.11.16 

9 京都府福知山自動車学校 620-0857 福知山市字土師60 0773(27)2451 個人 蘆田 豊治 蘆田　豊治 工業 自動車(昼) 昭31.10. 9 

10 京都府舞鶴自動車学校 624-0912 舞鶴市字上安小字向ｲ山688 0773(75)1613 一般財団 舞鶴交通安全協会 奥村　政明 工業 自動車(昼・夜) 昭34. 5. 1 

11 富士学園 602-0853 上京区河原町通荒神口上ﾙ宮垣町88-92 (231)1576 個人 麻生 孝由紀 麻生　露子 商業実務
ﾜｰﾌﾟﾛ科(昼・夜）
ﾀｲﾌﾟ科(昼・夜)

昭24.11. 5 

12 加茂速算学校 619-1151 木津川市加茂町美浪77 0774(76)2233 個人 杉本 ヨシ子 杉本　繁信 商業実務 珠算・簿記社会(昼・夜) 昭37.10. 1 

13 綾部経理学院 623-0043 綾部市上延町前田1-3 0773(42)6857 個人 吉田 宏 高橋　幸雄 商業実務 珠算(夜) 昭25. 7.21 

14 長宗我部はま子バレエ学園 602-8066
上京区中立売通油小路西入東橋詰町74-
5

(441)7787 個人 長宗我部 浜子 長宗我部　浜子 文化・教養 ﾊﾞﾚｴ(昼・夜) 昭43.12.18 

15 鴨川学園 604-8003 中京区先斗町通三条下ﾙ橋下町130 (221)2025 個人 先斗町お茶屋営業組合 楠　大毅 文化・教養 芸能(昼） 昭23. 7. 1 

16 祇園女子技芸学校 605-0074
東山区四条通大和大路東入祇園町南側
570-2

(561)1118 準学校 八坂女紅場学園 太田　紀美 文化・教養 芸能(昼) 昭22. 5.26 

17 東山女子技芸学校 605-0801 東山区宮川筋4丁目306 (561)1151 準学校 東山女子学園 駒井　文惠 文化・教養 芸能(昼) 昭44. 8. 1 

18 都華道学院 605-0009 東山区三条大橋東入103 (761)8166 個人 大津 隆月 大津　隆月 文化・教養 華道・茶道(昼・夜) 昭25. 3.28

19 安本音楽学園 612-0822 伏見区深草鞍ヶ谷1 (641)3221 個人 安本 和行 安本　寂峯 文化・教養 音楽(昼・夜) 昭30.11.30

20 京都国学院 602-0861
上京区新烏丸通丸太町上ﾙ新烏丸頭町
173

(231)3398 準学校 京都皇典講究所 田中　恆清 文化・教養 神職養成(昼) 明40. 3.23

21 本門法華宗学院 602-8418
上京区寺ﾉ内通大宮東入妙蓮寺前町875
 大本山妙蓮寺内

(451)3527 宗教 大本山妙蓮寺 高辺　日亮 文化・教養 宗教(昼) 昭28. 3.20

22 大谷専修学院 606-8335 左京区岡崎天王町26 (771)1582 宗教 真宗大谷派 狐野　秀存 文化・教養 宗教(昼) 大13. 3.24

23 智山専修学院 605-0951 東山区塩小路通大和大路東入東瓦町964 (541)5361 宗教 真言宗智山派 寺田　信彦 文化・教養 宗教(昼) 昭12.11.11

24 中央仏教学院 615-0091 右京区山ﾉ内御堂殿町27 (841)1401 宗教 浄土真宗本願寺派 丘山　願海 文化・教養 宗教(昼) 大 9. 4.23

25 醍醐山伝法学院 601-1324 伏見区醍醐伽藍町5(総本山醍醐寺内) (571)0377 宗教 真言宗醍醐派 壁瀬　宥雅 文化・教養 宗教(昼) 昭19. 3.10

26 京都朝鮮初級学校 601-1442 伏見区小栗栖丸山1-2 (573)3311 準学校 京都朝鮮学園 文　峯秀 文化・教養 外国人学校(昼) 昭44.12.26

27 Kyoto International School 602-8247 上京区北俵町317 (451)1022 準学校 Kyoto International School マイケル・テイラー 文化・教養 外国人学校(昼) 平19. 3.23

28 京都朝鮮中高級学校 606-8282 左京区北白川外山町1 (791)1131 準学校 京都朝鮮学園 趙　明浩 文化・教養 外国人学校(昼) 昭28. 5.18

29 京都朝鮮第二初級学校 615-0924 右京区梅津尻溝町3 (861)0608 準学校 京都朝鮮学園 金　栄周 文化・教養 外国人学校(昼) 昭44.12.26

30 近畿予備校 602-8790 上京区烏丸通今出川下ﾙ梅屋町475 (441)6681 準学校 紫明学園 立花　義生 文化・教養 大学進学(昼) 昭24. 9. 2
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31 研学キャンパス 612-8491 伏見区久我石原町9-253 (933)9414 個人 三本　央 三本　央 文化・教養 大学進学(昼) 昭56. 2. 5

32 河合塾京都校 604-8131 中京区三条通東洞院東入菱屋町41-2 (252)0581 準学校 河合塾 宮本　美貴 文化・教養 大学進学(昼) 昭63.12.15

33 駿台予備学校京都南校 601-8411 南区西九条北ノ内町13-1 (682)2222 準学校 駿河台学園 塚原　哲也 文化・教養 大学進学(昼) 平 1. 1.12

34 進ゼミ京都 612-0029 伏見区深草西浦町4-81 (642)5815 個人 小原 浩次 小原　浩次 文化・教養 大学進学(昼) 昭58. 3. 9

ひかり英語学園（休校中） 602-0802 上京区寺町今出川上ﾙ4丁目鶴山町13
(231)3538
(211)8961

個人 若山 綾子 若山　綾子 文化・教養 英語(昼) 昭36. 6.20 休校中

35 京都文化日本語学校 606-8271 左京区北白川瓜生山2-116 (722)5066 大学 瓜生山学園 村田　晶子 文化・教養 日本語(昼) 平16. 3.25

36 京都労働学校 604-8854 中京区壬生仙念町30-2 (801)5925 社団 京都勤労者学園 杉山　雅人 文化・教養 人文科学・科学技術(夜) 昭21. 9. 1

37 京都信明学校 615-0026 右京区西院北矢掛町20 (311)6381 宗教 在日大韓基督教京都教会 楊　炯　春 文化・教養 外国語(夜) 昭24. 5.30

38 関西語言学院 612-8401 伏見区深草下川原町39-12 (647)1000 準学校 育英館 三和　弘美 文化・教養 日本語(昼) 平18.12.20

39
京都ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨｰ

610-0311 京田辺市草内勇田63-1 0774(64)0804 準学校 京都ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨｰ
ﾌﾞﾛｯｸｿﾑ･
ﾋﾟｰﾀｰ･ﾅﾀﾝ

文化・教養
国際関係学部・教養学
部・高等部(昼)

平15. 3.31

40 同志社国際学院国際部 619-0225 木津川市木津川台７丁目31-1 0774(71)0810 大学 同志社 谷本　高彦 文化・教養 外国人学校(昼) 平23. 3.14

41 ＡＲＣ京都日本語学校 604-0093 中京区弁財天町297番地 (254)8518 準学校 ARC学園 遠藤　由美子 文化・教養 長期日本語(昼) 平26. 3.28

42 瓶井学園日本語学校京都校607-8211 山科区勧修寺東栗栖野町８３ (205)5374 準学校 瓶井学園 瓶井　修 文化・教養 日本語(昼) 平30.11.22

43 YIC京都日本語学院 600-8236
下京区油小路通塩小路下る西油小路町
27

(371)9007 準学校 京都中央学院 村田　忠男 文化・教養 日本語(昼) 令2.10.16


