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令和４年度　学校法人一覧
番号 法人種別 学校法人名 理事長名 事務所〒 事　務　所  所  在  地  法人電話 認可年月日 府内幼稚園・小学校 府内中学･高等学校 府内大学・専修・各種学校

1 幼稚園 今宮学園 佐々木　従久 603-8243 北区紫野今宮町95 (491)0551 昭28.12. 4 今宮幼稚園

2 幼稚園 桃林幼稚園 大西　建太郎 603-8204 北区紫竹高縄町43 (492)4717 昭26. 5.31 とうりん幼稚園

3 幼稚園 明学園 佐藤　奈津子 603-8111 北区小山東元町35 (492)2786 昭43. 6. 5 明幼稚園

4 幼稚園 紫野キリスト教学園 渡邊　大修 603-8114 北区紫竹下高才町1 (491)7641 昭60. 3.29 認定こども園　紫野幼稚園

5 幼稚園 復活学園 奥　晋一郎 603-8165 北区紫野西御所田町63 (451)2176 昭61. 2. 8 幼稚園型認定こども園　復活幼稚園

6 幼稚園 金蓮寺 山羽　学天 603-8445 北区鷹峰藤林町1番地18 (491)0674 平16. 3.23 錦綾幼稚園

7 幼稚園 大五洋 杉本　五十洋 603-8485 北区衣笠衣笠山町12番地 (461)2243 平22. 3.23 衣笠幼稚園

8 幼稚園 紫明の園 増井　昭徳 603-8162 北区小山東大野町83 (441)7052 平24. 8.28 紫明幼稚園

9 幼稚園 北野萬松学園 池田　智子 602-8377 上京区御前通一条下ﾙ東竪町135 (463)0111 昭27. 1.18 北野幼稚園

10 幼稚園 京和学園 澤木　武雄 602-8366 上京区下立売通御前西入行衛町439-2 (811)0582 昭28. 9.12 京和幼稚園

11 幼稚園 恵照学園 菅原　好規 602-8453 上京区浄福寺通一条上ﾙ笹屋町2丁目601 (441)0836 昭55.10. 8 浄福寺幼稚園

12 幼稚園 ほとけの子学園 末吉　央伯 602-0005 上京区寺之内通新町西入妙顕寺前町515-2 (441)5303 昭62. 3.30 寺之内幼稚園

13 幼稚園 聖ドミニコ幼稚園 安達　徐 602-0841 上京区河原町今出川下ル東入梶井町448 (256)2128 平22.12.14 聖ドミニコ学院京都幼稚園

14 幼稚園 ひまわり学園 手小　秀美 602-8142 上京区西堀川通竹屋町上ﾙ下堀川町164 (801)3921 平16.11.19 ひまわり幼稚園

15 幼稚園 マクリン幼稚園 松本　行司 606-0816 左京区下鴨松ﾉ木町64-5 (701)2931 昭42. 4. 1 ﾏｸﾘﾝ幼稚園

16 幼稚園 永観堂学園 奥垣内　圭哲 606-8445 左京区永観堂町50 (751)0961 昭30. 9.16 永観堂幼稚園

17 幼稚園 聖光学園 西村　悦男 606-0942 左京区松ヶ崎樋ﾉ上町2 (791)7481 昭53. 7. 1 幼稚園型認定こども園　聖光幼稚園

18 幼稚園 くろたに学園 杉山　俊定 606-8331 左京区黒谷町121 (771)2020 昭43. 7.10 くろたに幼稚園

19 幼稚園 二葉学園 小林　一惠 606-8173 左京区一乗寺梅ﾉ木町63 (701)0191 昭36.10. 1
認定こども園　ふたば幼稚園
洛東幼稚園

20 幼稚園 北山学園 田中　稔 606-0026 左京区岩倉長谷町714 (721)5870 昭49. 5.20
岩倉幼稚園
竹の里幼稚園

21 幼稚園 菊の花学園 川名　マミ 606-0094 左京区上高野東氷室町3 (701)3111 昭55.12.23 菊の花幼稚園

22 幼稚園 コドモのイエ学園 佐藤　文彦 606-8311 左京区吉田神楽岡町107 (771)0937 昭57. 1. 9 ｺﾄﾞﾓのｲｴ幼稚園

23 幼稚園 京都聖マリア学園 藤原　健久 606-8322 左京区岡崎入江町84 (761)4529 昭57.10.13 幼稚園型認定こども園　聖ﾏﾘｱ幼稚園

24 幼稚園 吉田学園 澤井  隆男 606-8312 左京区吉田上大路町36 (761)0051 昭58. 2.12 吉田幼稚園

25 幼稚園 下鴨学園 出口　崇 606-0811 左京区下鴨中川原町75 (781)0989 昭59. 9.12 下鴨幼稚園

26 幼稚園 鴨東キリスト教学園 西村　二朗 606-8242 左京区田中高原町24 (781)4947 平 1. 3.28 鴨東幼稚園

27 幼稚園 北白川学園 山下  太郎 606-8273 左京区北白川山ﾉ元町41 (781)3200 平14. 3.18 北白川幼稚園

28 幼稚園 京都相愛学園 平澤  創 606-0852 左京区下鴨東梅ﾉ木町12 (781)1086 平15. 3.18 相愛幼稚園

29 幼稚園 雲母学園 熊本　マリ子 606-0064 左京区上高野西明寺山町30 (791)5300 平20. 9. 9 認定こども園　京都きらら幼稚園

30 幼稚園 京都聖三一学園 西郡　晃雅 604-8403 中京区聚楽廻中町45 (841)3281 昭53. 2. 1 聖三一幼稚園　幼稚園型認定こども園　

31 幼稚園 光明学園 田中　雅道 604-8336 中京区六角通大宮西入三条大宮町277 (801)1453 昭32.10.15 光明幼稚園

32 幼稚園 カトリック京都教区学園 福岡　一穂 604-8006 中京区河原町通三条上ﾙ下丸屋町423 (211)3025 昭41. 4.16
ｱヴｪ･ﾏﾘｱ幼稚園
長岡ｶﾄﾘｯｸ幼稚園

33 幼稚園 京都南カトリック学園 福岡　一穂 604-8006 中京区河原町通三条上ﾙ下丸屋町423 (211)3025 昭61. 3.31
青谷聖家族幼稚園
聖愛幼稚園
精華聖ﾏﾘｱ幼稚園

34 幼稚園 泉涌寺学園 熊谷　信康 605-0977 東山区泉涌寺山内町21 (525)0021 昭60. 3.29 泉山幼稚園

35 幼稚園 南殿学園 粟津　篤 607-8072 山科区音羽伊勢宿町34 (581)0943 昭39. 4.23 南殿幼稚園

36 幼稚園 洛東学園 植村　義弘 607-8239 山科区勧修寺丸山町1-126 (592)6052 昭46.12. 9 清水台幼稚園

37 幼稚園 吉祥学園 寺西　正毅 607-8409 山科区御陵天徳町15
(581)0349
(591)6676

昭59.10.24 寺西幼稚園

38 幼稚園 和順学園 白籏  文雄 607-8086 山科区竹鼻四丁野町52 (581)0879 平15. 3.18 山科幼稚園

39 幼稚園 そのえだ学園 緒方　洋一郎 607-8405 山科区御陵田山町35番地5 (581)9294 平21.12.11 其枝幼稚園

40 幼稚園 常葉学園 橋川　昌治 600-8216 下京区烏丸通七条下ﾙ西入東塩小路町字裏畑696-3 (371)1014 昭31. 9.10 常葉幼稚園

41 幼稚園 龍谷学園 日谷　照應 600-8358 下京区堀川通花屋町下ﾙ本願寺門前町60 (371)0239 平25. 9.30 本願寺中央幼稚園

42 幼稚園 水薬師学園 捨田利　忠輝 600-8875 下京区西七条石井町54 (313)0216 昭42. 4. 1 七条幼稚園

43 幼稚園 至常学園 南　俊生 600-8855 下京区梅小路石橋町12 (312)9231 昭60.12. 4 龍谷幼稚園
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44 幼稚園 浄正寺学園 中浦　正音 600-8864 下京区七条御所ﾉ内南町40 (313)0813 昭62. 3.30 八条幼稚園

45 幼稚園 朱雀学園 末廣　敬邦 600-8844 下京区朱雀裏畑町33 (313)2878 平16. 3. 1 ｱｿｶ幼稚園

46 幼稚園 くるみ学園 浅井　健史 601-8315 南区吉祥院車道町28-2 (691)0281 昭52.10.31 くるみ幼稚園

47 幼稚園 秀英学園 椋田　敏史 601-8464 南区唐橋高田町59 (691)6503 平17. 3.29 光徳幼稚園

48 幼稚園 嵯峨学園 藤本　明弘 616-8376 右京区嵯峨天龍寺瀬戸川町20-1 (861)0254 昭27. 4.19
嵯峨幼稚園
御室幼稚園

49 幼稚園 東寺学園 砂原　秀輝 615-0821 右京区西京極北裏町13 (691)3325 昭28. 5.27 西京極幼稚園

50 幼稚園 むそう学園 升光  泰雄 616-8224 右京区常盤窪町1-16 (871)0709 昭54. 3.20 夢窓幼稚園

51 幼稚園 藤の樹学園 藤田　寿男 616-8071 右京区太秦安井藤ﾉ木町16-1 (821)1181 昭58.10.15 安井幼稚園

52 幼稚園 春日学園 米川　和子 615-0015 右京区西院春日町17-1 (311)4090 昭61. 3.31 春日幼稚園

53 幼稚園 グローリー学園 井上　與一郎 616-8186 右京区太秦堀池町58-1 (881)7575 昭62. 3. 6 栄光幼稚園

54 幼稚園 天授ヶ岡学園 福田　義明 616-8021 右京区花園天授ヶ岡町10-17 (461)3407 昭62. 3.30 幼稚園型認定こども園　天授ヶ岡幼稚園

55 幼稚園 太秦学園 今村　穆義 616-8102 右京区太秦森ヶ東町9-2 (861)0020 昭63. 3. 5 幼稚園型認定こども園　太秦幼稚園

56 幼稚園 美乃里学園 北村　隆信 616-8161 右京区太秦東蜂ヶ岡町5 (881)0206 平20.10.28 自然幼稚園

57 幼稚園 川西学園 近藤　永太郎 615-8086 西京区桂乾町51 (381)3935 昭43. 2.16 川西幼稚園

58 幼稚園 京都桂陽学園 摩瀬　政明 615-8196 西京区川島尻堀町53番地1 (381)2611 平26.10. 9 桂陽幼稚園

59 幼稚園 葉室幼稚園 西谷　文孝 615-8277 西京区山田葉室町13-124 (381)8596 昭42.12.20 葉室幼稚園

60 幼稚園 大原野学園 吉江　美和子 610-1121 西京区大原野上里北ﾉ町1308-1 (331)0242 昭45. 3.16 大原野幼稚園

61 幼稚園 京都三ノ宮学園 渡邉　慶子 615-8151 西京区樫原杉原町20 (391)3839 昭45. 5. 1 京都三ﾉ宮幼稚園

62 幼稚園 嵐山学園 櫻井　登 616-0012 西京区嵐山東海道町51-1 (881)3355 昭48.11. 6 さくら幼稚園

63 幼稚園 洛新精華学園 佐川　公也 610-1141 西京区大枝西新林町5-3 (331)1214 昭44.12.26 洛西せいか幼稚園

64 幼稚園 陽立学園 堀　陽子 610-1142 西京区大枝東新林町3丁目3 (331)1121 昭51.11.29
うぐいす幼稚園
うぐいす第二幼稚園
うぐいす宇治田原幼稚園

65 幼稚園 松尾学園 日野　芳文 615-8296 西京区松室山添町6-1 (381)2591 昭60. 2.12 松尾幼稚園

66 幼稚園 西芳学園 小林　芳朗 610-1146 西京区大原野西境谷町3丁目2 (332)0221 平13. 3.16 さかいだに幼稚園

67 幼稚園 本願寺学園 中原　恵子 615-8107 西京区川島北裏町29 (381)3610 平28.12.27 西山幼稚園

68 幼稚園 青風塾 小林　隆弘 612-0031 伏見区深草池ノ内町12 (641)5326 昭27. 4.21
青風幼稚園
青風和泉幼稚園

69 幼稚園 睦美学園 青山　佳生 612-8036 伏見区桃山町立売47 (611)2757 昭28. 9.25 睦美幼稚園

70 幼稚園 稲荷学園 五十嵐　昌子 612-0007 伏見区深草下横縄町12 (641)6169 昭51. 2.17 稲荷幼稚園

71 幼稚園 さつき学園 津田　禎一郎 612-8122 伏見区向島庚申町124 (611)0030 昭42. 3. 1 さつき幼稚園

72 幼稚園 小野幼稚園 上原　雅明 601-1316 伏見区醍醐古道町22-2 (571)0409 昭42.12.20 小野幼稚園

73 幼稚園 日本教育学園 坂口　真一 601-1463 伏見区小栗栖中山田町35-1 (571)3778 昭48. 3.15 石田幼稚園

74 幼稚園 神川学園 大川　實 612-8484 伏見区羽束師鴨川町66-2 (933)2273 昭50.11.12 かもがわ幼稚園

75 幼稚園 桃山キリスト学園 松本　嘉一 612-8039 伏見区御香宮門前町184 (622)1425 昭58.12. 5 桃山幼稚園

76 幼稚園 正憲学園 近藤　晴美 612-0019 伏見区深草平田町31-1 (641)6098 昭59. 7.30 砂川幼稚園

77 幼稚園 真善美三一学園 江守　宏栄 617-0004 向日市鶏冠井町山畑25 (921)2229 昭44.11.29 まこと幼稚園

78 幼稚園 めぐみ学園 藤田　華子 617-0844 長岡京市調子1丁目1-19 (954)7878 昭36. 6. 1 めぐみ幼稚園

79 幼稚園 あかね学園 稲葉　嘉久 617-0814 長岡京市今里4丁目17-19 (951)8402 昭42.12. 1
ふじのき幼稚園
あかね幼稚園

80 幼稚園 長岡学園 大久保　敏夫 617-0826 長岡京市開田2丁目2番3号 (953)0308 昭43. 2.16 一里塚幼稚園

81 幼稚園 むらさき学園 橋本　周現 617-0814 長岡京市今里5丁目12番9号 (953)0505 昭43. 3.25 むらさき幼稚園

82 幼稚園 小倉学園 葭村　正彦 611-0042 宇治市小倉町南堀池105 0774(22)1628 昭42. 3. 1
小倉幼稚園
西小倉幼稚園

83 幼稚園 美育学園 羽原　泰夫 611-0011 宇治市五ヶ庄戸ﾉ内50-18 0774(31)5355 昭42. 3. 1 かおり幼稚園

84 幼稚園 広野学園 吉村　裕 611-0031 宇治市広野町丸山9 0774(41)6308 昭48. 1. 8 広野幼稚園

85 幼稚園 心華学園 長澤　宗一 611-0025 宇治市神明石塚65-13 0774(43)1177 昭51. 2.24 みのり幼稚園

86 幼稚園 久世学園 吉村　卓 611-0042 宇治市小倉町南堀池22-2 0774(23)4625 昭51.10. 1 堀池幼稚園
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87 幼稚園 向陵学園 池本　なら義 611-0042 宇治市小倉町中畑53 0774(24)0821 昭53. 3.15 宇治幼稚園

88 幼稚園 こざくら学園 松井　明恵 611-0021 宇治市宇治里尻60-14 0774(21)3931 昭29. 9. 6 こざくら幼稚園

89 幼稚園 城陽学園 浅井　達司 610-0121 城陽市寺田今橋68 0774(52)3669 昭43.12.20 佐伯幼稚園

90 幼稚園 明和学園 川手　直子 610-0121 城陽市寺田水度坂15-105 0774(54)2800 昭45.12.25 白鳥幼稚園

91 幼稚園 善導学園 北澤　善信 610-0101 城陽市平川大将軍77-3 0774(53)1288 昭47.11.16 平川幼稚園

92 幼稚園 ヨゼフィーナ学園 西岡　京子 610-0121 城陽市寺田大谷126-2 0774(54)1288 昭58.12.15 芽生え幼稚園

93 幼稚園 京都城南学園 吉田　祥子 614-8371 八幡市男山雄徳4-7 (971)0354 昭51. 4. 1
向島幼稚園
なるみ幼稚園

94 幼稚園 歩学園 松井  和男 614-8296 八幡市欽明台東1番2号 (971)5687 平15. 3.24 幼保連携型認定こども園　歩学園幼稚園

95 幼稚園 雑創の森学園 小笠原　直花 610-0343 京田辺市大住虚空蔵谷55 0774(63)0950 昭52. 7. 7 そよかぜ幼稚園

96 幼稚園 敬愛学園 志水　百合子 619-0216 木津川市州見台1-31-1 0774(75)1155 昭47. 2.29 美加ﾉ原幼稚園

97 幼稚園 山城精華学園 谷口　偉 619-0231 相楽郡精華町大字山田小字金堀9 0774(72)1922 昭40. 5.20 光が丘幼稚園

98 幼稚園 はちす学園 野々村　淳子 619-0237 相楽郡精華町光台4丁目50-1 0774(95)3562 昭48. 5.21 星の光幼稚園

99 幼稚園 公化学園 野々村　誠一 621-0041 亀岡市千代川町小川3丁目5番11号 0771(23)2087 昭47. 1.28 千代川幼稚園

100 幼稚園 成光学園 大橋　通夫 621-0844 亀岡市西つつじヶ丘霧島台2丁目30-154 0771(23)2135 昭48. 3.14 ひかり幼稚園

101 幼稚園 みどり学園 野波　雅紀 621-0805 亀岡市安町小屋場31
0771(24)3831
0771(23)5081

平 8. 3.26 安町幼稚園

102 幼稚園 寿光学園 大橋　通夫 621-0826 亀岡市篠町篠上中筋47-2 0771(22)0583 昭58.12.24 篠村幼稚園

103 幼稚園 京都北カトリック学園 大林　栄一 620-0940 福知山市駅南町1丁目246 0773(23)5768 昭59. 4. 6
福知山聖マリア幼稚園
宮津暁星幼稚園

104 幼稚園 鈴鹿学園 常塚　義一 625-0024 舞鶴市田中町39-1 0773(64)3574 昭55. 1.25 志楽幼稚園

105 幼稚園 池内学園 櫻井　成親 624-0806 舞鶴市字布敷小字大以根120-3 0773(75)1930 昭56.12.12 池内幼稚園

106 幼稚園 舞鶴基督学園 山下　瑞音 625-0036 舞鶴市字浜796 0773(62)1874 昭60. 1.22 幼保連携型認定こども園　朝日幼稚園

107 幼稚園 常盤学園 真木　慈光 625-0083 舞鶴市字余部上116-3 0773(62)5166 昭60. 3.29 中舞鶴幼稚園

108 幼稚園 橘学園 布目　潮崇 625-0036 舞鶴市字浜682 0773(62)5168 昭60. 3.29 橘幼稚園

109 幼稚園 聖山学園 松嶋　康晴 625-0062 舞鶴市字森1137番地1 0773(62)1157 昭59. 3.30 ひばり幼稚園

110 幼稚園 舞鶴青葉学園 武市　壮図 625-0066 舞鶴市丸山口町24 0773(62)0740 昭61. 2.10 幼保連携型認定こども園　森の子ら幼稚園

111 幼稚園 朝来学園 堀口　和男 625-0003 舞鶴市大字吉野小字清水元499-3 0773(63)3426 昭63. 3. 5 幼保連携型認定こども園　朝来幼稚園

112 幼稚園 京都荒牧学園 荒牧　一 624-0841 舞鶴市字引土282 0772(75)1316 平 2. 3.12 三鶴幼稚園

113 幼稚園 森田学園 森田  和子 625-0054 舞鶴市七条中町8-2 0773(62)5224 平15. 3.18 倉梯幼稚園

114 幼稚園 京都聖パウロ学園 高地　敬 629-2402 与謝郡与謝野町字算所519 0772(43)0363 昭59. 3.15
ｼｵﾝ幼稚園
加悦聖三一幼稚園

115 幼稚園 徳風学園 成瀬　晴久 573-0001 大阪府枚方市大字田ﾉ口 072(856)5560 昭44. 2.26 早苗幼稚園

116 幼稚園 京都成安学園 小林　徹 520-0248 滋賀県大津市仰木の里東4-3-1 077(574)2111 昭26. 3. 3 成安幼稚園
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1 高等学校 ヴィアトール学園 荻野　一茂 603-8342 北区小松原南町33 (466)0001 昭26.12.25
洛星中学校
洛星高等学校

2 高等学校 京都精華学園 山本　綱義 606-8305 左京区吉田河原町5-1 (771)4181 昭26. 3.10
京都精華学園中学校
京都精華学園高等学校

3 高等学校 洛陽総合学院 土屋　順敬（こと文秀） 604-8453 中京区西ﾉ京春日町8 (802)0394 昭26. 3.12
洛陽幼稚園
洛陽第二幼稚園

洛陽総合高等学校

4 高等学校 両洋学園 角田　良平 604-8851 中京区壬生上大竹町13 (841)2025 昭26. 3.14
両洋幼稚園
両洋小学校

両洋中学校
京都両洋高等学校
京都美山高等学校

5 高等学校 京都国際学園 李　隆男 605-0978 東山区今熊野本多山町1 (525)3535 昭33. 4. 4
京都国際中学校
京都国際高等学校

6 高等学校 燈影学園 西田　武 607-8025 山科区四ﾉ宮柳山町29-13 (595)3711 昭26. 3.10
いずみ幼稚園
一燈園小学校

一燈園中学校
一燈園高等学校

7 高等学校 明珠学園 堤　清彰 611-0013 宇治市莵道大垣内33-10 0774(23)2238 昭59. 1.28 京都翔英高等学校

8 高等学校 京都黎明学院 加藤　由子 611-0011 宇治市五ヶ庄西浦6番地2 0774(32)7012 平 8.11.12 京都芸術高等学校

9 高等学校 南京都学園 本部　広樹 619-0245 相楽郡精華町大字下狛小字中垣内48 0774(93)0518 昭50. 3.31 京都廣学館高等学校
京都福祉専門学校
京都動物専門学校

10 高等学校 淑徳学林 山口　進 620-0936 福知山市字正明寺36番地10 0773(22)3763 昭26. 3.10 福知山淑徳高等学校

11 高等学校 共栄学園 中井　博之 620-0933 福知山市字篠尾小字稲子谷62-5 0773(22)6241 昭35.12. 1
京都共栄学園中学校
京都共栄学園高等学校

12 高等学校 聖ヨゼフ学園 小林　圭児 624-0913 舞鶴市字上安久381 0773(75)4384 昭26. 3. 6 舞鶴聖母幼稚園
京都暁星高等学校
日星高等学校

13 高等学校 立志舎 小西　信哉 130-0012 東京都墨田区錦糸1丁目2番1号 03(3624)5441 平10.11. 2 京都IT会計法律専門学校

14 高等学校 真言宗洛南学園 川田　信一 601-8478 南区壬生通八条下る東寺町５５９番地 (681)6511 平23.2.22 洛南高等学校附属小学校
洛南高等学校附属中学校
洛南高等学校

15 高等学校 京都光楠学園 佐々井　宏平 616-8036 右京区花園寺ノ中町８番地 (461)5105 平26. 3.20
京都学園中学校
京都学園高等学校

16 高等学校 つくば開成学園 糸賀　修 300-1211 茨城県牛久市柏田町3315-10 029(872)5532 平15. 6. 6 京都つくば開成高等学校

17 高等学校 成美学園 兒島　裕之 620-0876 福知山市字堀3471の1番地 0773(22)2388 昭26. 2.28 福知山成美高等学校

18 高等学校 聖母女学院 赤野　孝一
612-0878
572-8531

京都市伏見区深草田谷町1(主たる事務所)
大阪府寝屋川市美井町18番10号(従たる事務所)

(641)0507
072(831)1381

昭26. 3.12
京都聖母学院幼稚園
京都聖母学院小学校

京都聖母学院中学校
京都聖母学院高等学校

京都聖母女学院短期大学
（H30.9.26廃止）
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1 大学 京都産業大学 大城　光正 603-8555 北区上賀茂本山 (705)1408 昭40. 1.25 すみれ幼稚園
京都産業大学附属中学校
京都産業大学附属高等学校

京都産業大学

2 大学 同志社 八田　英二 602-8580 上京区今出川通烏丸東入玄武町601 (251)3006 昭26. 2.15
同志社幼稚園
同志社小学校
同志社国際学院初等部

同志社中学校
同志社女子中学校
同志社国際中学校
同志社高等学校
同志社女子高等学校
同志社国際高等学校

同志社大学
同志社女子大学
同志社国際学院国際部

3 大学 立命館 森島　朋三 604-8520 中京区西ﾉ京東栂尾町８番地 (813)8137 昭26. 2.15 立命館小学校

立命館中学校
立命館宇治中学校
立命館高等学校
立命館宇治高等学校

立命館大学

4 大学 佛教教育学園 田中　典彦 603-8301 北区紫野北花ﾉ坊町96番地 (491)2141 昭26. 3. 5
佛教大学附属幼稚園
華頂短期大学附属幼稚園
東山幼稚園

華頂女子中学校
東山中学校
華頂女子高等学校
東山高等学校

佛教大学
京都華頂大学
華頂短期大学

5 大学 平安女学院 山岡  景一郎 602-8013 上京区下立売通烏丸西入五町目町172番地2 (414)8155 昭26. 2.21
平安女学院中学校
平安女学院高等学校

平安女学院大学

6 大学 京都橘学園 梅本　裕 607-8175 山科区大宅山田町34 (571)1111 昭26. 3. 6
京都橘中学校
京都橘高等学校

京都橘大学

7 大学 ノートルダム女学院 和田　環 606-0847 左京区下鴨南野々神町1 (723)1072 昭26.12.22 ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ学院小学校
ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女学院中学校
ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女学院高等学校

京都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女子大学

8 大学 京都文教学園 仁科　周朗 611-0041 宇治市槇島町千足80番地 0774(25)2535 昭26. 3.10 京都文教短期大学附属家政城陽幼稚園
京都文教短期大学付属小学校

京都文教中学校
京都文教高等学校

京都文教大学
京都文教短期大学

9 大学 京都外国語大学 堀川　徹志 615-8558 右京区西院笠目町6 (322)6001 昭26. 2.24 京都外大西高等学校
京都外国語大学
京都外国語短期大学
京都外国語専門学校

10 大学 花園学園 栗原　正雄 604-8456 中京区西ﾉ京壺ﾉ内町8-1 (811)5181 昭26. 3. 1 洛西花園幼稚園
花園中学校
花園高等学校

花園大学

11 大学 京都女子学園 芝原　玄記 605-8501 東山区今熊野北日吉町35 (531)7030 昭26. 2.27
京都幼稚園
京都女子大学附属小学校

京都女子中学校
京都女子高等学校

京都女子大学
京都女子大学短期大学

12 大学 真宗大谷学園 但馬　弘 600-8167 下京区烏丸通七条上ﾙ常葉町 真宗大谷派宗務所内 (371)5521 昭26. 2.26 大谷幼稚園
大谷中学校
大谷高等学校

大谷大学
大谷大学短期大学部

13 大学 池坊学園 岡　稔晴 600-8491 下京区室町通四条下ﾙ鶏鉾町491 (351)8581 昭27. 3. 5
池坊短期大学
池坊文化学院

14 大学 綜藝種智院 樫原　禅澄 612-8156 伏見区向島西定請70 (604)5740 昭26. 2.26 種智院大学

15 大学 龍谷大学 石上　智康 612-8577 伏見区深草塚本町67番地 (642)1111 昭26. 3. 6
龍谷大学付属平安中学校
龍谷大学付属平安高等学校

龍谷大学
龍谷大学短期大学部

16 大学 光華女子学園 阿部　恵木 615-0861 右京区西京極野田町39 (325)5136 昭26. 2.28
光華幼稚園
光華小学校

京都光華中学校
京都光華高等学校

京都光華女子大学
京都光華女子大学短期大学部

17 大学 明徳学園 川口　博 610-1195 西京区大枝東長町3番の1 (331)3877 昭26. 3.12
京都明徳高等学校
京都成章高等学校

京都経済短期大学

18 大学 瓜生山学園 德山　豊 606-8271 左京区北白川瓜生山2-116 (791)9122 昭26. 2.23 京都芸術大学附属高等学校
京都芸術大学
京都芸術ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校
京都文化日本語学校

19 大学 京都西山学園 櫻井　悦夫 617-0002 向日市寺戸町西野辺25 (925)0238 昭26. 2.21 向陽幼稚園 京都西山高等学校 京都西山短期大学

20 大学 永守学園 永守　重信 615-8577 右京区山ノ内五反田町18番地 (406)7000 昭26. 3.10 京都先端科学大学附属みどりの丘幼稚園
京都先端科学大学附属中学校
京都先端科学大学附属高等学校

京都先端科学大学

21 大学 二本松学院 新谷　秀一 622-0041 南丹市園部町小山東町二本松1-17 0771(63)1011 平 2.10.22
京都美術工芸大学
<専>京都建築大学校
<専>京都伝統工芸大学校

22 大学 聖カタリナ学園 中田　婦美子 799-2496 愛媛県松山市北条660 089(993)1300 昭26. 3. 8 聖家族幼稚園 京都聖ｶﾀﾘﾅ高等学校

23 大学 大原学園 中川　和久 101-0065 東京都千代田区西神田1-2-10 03(3237)8711 昭54. 4. 7
大原簿記ビジネス公務員専門学校京都校
京都歯科衛生学院専門学校
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1 準学校 京都建築学園 福井　武司 602-8044 上京区下立売通堀川東入東橋詰町174 (441)1141 昭39. 5.25 京都建築専門学校

2 準学校 裏千家学園 千　容子 602-0061 上京区小川通寺ﾉ内上る本法寺前町651番地 (415)0045 昭58. 3.15 裏千家学園茶道専門学校

3 準学校 紫明学園 蜷川　親靖 602-8790 上京区烏丸通今出川下ﾙ梅屋町475 (441)6681 昭29. 4.27 近畿予備校

4 準学校 京都美容学園 田熊　文子 602-8155 上京区竹屋町通千本東入主税町1185･1186合番地 (841)0741 昭29.11.29 京都美容専門学校

5 準学校 京都皇典講究所 田中　恆清 602-0861 上京区新烏丸通丸太町上ﾙ新烏丸頭町173 (231)3398 昭30.11.30 京都国学院

6 準学校 京都保健衛生専門学校 冨田　哲也 602-8155 上京区千本通竹屋町東入主税町910 (801)2571 平 9. 3. 4 京都保健衛生専門学校

7 準学校 京都府自動車学校 宇津　克美 602-8416 上京区衣棚通出水上ﾙ御霊町63 (411)0056 昭33. 3. 1 京都府自動車学校

8 準学校 Ｋｙｏｔｏ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｃｈｏｏｌ 崎　ミチアン 602-8247 上京区葭屋町通中立売通下る北俵町317 (451)1022 平19. 3.23 Kyoto International School

9 準学校 京都コンピュータ学園 長谷川　亘 606-8204 左京区田中下柳町11-1 (751)0555 昭54.12.28
京都ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ学院鴨川校
京都ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ学院京都駅前校
京都自動車専門学校

10 準学校 京理学園 三田　清栄 601-8212 南区久世上久世町404-2 (935)5511 昭26. 3.12 京都理容美容専修学校

11 準学校 清和学園 井手　正之 604-0934 中京区麩屋町通二条下ﾙ尾張町221 (231)3571 昭28. 7.10 清和学園

12 準学校 ＫＦＳ学園 福島　豊 604-0934 中京区麩屋町通二条下ﾙ尾張町231-1 (231)3489 昭26. 4.27 KFSﾌｧｯｼｮﾝｽｸｰﾙ

13 準学校 大和学園 田中　誠二 604-8006 中京区河原町二条下ﾙ下丸屋町396番地3 (241)0891 昭29. 5.28

京都調理師専門学校
京都栄養医療専門学校
京都ホテル観光ブライダル専門学
校
京都製菓製パン技術専門学校

14 準学校 滋慶コミュニケーションアート 近藤　雅臣 604-8203 中京区衣棚町51-2 (257)6507 平17. 3. 3 京都医健専門学校
京都デザイン＆テクノロジー専門学校

15 準学校 京都ＹＭＣＡ学園 野村　武夫 604-8083 中京区三条通柳馬場角中之町2 (255)3287 平 2. 3.30
京都YMCA国際福祉専門学校
舞鶴YMCA国際福祉専門学校

16 準学校 八坂女紅場学園 太田　紀美 605-0074 東山区四条通大和大路東入祇園町南側570-2 (561)1118 昭26. 7.27 祇園女子技芸学校

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

18 準学校 京都中央学院 井本　浩二 600-8236 下京区油小路通塩小路下る西油小路町27 (371)4040 平19. 1.22

〈専〉YIC京都工科自動車大学校
YIC京都ビューティ専門学校
YIC京都ペット総合専門学校
YIC京都日本語学院

19 準学校 京都仏眼教育学園 小林　靖弘 605-0994 東山区一橋宮ノ内町7 (551)6377 平25. 3.25 京都仏眼鍼灸理療専門学校

20 準学校 日整学園 永田　武則 601-8031 南区東九条河辺町30 (691)9128 昭26. 5.28 ｱﾐｭｰｽﾞ美容専門学校

21 準学校 京都中央看護師養成事業団 久野　成人 601-8036 南区東九条松田町138-1 (661)9999 平23. 3.18 (専)京都中央看護保健大学校

22 準学校 京都朝鮮学園 趙　明浩 615-0041 右京区西院南高田町17 (313)6001 昭28. 5.18 
京都朝鮮初級学校
京都朝鮮第二初級学校
京都朝鮮中高級学校

23 準学校 関西福祉学園 辻　勝司 612-8414 伏見区竹田段川原町207番地 (644)1000 平 8. 2. 9 京都医療福祉専門学校

24 準学校 育英館 松尾　惠子 612-0822 伏見区深草鞍ヶ谷町45-5 (644)2005 平11. 9.14 関西語言学院

25 準学校 京都インターナショナルユニバーシティー ﾌﾞﾛｯｸｿﾑﾋﾟｰﾀｰ･ﾅﾀﾝ 610-0311 京田辺市草内一ﾉ坪1番地1 0774(64)0804 平15. 3.31 京都ｲﾝﾀﾅｼｮﾅﾙﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨｰ

26 準学校 加悦大和女学院 藤田　六子 629-2403 与謝郡与謝野町字加悦456 0772(42)5121 昭41.12. 1 加悦大和女学院

27 準学校 日産学園 神田　昌明 329-0604 栃木県河内郡上三川町大字上郷字南西原2120番地 0285(56)3585 昭58.02.15 専門学校日産京都自動車大学校

28 準学校 駿河台学園 山﨑　良子 101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目12番地 昭27.10. 8
駿台予備学校京都校
駿台予備学校京都南校

29 準学校 河合塾 河合　弘登 464-8610 愛知県名古屋市千種区今池2丁目1番10号 昭30. 3. 9 河合塾京都校

30 準学校 洛和学園 矢野　一郎 607-8064 山科区音羽八ノ坪53-1 (593)4116 平26. 4. 1 洛和会京都厚生学校

31 準学校 未来学園 野口　智樹 371-0006 群馬県前橋市石関町122-6 027(269)1600 昭61.3.13 京都文化医療専門学校

32 準学校 京都バレエ 蘆田 ひろみ 606-8267 左京区北白川西町73 (701)6026 平28. 4. 1 京都バレエ専門学校

33 準学校 ARC学園 鈴木　紳郎 604-0093 中京区弁財天町297番地 (254)8516 平26.3.28 ARC京都日本語学校


