学
番号

校

名

区分
設 置 者 名
（法人の場合）法人番号

校長名
専修学校認可
各種学校認可

11010

尚志学園
2380005002539
文化教養・一般【高校受験科・１２０（昼１）

準学校法人

有朋学園
6380005000489
文化教養・高等【○教養科・１５０（昼３）】

福島看護専門学校
11040

一般財団法人 大原記念財団
4380005000144
医療・専門【＊看護科・１０５（昼３）】

フィジカルムーブメント専門学校
11085

神野 美智男
昭和54年3月1日
昭和35年8月1日

150

〒 960-8018
福島市松木町１０－１３
024-534-0046

渡邉 艶子
平成18年12月27日

120

〒 960-8031
福島市栄町1-37
024-525-8770

石橋 敏幸
昭和51年3月2日
昭和48年3月3日

105

〒 960-0102
福島市鎌田字原際７－３
024-553-9964

高橋 香
平成13年12月11日

90

〒 960-8254
福島市南沢又字明神北４－１
024-556-1937

佐藤 学
平成19年12月6日

160

〒 960-8141
福島市渡利字馬場町１４－２
024-522-5544

松本 優子
昭和51年3月2日
昭和29年3月3日

85

〒 960-0801
伊達市霊山町掛田字下川原５２－３
024-586-1319

公益社団法人 福島明星厚生学院
4380005000045
医療専門課程【看護学科１２０（昼３】

大原看護専門学校
11050

〒 960-8044
福島市早稲町2-24
024-523-1616

大学受験科・４０（昼１）】

有朋高等学院
11020

電話番号

160

杉原 長次
昭和51年3月2日
昭和35年8月1日

学校法人

個人

学 校 所 在 地

凡例：＊専門士課程、○大学入学資格付与課程

分野・課程【学科・定員（昼夜の別・修業年限）】

尚志学園専修学校

総定員

高橋 香

文化教養・専門【＊健康・運動学科・８０（昼２） 専攻科・１０（昼１）】

学校法人福島県高等理容美容学院
11086

準学校法人

福島県高等理容美容学院
8380005002401
衛生・高等【理容科・６０（昼２） 美容科・８０（昼２）】
美容修得者課程【理容科・１０（昼１）】
理容修得者課程【美容科・１０（昼１）】

掛田服装専門学校
11090

個人

松本 トク

服飾家政・専門【洋和裁科・４０（昼２）

洋裁科・４５（夜３）】

学
番号

校

校長名
専修学校認可
各種学校認可

名

区分
設 置 者 名
（法人の場合）法人番号

11100

12010

学校法人

準学校法人

郡山学院
7380005002542
商業実務・専門【行政事務学科・１２０（昼１）
学科・６０（昼２）】

郡山学院高等専修学校
12025

今泉 玲子
昭和51年3月22日
大正9年6月24日

290

〒 963-8001
郡山市大町１－２－３
024-932-0429

岡部 隆男
昭和51年3月22日
昭和42年3月8日

320

＊行政マネジメント学科・１２０（昼２）

永和学園
9380005002565
衛生・専門【調理師本科１年制・１００（昼１）

〒 963-8813
郡山市芳賀２－３－５
024-941-1276

公務員上級学科・２０（昼１）

総合ビジネス

岡部 隆男
平成15年12月8日

150

〒 963-8005
郡山市清水台２－１１－８
024-923-1400

國分 久美子
平成4年3月24日

280

〒 963-0107
郡山市安積４－２２９
024-946-8600

準学校法人

製菓衛生師科・８０（昼２）

＊調理師本科２年制・１００（昼２）】

双石 茂
昭和59年3月1日

830

準学校法人

〒 963-8002
郡山市駅前１－１２－２
024-923-4665

国際総合学園
6110005000788
商業実務・専門【＊医療情報科・６０（昼２） ＊医療秘書科・４０（昼２） ＊調剤ビジネス科・６０（昼２） ＊歯科アシスタント科・
４０（昼２） 医療事務科・４０（昼１） ＊オフィスビジネス科・６０（昼２） ＊会計ビジネス科・４０（昼２） ＊税理士・会計士科・３０
（昼３） ＊販売ビジネス科・４０（昼２） ＊スポーツビジネス科・４０（昼２） ＊ホテルビジネス科・４０（昼２） ＊観光科・４０（昼
２） ＊公務員科・８０（昼２） 公務員短期受験科・４０（昼１） ＊国際ビジネス科・２０（昼１） 国際ホテルツーリズム科・６０（昼３）
】
教育社会福祉・専門【＊こども保育科・１００（昼２） 】

国際アート＆デザイン大学校
12050

〒 964-0906
二本松市若宮１－１２５－１
0243-22-7777

郡山学院
7380005002542
商業実務・高等【○情報事務科・１５０（昼３）】

国際ビジネス公務員大学校
12040

160

準学校法人

日本調理技術専門学校
12030

森田 晶代
平成7年12月26日

今泉学園
9380005002540
服飾家政・専門【＊服飾科・４０（昼２） 研究科・２０（昼１） （高＊）プロフェッショナル科・８０（昼４）】
服飾家政・高等【○服飾家政科・１５０（昼３）】

ケイセンビジネス公務員カレッジ
12020

電話番号

社会福祉法人 あだち福祉会
8380005003969
教育社会福祉・専門【＊介護福祉学科・１６０（昼２）】

今泉女子専門学校

学 校 所 在 地

凡例：＊専門士課程、○大学入学資格付与課程

分野・課程【学科・定員（昼夜の別・修業年限）】

福島介護福祉専門学校

総定員

準学校法人

中野 寿郎
平成11年1月21日

780

〒 963-8811
郡山市方八町２－４－１
024-956-0040

国際総合学園
6110005000788
工業・専門【＊グラフィックデザイン科・４０（昼２） CGマスター科・６０（昼３） ＊ＣＧアニメーション科・２０（昼２）】
文化教養・専門【＊イラストレーション科・４０（昼２） ＊マンガクリエイト科・４０（昼２） ＊コミックイラスト科・１００（昼２） ＊アニメ
声優科・４０（昼２） ＊音響・ミュージック科・４０（昼２） ペット総合科・８０（昼２） 国際マンガビジネス科・３０（昼２） クリエイティ
ブ研究科・１０（昼１） 日本語科進学２年コース・６４（昼２） 日本語科進学１．５年コース・３６（昼１．５）】
文化教養・高等【クリエイティブ総合学科・１８０（昼３）】

学
番号

校

名

区分
設 置 者 名
（法人の場合）法人番号
分野・課程【学科・定員（昼夜の別・修業年限）】

国際情報工科自動車大学校
12051

870

〒 963-8811
郡山市方八町２－４－１５
024-956-0030

佐藤 本実
平成13年12月11日

520

〒 963-8811
郡山市方八町２－４－１９
024-956-0160

＊救急救命士科・８０（昼２）

水野 和哉
平成14年11月29日

520

看護学科・１２０（昼

〒 963-8811
郡山市方八町２－４－２１
024-941-6550

国際総合学園
6110005000788
衛生・専門【＊美容学科・１６０（昼２） ＊パティシエ学科・８０（昼２）】
文化教養・専門【＊エステティック学科・６０（昼２） ＊ファッションデザイン科２年課程・３０（昼２） メイク・ネイル学科・４０（昼２） ＊
ファッション学科・６０（昼２） ＊ブライダルビューティ学科・４０（昼２） 国際ビューティファッション科・４０（昼２） ファッション専攻科・
１０（昼１）】

渡辺 信英
平成9年12月26日

870

準学校法人

〒 963-8834
郡山市図景２－９－３
024-936-7777

こおりやま東都学園
8380005002566
医療・専門【＊理学療法学科・３２０（昼４） ＊作業療法学科・１６０（昼４） ＊メディカルスポーツ柔道整復学科・９０（昼３） 応用
理学療法学科・１２０（昼３）】
教育社会福祉・専門【＊介護福祉学科・８０（昼２） こども未来学科・１００（昼２）】

440

〒 963-8052
郡山市八山田６－３３
024-939-0039

堀江 孝至
昭和56年2月28日
昭和46年3月31日

240

〒 963-8023
郡山市緑町２６－１４
024-925-6688

星 北斗
昭和52年12月26日

160

〒 963-8801
郡山市向河原町１５９－７
024-983-5010

伊藤 正一
平成7年12月26日

準学校法人

博愛心学院
5380005002569
教育社会福祉・専門【＊介護福祉学科・８０（昼２） 医療事務福祉学科・８０（昼２）】
医療・専門【理学療法学科・１２０（昼３） 作業療法学科・１２０（昼３）】
商業実務・専門【情報ビジネス学科・４０（昼２）】

一般財団法人 太田綜合病院
3380005002455
医療・専門【＊看護科第１部・２４０（昼３）】

ポラリス保健看護学院
12100

和田 秀勝
平成13年12月11日

準学校法人

太田看護専門学校
12090

凡例：＊専門士課程、○大学入学資格付与課程

国際総合学園
6110005000788
医療・専門【＊言語聴覚士科・１２０（昼３） ＊臨床工学技士科・１２０（昼３）
３）】
教育社会福祉・専門【介護福祉学科・８０（昼２）】

iキャリア医療福祉専門学校
12080

電話番号

準学校法人

郡山健康科学専門学校
12070

学 校 所 在 地

国際総合学園
6110005000788
工業・専門【＊１級自動車工学科・８０（昼４） ＊自動車車体工学科・７５（昼３） ＊自動車工学科・１００（昼２） ＊高度情報工学
科・４０（昼４） ＊情報システム工学科・１０５（昼３） ＊情報システム科・３０（昼２） ＊ゲームソフト開発科・９０（昼３） ＊ゲームグラ
フィック科・３０（昼３） ＊建築ＣＡＤ設計科・４０（昼２） 建築士専攻科・１０（昼１） 高度電気エネルギー工学科・３０（昼３） ＊電
気エネルギー工学科・４０（昼２） ＊放射線工学科・２０（昼２） ＊国際自動車科・７５（昼３） 国際IT・ゲーム科・７５（昼３）】
文化教養・専門【＊モバイルアプリケーション科・３０（昼２）】

国際ビューティファッション・製菓大学校
12053

総定員

準学校法人

国際医療看護福祉大学校
12052

校長名
専修学校認可
各種学校認可

公益財団法人 星総合病院
5380005002486
医療・専門【＊保健看護学科・１６０（昼４）】

学
番号

校

校長名
専修学校認可
各種学校認可

名

区分
設 置 者 名
（法人の場合）法人番号

東北歯科専門学校
一般財団法人 影山育英会
1380005002457
医療・専門【＊歯科技工士科・５０（昼２）

一般社団法人 郡山医師会
7380005002492
医療・高等【准看護学科・１６０（昼２）】
医療・専門【看護学科・８０（昼２）】

土屋 郁子
平成23年9月28日

155

〒 963-0108
郡山市笹川３－５３－１
024-937-0008

飯島 正治
平成12年12月4日

780

〒 963-8026
郡山市並木３－２－２３
024-933-0808

185

〒 962-0855
須賀川市守谷舘１４－１
0248-73-2326

個人

植田 静子
昭和51年3月22日
植田 静子
和裁科・２０（昼２）

福島県理工専門学校

13020

〒 963-8031
郡山市字上亀田１４－４
024-953-3155

福寿会
5380005003187
医療・専門【＊柔整科３６０ ＊鍼灸科・１８０ 歯科衛生士科・２４０】

服飾家政・専門【編物科２０（昼２） 洋裁科・２０（昼２）
洋裁科・２０（夜２）】
服飾家政・高等【家政科・４５（昼３）】

12170

240

準学校法人

須賀川専門学校
12160

佐藤 昌保
昭和56年2月28日
昭和27年5月10日

一般社団法人 郡山美容協会
5380005002494
衛生・専門【＊美容科・１５０（昼２）】
理容修得者課程【美容科・５（昼１）】

福島医療専門学校
12150

〒 963-8015
（歯科技工士科）郡山市細沼町１２－１
024-932-5690

＊歯科衛生士科・１５０（昼３）】

郡山ヘアメイクカレッジ
12130

電話番号

200

福井 和徳
昭和51年3月22日

郡山看護専門学校
12120

準学校法人

ファッション専攻科・４０（昼２）

福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院
付属高等看護学院
福島県厚生農業協同組合連合会
5380005000515
医療・専門【＊看護学科・９０（昼３）】

編物科・２０（夜２）

吉田 由美子
昭和52年3月4日
昭和42年3月9日

120

〒 963-7731
田村郡三春町下舞木字石崎１５７
0249-56-2031

小林 信之
平成11年12月1日
昭和39年10月31日

90

〒 961-0005
白河市豊地上弥次郎２－１
0248-23-4081

小林学園
6380005003368
工業・専門【＊自動車整備科・６０（昼２）】 工業・高等【○自動車整備科・６０（昼３）】

その他団体

学 校 所 在 地

凡例：＊専門士課程、○大学入学資格付与課程

分野・課程【学科・定員（昼夜の別・修業年限）】

12110

総定員

学
番号

校

名

区分
設 置 者 名
（法人の場合）法人番号
分野・課程【学科・定員（昼夜の別・修業年限）】

白河医師会白河准看護学院
13030

一般社団法人 白河医師会
1380005004701
医療・高等【准看護師学科・６０（昼２）】

しらかわ介護福祉専門学校
13031

14010

公益社団法人会津若松医師会附属会津准看護高等
専修学校
公益社団法人 会津若松医師会
7380005007863
医療・高等【准看護学科・４０（昼２）】

一般社団法人 会津理容美容協会
6380005007864
衛生・高等【理容科・４０（昼２） 美容科・８０（昼２）】

竹田看護専門学校
14030

一般財団法人 竹田健康財団
7380005007855
医療・専門【＊看護学科・１２０（昼３）】

仁愛看護福祉専門学校
14040

凡例：＊専門士課程、○大学入学資格付与課程
関 元行
平成15年12月8日
昭和35年8月1日

60

〒 961-0054
白河市北中川原３１３
0248-23-3701

千葉 喜弘
平成28年9月27日

80

〒 961-0905
白河市本町２
0248-21-1294

佐藤 隆
昭和56年2月28日
昭和46年3月31日

40

〒 965-0059
会津若松市インター西３３－５
0242-93-5616

田中 雄一
昭和51年3月22日
昭和33年10月22日

120

〒 965-0041
会津若松市駅前町４－３
0242-24-7271

藤木 伴男
昭和51年3月22日
昭和47年4月1日

120

〒 965-0862
会津若松市本町２－５８
0242-29-3712

鈴木 敏夫
昭和54年3月1日

200

〒 965-0011
会津若松市鶴賀町１－６
0242-24-9633

小倉 孝夫
昭和51年3月22日
昭和22年12月25日

315

〒 965-0871
会津若松市栄町５－２３
0242-22-0824

温知会
4380005007965
医療・専門【＊看護科・１２０（昼３）】
教育社会福祉・専門【介護福祉科・８０（昼２）】

個人

小倉 孝夫

服飾家政・専門【洋裁科・７０（昼２・３） 和裁科・２５（昼２・３）
服飾家政・一般【洋裁科・３５（昼３・４） 和裁科・３５（昼３・４）
文化教養・一般【進学ゼミナール科・８０（昼１）】

学 校 所 在 地
電話番号

学校法人

会津服装専門学校
14060

総定員

社会福祉法人 真德会
8380005005049
教育社会福祉・専門【介護福祉学科・８０（昼２）】

AIZUビューティーカレッジ
14020

校長名
専修学校認可
各種学校認可

洋裁科・３５（夜２・３）】
洋裁科・３５（夜３・４）】

学
番号

校

名

区分
設 置 者 名
（法人の場合）法人番号

校長名
専修学校認可
各種学校認可

14070

個人

根本 由貴江

電話番号

凡例：＊専門士課程、○大学入学資格付与課程

分野・課程【学科・定員（昼夜の別・修業年限）】

シークドレスメーカー専門学校

学 校 所 在 地

総定員

根本 由貴江
昭和51年3月22日
昭和23年7月31日

40

〒 965-0801
会津若松市宮町４－４５
0242-24-9053

三橋 美代子
昭和58年6月3日

200

〒 965-0809
会津若松市城南町１－３６
0242-27-1645

服飾家政・専門【洋裁科・４０（昼２）】

専修学校城南スクール
14080

個人

三橋 美代子

文化教養・一般【大学受験科・１２０（昼１）

高校受験科・４０（昼１）

喜多方准看護高等専修学校
14090

一般社団法人 喜多方医師会
6380005009258
医療・高等【准看護科・４０（昼２）】

いわき文化服飾専門学校
15020

個人

石川 文康

服飾家政・専門【＊服装科・４０（昼２）

専攻科・１０（昼１）

磐城学芸専門学校
15030

準学校法人

飯塚 卓
昭和56年2月28日
昭和46年3月31日

40

〒 966-0802
喜多方市桜ガ丘１－１４９－２
0241-22-1219

石川 文康
昭和51年3月22日
昭和45年8月28日

100

〒 970-8026
いわき市平字２－８
0246-22-3124

服装科・４０（夜２）

専攻科・１０（夜１）】

畑 修
昭和51年3月22日
昭和25年1月1日

260

〒 970-1151
いわき市好間町下好間字浦田１５４－１
0246-25-1110

芳賀 敦子
昭和51年3月22日
昭和50年12月10日

200

〒 970-0101
いわき市平下神谷字立田帯５
0246-34-4555

佐藤 るみゑ
平成5年12月24日
昭和48年3月31日

120

〒 970-8026
いわき市平小太郎町１－８
0246-22-9916

畑学園
8380005006773
商業実務・専門【情報技術科・５０（昼２） 行政公務員科・６０（昼１、２）】
服飾家政・高等【○被服デザイン科・６０（昼３）】
商業実務・高等【○商業情報科・９０（昼３）】

磐城高等芸術商科総合学園
15040

一般教養科・４０（夜２）】

個人

芳賀 進

商業実務・高等【○商業情報総合ビジネス科・６０（昼３）】
商業実務・専門【＊経営経済ビジネス情報科・４０（昼２）】
文化教養・高等【音楽芸術クリエイト科・６０(昼３)】
文化教養・専門【音楽芸術ビジネス保育科・４０(昼２)】

松村看護専門学校
15060

公益財団法人 磐城済世会
3380005005680
医療・専門【＊看護科・１２０（昼３）】

学
番号

校

校長名
専修学校認可
各種学校認可

名

区分
設 置 者 名
（法人の場合）法人番号

15070

19010
休校

休校

休校

休校

休校

藤原 孝之
平成5年12月24日

240

〒 963-8834
郡山市図景２－６－１７
024-935-5125

ｽﾀｳﾄ･ﾋﾙ･A
平成2年12月28日

900

〒 963-8871
郡山市本町１－２０－２２
024-939-5566

柳沼 角栄
昭和51年3月22日
昭和50年3月18日

40

〒 963-8862
郡山市菜根１－１２－１９
024-933-8220

遠藤 アサ子
昭和54年8月28日

80

〒 970-8026
いわき市平東町１５－５
0246-23-6107

鈴木 ミサ
昭和51年3月2日
昭和29年11月3日

160

〒 960-8002
福島市森合町１５－１
024-533-4223

準学校法人

郡山国際学園
1380005002564
文化教養・一般【国際教養学科・９００（昼２年２月）】

個人

渡辺 正一

商業実務・専門 【秘書科・４０（昼１）】

個人

遠藤 アサ子

服飾家政・一般【和裁科・４０（昼２）

和裁科・４０（夜２）】

福島技芸専門学校
19070

〒 970-8036
いわき市平谷川瀬1-11-2
0246-25-4294

こおりやま東都学園
8380005002566
教育社会福祉・専門【＊ウェルネストレーナー学科・８０（昼２）】
商業実務・専門【＊医療事務学科・８０（昼２）】
文化教養・専門【＊トリマー・トータルケア学科・８０（昼２）】

いわき和裁専修学校
19050

140

準学校法人

基世学園実務専門学校
19040

佐々木 真一
平成23年9月28日

iwakiヘアメイクアカデミー
5380005010381
衛生・高等【美容科・６０（昼２） 理容科・６０（昼２）】
衛生・修得者課程【美容科・１０（昼１） 理容科・１０（昼１）】

専修学校ﾃｷｻｽA＆Mﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ郡山校
19020

電話番号

準学校法人

東都国際ビジネス専門学校

学 校 所 在 地

凡例：＊専門士課程、○大学入学資格付与課程

分野・課程【学科・定員（昼夜の別・修業年限）】

iwakiヘアメイクアカデミー

総定員

個人

桂

孝

服飾家政・専門【服飾デザイン科・４０（昼３）

和裁科・４０（昼３）

服飾デザイン科・４０（夜４．６）

和裁科・４０（夜４．６）】

