
○学校法人

No. 　法人名　 法人種別 郵便番号 住所 TEL FAX 理事長名 認可年月日

1 奈良大学 大学法人 631-8502 奈良市山陵町1500番地 0742-48-3421 0742-48-5462 浅川　正美 S26.3.6

2 帝塚山学園 大学法人 631-0034 奈良市学園南三丁目1番3号 0742-43-4433 0742-48-9811 吉川　勝久 S16.2.28

3 奈良学園 大学法人 636-8503 生駒郡三郷町立野北3丁目12番1号 0745-34-2040 0745-34-2041 伊瀨　敏史 S36.4.12

4 天理大学 大学法人 632-0035 天理市守目堂町213番地4 0743-63-8420 0743-63-6698 深谷 善太郎 S26.2.15

5 冬木学園 大学法人 635-0832 北葛城郡広陵町馬見中4-2-2 0745-54-1602 0745-54-1600 冬木  正彦 S39.1.21

6 西大和学園 大学法人 636-0082 北葛城郡河合町薬井295番地 0745-73-6565 0745-73-1947 田野瀬　太樹 S60,12,26

7 天理よろづ相談所学園 大学法人 632-0018 天理市別所町80-1 0743-63-7811 0743-63-6211 奥村 秀弘 H23.10.24

8 近畿大学 大学法人 577-0818 東大阪市小若江3-4-1 06-6721-2332 世耕　弘成

9 三幸学園 大学法人 113-0033 東京都文京区本郷3丁目23番地16号 03-3814-9641 昼間　一彦

10 佐保会学園 短期大学法人 630-8566 奈良市鹿野園町806番地 0742-61-3858 0742-61-6858 馬越　かよ子 S40.2.1

11 聖心学園 短期大学法人 634-0063 橿原市久米町222番地 0744-27-0742 0744-27-5402 平田　靜太朗 S39.1.31

12 白藤学園 高等学校法人 630-8121 奈良市三条宮前町3番6号 0742-33-3601 0742-35-2312 中室　雄俊 S26.3.6

13 東大寺学園 高等学校法人 631-0803 奈良市山陵町1375番地 0742-47-5511 0742-47-1445 北河原　公敬 S26.2.27

14 奈良育英学園 高等学校法人 630-8558 奈良市法蓮町1000番地 0742-27-1626 0742-23-3239 藤井　宣夫 S26.3.6

15 天理教校学園 高等学校法人 632-0015 天理市三島町70番地 0743-63-0562 0743-63-0572 久保　善平 S49.2.14

16 智辯学園 高等学校法人 637-0037 五條市野原中4丁目1-51 0747-22-3191 0747-24-4057 藤田　清司 S39.12.15

17 奈良岡村学園 高等学校法人 633-2141 宇陀市大宇陀上片岡194番地の6 0745-80-2255 0745-80-2120 岡村　雅央 H27.4.1

18 奈良立正芸術学院 高等学校法人 631-0803 奈良市山陵町1179番地 0742-45-2156 0742-49-3543 大橋　智 S55.3.31

学校法人名簿 



○学校法人

No. 　法人名　 法人種別

1 奈良大学 大学法人

2 帝塚山学園 大学法人

3 奈良学園 大学法人

4 天理大学 大学法人

5 冬木学園 大学法人

6 西大和学園 大学法人

7 天理よろづ相談所学園 大学法人

8 近畿大学 大学法人

9 三幸学園 大学法人

10 佐保会学園 短期大学法人

11 聖心学園 短期大学法人

12 白藤学園 高等学校法人

13 東大寺学園 高等学校法人

14 奈良育英学園 高等学校法人

15 天理教校学園 高等学校法人

16 智辯学園 高等学校法人

17 奈良岡村学園 高等学校法人

18 奈良立正芸術学院 高等学校法人

設置大学 設置高等学校 設置中学校 設置小学校 設置幼稚園 設置専修学校

奈良大学 奈良大学附属高等学校 奈良大学附属幼稚園

帝塚山大学 帝塚山高等学校 帝塚山中学校 帝塚山小学校 帝塚山幼稚園

奈良学園大学
奈良文化高等学校
奈良学園高等学校
奈良学園登美ヶ丘高等学校

奈良学園中学校
奈良学園登美ヶ丘中学校

奈良学園小学校
奈良学園幼稚園
奈良文化幼稚園

天理大学 天理高等学校 天理中学校 天理小学校 天理幼稚園

畿央大学 関西中央高等学校 畿央大学付属幼稚園

大和大学
白鳳短期大学

西大和学園高等学校 西大和学園中学校

天理医療大学

近畿大学農学部 近畿大学附属小学校 近畿大学附属幼稚園

飛鳥未来高等学校

奈良佐保短期大学 奈良佐保短期大学附属生駒幼稚園

奈良芸術短期大学
橿原学院高等学校
聖心学園中等教育学校（後
期課程）

聖心学園中等教育学校（前
期課程）

聖心幼稚園

奈良女子高等学校 奈良女子中学校（休） 奈良保育学院付属幼稚園 奈良保育学院

東大寺学園高等学校 東大寺学園中学校 東大寺学園幼稚園

奈良育英高等学校
育英西高等学校

奈良育英中学校
育英西中学校

奈良育英小学校 奈良育英幼稚園

天理教校学園高等学校

智辯学園高等学校
智辯学園奈良カレッジ高等部

智辯学園中学校
智辯学園奈良カレッジ中学部

智辯学園奈良カレッジ小学
部

日本教育学院高等学校

関西文化芸術学院高等学校

学校法人名簿 



No. 　法人名　 法人種別 郵便番号 住所 TEL FAX 理事長名 認可年月日

19 愛染学園 幼稚園法人 630-8325 奈良市西木辻町110番地26 0742-22-4148 0742-22-8841 梶田　歌子 S58.11.29

20 ｶﾄﾘｯｸ･ﾏﾘｽﾄ会学園 幼稚園法人 631-0003 奈良市中登美ケ丘2丁目1984番地の56 0742-41-3031 0742-41-3031 柳本　昭 S43.1.25

21 西大寺学園 幼稚園法人 631-0825 奈良市西大寺芝町1丁目1-9 0742-45-4610 0742-48-1284 谷口　偉 S55.3.28

22 親愛学園 幼稚園法人 630-8213 奈良市登大路町44番2 0742-23-3210 0742-23-6786 林  秀彦 S57.3.30

23 伝香寺学園 幼稚園法人 630-8233 奈良市小川町24番地 0742-22-5873 西山  明彦 S59.11.24

24 ネオポリス学園 幼稚園法人 631-0041 奈良市学園大和町1丁目215 0742-44-3480 香曽我部　武 S43.10.28

25 ひかり学園 幼稚園法人 630-8035 奈良市赤膚町1032番地3 0742-44-7060 0742-44-7061 柴田　春子 S56.9.30

26 愛恵学園 幼稚園法人 635-0026 大和高田市大字神楽52番5 0745-22-8767 西村　清 S55.3.28

27 吉住学園 幼稚園法人 632-0005 天理市楢町543番地の1 0743-65-2678 0743-65-4026 吉住　秀 H20.3.28

28 近畿福音ﾙｰﾃﾙ学園 幼稚園法人 634-0006 橿原市新賀町310番地 0744-22-2935 屼ノ下　照光 H6.3.10

29 佐伯学園 幼稚園法人 634-0007 橿原市葛本町90番地 0744-22-0001 佐伯   雅寿 S56.3.24

30 常盤学園 幼稚園法人 634-0003 橿原市常盤町332番地の5 0744-29-1020 吉川　 隆博 S44.4.10

31 敷島学園 幼稚園法人 633-0062 桜井市粟殿480番地の1 0744-42-6032 堀江　泰文 S55.12.24

32 エンゼル学園 幼稚園法人 630-0135 生駒市南田原町789番地の5 0743-78-0386 前田　 良一 S45.12.1

33 白百合学園 幼稚園法人 630-0246 生駒市西松ｹ丘3番40号 0743-73-2368 米井   辰也 S59.11.21

34 ハルナ学園 幼稚園法人 639-0265 香芝市上中1176番地の1 0745-76-5542 藤田  寿美子 S62.2.26

35 愛の園 幼稚園法人 636-0811 生駒郡三郷町勢野東6丁目15番36号 0745-72-2641 志賀　穰 S52.3.1

36 日本橋学園 幼稚園法人 636-0802 生駒郡三郷町三室1丁目3番33号 0745-72-5317 山嵜　 晴久 S42.12.25

37 斑鳩学苑 幼稚園法人 636-0116 生駒郡斑鳩町大字法隆寺2丁目9番35号 0745-74-2091 上田 　尚史 S31.12.24

38 天美学園 幼稚園法人 639-0201 北葛城郡上牧町片岡台1丁目9番地 0745-73-1700 浦野　昌彦 S46.12.16

39 聖ペテロ学園 幼稚園法人 633-0091 桜井市桜井７０ 0744-42-2704 0744-42-2714 高地　敬 S46.3.10

40 みどり学園 幼稚園法人 621-0805 京都府亀岡市安町小屋場31番地 0771-24-3831 野波　雅紀 H8.3.26

41 誠華学園 認定こども園法人 639-0251 香芝市逢坂4丁目958 0745-77-8900 出川　裕崇 H3.3.22

42 修栄会 認定こども園法人 639-3125 吉野郡大淀町北野23番8号 0746-32-1870 西尾　直 H27.4.1

43 奈良ｶﾄﾘｯｸ学園 認定こども園法人 630-8213 奈良市登大路町36番1 0742-22-4089 柳本　昭 S56.9.18

44 楠公学園 認定こども園法人 639-0254 香芝市関屋北5-8-3 0745-71-8008 楠瀬　八生 H30.3.5

学校法人名簿 



No. 　法人名　 法人種別

19 愛染学園 幼稚園法人

20 ｶﾄﾘｯｸ･ﾏﾘｽﾄ会学園 幼稚園法人

21 西大寺学園 幼稚園法人

22 親愛学園 幼稚園法人

23 伝香寺学園 幼稚園法人

24 ネオポリス学園 幼稚園法人

25 ひかり学園 幼稚園法人

26 愛恵学園 幼稚園法人

27 吉住学園 幼稚園法人

28 近畿福音ﾙｰﾃﾙ学園 幼稚園法人

29 佐伯学園 幼稚園法人

30 常盤学園 幼稚園法人

31 敷島学園 幼稚園法人

32 エンゼル学園 幼稚園法人

33 白百合学園 幼稚園法人

34 ハルナ学園 幼稚園法人

35 愛の園 幼稚園法人

36 日本橋学園 幼稚園法人

37 斑鳩学苑 幼稚園法人

38 天美学園 幼稚園法人

39 聖ペテロ学園 幼稚園法人

40 みどり学園 幼稚園法人

41 誠華学園 認定こども園法人

42 修栄会 認定こども園法人

43 奈良ｶﾄﾘｯｸ学園 認定こども園法人

44 楠公学園 認定こども園法人

設置大学 設置高等学校 設置中学校 設置小学校 設置幼稚園 設置専修学校

愛染幼稚園

登美が丘カトリック幼稚園
幼保連携型認定こども園　大和郡山カ
トリック幼稚園
葛カトリック幼稚園
高田カトリック幼稚園

西大寺幼稚園

親愛幼稚園

いさがわ幼稚園

学園前ネオポリス幼稚園

ひかり幼稚園

愛恵幼稚園

カレス幼稚園
大三輪幼稚園
奈良認定こども園学園前学園
奈良認定こども園富雄学園
奈良認定こども園あやめ池学園
天理認定こども園カレス学園
天理認定こども園前栽学園
桜井認定こども園三輪学園

のぞみ幼稚園

くちなし幼稚園

常盤幼稚園

さくら幼稚園

エンゼル幼稚園

白百合幼稚園

ハルナ幼稚園

愛の園幼稚園

信貴幼稚園
平群北幼稚園

法隆寺幼稚園

片岡台幼稚園

育成幼稚園

白庭台幼稚園

幼保連携型認定こども園　せいか幼稚
園

幼保連携型認定こども園　きたの学園

幼稚園型認定こども園　奈良カトリッ
ク幼稚園

幼保連携型認定こども園　あけぼの・
幼保学院

学校法人名簿 



No. 　法人名　 法人種別 郵便番号 住所 TEL FAX 理事長名 認可年月日

45 大原学園 準学校法人 631-0078 奈良市富雄元町1-13-41 0742-47-1111 0742-47-1130 大原　敏敬 S38.12.25

46 青丹学園 準学校法人 631-0805 奈良市右京1丁目1番5 0742-72-0600 0742-72-0635 岡田　憲太郎 H10.4.1

47 辰巳学園 準学校法人 630-8113 奈良市法蓮町7番地の2 0742-26-3971 0742-26-3986 辰巳　友昭 S51.11.18

48 永井学園 準学校法人 631-0832 奈良市西大寺新田町1番15号 0742-41-5001 0742-41-5007 永井　宏昌 S26.4.23

49 奈良家庭学園 準学校法人 630-8121 奈良市三条宮前町4番29号 0742-33-0095 0742-35-0688 島田　喜文 S30.9.1

50 奈良整容学園 準学校法人 630-8325 奈良市西木辻町57番地の1 0742-24-0461 0742-24-0461 西本　正男 S54.4.2

51 奈良文化学園 準学校法人 630-8113 奈良市法蓮町1095番地2 0742-22-3269 0742-23-6111 金澤　泰弘 S29.3.1

52 吉川学園 準学校法人 630-8226 奈良市小西町33番地の2 0742-26-5055 0742-20-2225 吉川　志津子 S38.12.25

53 若羽学園 準学校法人 630-8325 奈良市西木辻町191-2 0742-63-1855 0742-63-1833 田中　弘之 S27.3.19

54 美芸学園 準学校法人 635-0095 大和高田市大中176番地の3 0745-53-0357 0745-53-0358 西村　典久 S28.1.23

55 白光学園 準学校法人 635-0082 大和高田市本郷町11番18号 0745-52-6490 0745-52-2656 加藤　麗子 S27.2.1

56 育芸学園 準学校法人 634-0805 橿原市地黄町48番地 0744-22-2623 0744-22-3266 戸田　甚之助 S26.9.22

57 奈良朝鮮学園 準学校法人 634-0028 橿原市法花寺町79番地 0744-23-1471 0744-47-3274 金　政基 S45.7.18

58 栗岡学園 準学校法人 575-0013 大阪府四條畷市田原台6-1-1
0743-78-9114
0743-70-
0158(事務局）

栗岡　良幸 S26.3.7

学校法人名簿 



No. 　法人名　 法人種別

45 大原学園 準学校法人

46 青丹学園 準学校法人

47 辰巳学園 準学校法人

48 永井学園 準学校法人

49 奈良家庭学園 準学校法人

50 奈良整容学園 準学校法人

51 奈良文化学園 準学校法人

52 吉川学園 準学校法人

53 若羽学園 準学校法人

54 美芸学園 準学校法人

55 白光学園 準学校法人

56 育芸学園 準学校法人

57 奈良朝鮮学園 準学校法人

58 栗岡学園 準学校法人

設置大学 設置高等学校 設置中学校 設置小学校 設置幼稚園 設置専修学校

大原和服専門学園

関西学研医療福祉学院

辰巳ドレスメーカー専門学校(休)

藤影きもの専門学校
奈良コンピュータ専門学校
奈良総合ビジネス専門学校

奈良高等専修学校(休）
奈良高等学園(休）

奈良理容美容専門学校

奈良文化専門学園(休)

奈良きもの芸術専門学校

若羽調理専門学校

アポロ学院ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校
(休)
美芸学園高等専修学校

高田経理学校
高田ビジネスコンピュータ学校

八木服装女学院

奈良朝鮮初中級学校

奈良リハビリテーション専門学校
阪奈中央看護専門学校

学校法人名簿 


