
○各種学校

No, 学校種 各種学校名 郵便番号 所在地 TEL FAX 校長名 認可年月日 法人種別 設置者 主たる設置課程 休校

1 各種学校 春日自動車学校 630-8142 奈良市肘塚町164 0742-23-1531 0742-23-1535 服部　孝一 S41.12.27 個人立 鴻野　雅子 自動車教習

2 各種学校 奈良自動車学校 631-0836 奈良市西大寺竜王町2-2-1 0742-45-4666 0742-41-0105 増尾　朗 S33.5.28 個人立 増尾　剛 自動車教習

3 各種学校 奈良珠算学校 630-8115 奈良市大宮町2-6-23 0742-33-7349 0742-33-7340 米田　正晴 S29.6.30 個人立 米田　正一 珠算

4 各種学校 マｰキュリｰ洋裁学院 630-8357 奈良市杉ヶ町33 0742-23-2123 藤本　純忠 S23.7.1 個人立 藤本　誠一 洋裁 休

5 各種学校 高田経理学校 635-0082 大和高田市本郷町11-18 0745-52-6490 0745-52-2656 加藤　茂昭 S26.2.15 準学校法人 白光学園 経理

6 各種学校 高田書芸学校 635-0092 大和高田市大中南町1-3 0745-22-4806 水本　政次郎 S30.4.16 個人立 水本　政次郎 書道

7 各種学校 高田ビジネスコンピュータ学校 635-0082 大和高田市本郷町11-18 0745-52-6490 0745-52-2656 加藤　茂昭 S8.3.15 準学校法人 白光学園 パソコン

8 各種学校 郡山珠算学校 639-1012 大和郡山市城見町2-24 0743-52-3288 宇田　玲佳 S12.3.24 個人立 宇田　斎太郎 珠算

9 各種学校 吉田珠算学校 639-1160 大和郡山市北郡山193 0743-52-0469 吉田　栄 S25.3.10 個人立 吉田　栄 珠算 休

10 各種学校 天理教校 632-0014 天理市布留町1 0743-63-1649 0743-63-8185 久保　善平 M32.9.26 宗教法人 天理教 一般教養

11 各種学校 天理教語学院 632-0035 天理市布留町200番地1 0743-62-5615 0743-62-5625 内田　吉男 H5.12.10 宗教法人 天理教 一般教養

12 各種学校 橿原女学院 634-0063 橿原市久米町874 0744-22-5008 0744-26-2011 下浦　嘉 S29.3.25 個人立 下浦　嘉 着付け

13 各種学校 大成珠算学校 634-0804 橿原市内膳町2-6-8 0744-22-1150 0744-22-1150 増田　泰治 S31.7.3 個人立 増田　泰治 珠算

14 各種学校 奈良朝鮮初中級学校 634-0028 橿原市法花寺町79 0744-23-1471 0744-47-3274 林　秀蘭 S45.7.18 準学校法人 奈良朝鮮学園 外国人学校 休

15 各種学校 八木服装女学院 634-0805 橿原市地黄町48 0744-22-3266 0744-22-3266 戸田　甚之助 S23.6.10 準学校法人 育芸学園 和裁・洋裁

16 各種学校 萩本珠算学院 633-0091 桜井市桜井247-6 0744-42-2717 萩本　美智子 S29.6.30 個人立 萩本　智恵子 珠算

17 各種学校 五条珠算簿記学校 637-0041 五條市本町1-8-19 南出　鎌次郎 S30.11.19 個人立 南出　鎌次郎 珠算 休

18 各種学校 御所珠算学校 639-2225 御所市中本町1231-1 0745-62-2424 0745-62-2424 金野　明美 S27.3.15 個人立 名村　弘武 珠算

19 各種学校 香芝自動車学校 639-0224 香芝市別所88-1 0745-52-0661 0745-52-0663 西浦　康次 S37.9.28 個人立 吉崎　千鶴 自動車教習

20 各種学校 葛城自動車学校 639-0225 香芝市瓦口2226 0745-77-4396 0745-76-2444 池原　伸幸 S43.6.27 個人立 池原　伸幸 自動車教習

21 各種学校 二上珠算学校 639-0245 香芝市畑4-564-1 0745-77-3839 0745-77-3839 赤松　嘉津代 S26.10.30 個人立 高垣　重太郎 珠算

22 各種学校 龍田珠算学校 636-0152 生駒郡斑鳩町竜田 西浦　恵美子 S31.3.1 個人立 西浦　恵美子 珠算 休

23 各種学校 川西珠算学校 636-0202 磯城郡川西町結崎93 0745-44-0321 0745-44-0321 堀川　やよい S31.3.1 個人立 堀川　勇 珠算

24 各種学校 伴堂珠算学校 636-0213 磯城郡三宅町伴堂481 0745-44-0244 平岡　仁紀子 S31.3.1 個人立 平岡　仁紀子 珠算 休

25 各種学校 唐古珠算学校 636-0224 磯城郡田原本町今里225 0744-32-6626 竹村　正己 S29.3.25 個人立 藤野　昇 珠算

26 各種学校 王寺自動車学校 636-0021 北葛城郡王寺町畠田3-8-6 亀井　深月 S37.8.24 個人立 清水　明 自動車教習 休

27 各種学校 王寺珠算学校 636-0003 北葛城郡王寺町久度3-2-13 0745-73-6838 城垣　弘 S28.9.24 個人立 城垣　弘 珠算 休

学校名簿（各種学校）



No, 学校種 各種学校名 郵便番号 所在地 TEL FAX 校長名 認可年月日 法人種別 設置者 主たる設置課程 休校

28 各種学校 成器珠算学校 638-0041 吉野郡下市町下市2926 0747-52-3605 0747-52-3605 馬本　和代 S35.10.31 個人立 馬本　典義 珠算

29 各種学校 大和国際日本語学院 635-0082 大和高田市本郷町1461-1 0745-53-7337 0745-53-7330 北門　芳子 H25.3.29 株式会社 北門 日本語

30 各種学校 大和まほろば日本語学校 633-0053 桜井市谷10-1 0744-44-2424 0744-47-2430 佐藤　広規 H29.6.7 学校法人 国際ことば学院 日本語

31 各種学校 HAYAMA International Language School 632-0231 奈良市都祁吐山町3939番地 0743-85-7787 0743-85-7217 寺嶋　敏 R1.12.4 社会福祉法人 大和清寿会 日本語

32 各種学校 奈良介護福祉中央学院 632-0231 奈良市都祁吐山町3939番地 0743-61-5772 0743-61-5776 桝　豪司 R2.1.23 社会福祉法人 大和清寿会 介護福祉

学校名簿（各種学校）


