
◇大学法人（2法人）

◇短期大学法人（3法人）

扇城学園 梅高　賢正

〒871-0014
中津市大字一ツ松211
（0979-22-2425）
Fax （25-3935）

昭26．3．13

東九州短期大学
東九州龍谷高等学校
東九州短期大学附属幼稚園
（幼稚園型認定こども園）

溝部学園 溝部　仁

〒874-8567
別府市大字野田字通山78番地
（0977-66-0224）
Fax （67-8133）

昭28．12．1

別府溝部学園短期大学
別府溝部学園高等学校
認定こども園ひめやま幼稚園
（幼保連携型認定こども園）
大分県歯科技術専門学校

文理学園 菅　　貞淑

〒870-0397
大分市大字一木1727番地162
（097-592-1600）
Fax （593-3094）

昭30．3．16

日本文理大学
日本文理大学附属高等学校
日本文理大学医療専門学校
ふたば幼稚園（休園）

平松学園 平松　大典

〒870-8658
大分市千代町2丁目4番4号
（097-535-0201）
Fax （535-0966）

昭29．3．16

大分短期大学
大分東明高等学校
向陽中学校
千代町幼稚園
城南幼稚園
明野第一幼稚園
大分臨床検査技師専門学校
大分歯科専門学校
大分臨床工学技士専門学校
大分視能訓練士専門学校
大分リハビリテーション専門学校
大分介護福祉士専門学校
大分医学技術専門学校
大分スクールオブビジネス

学校法人名 理事長
事務所所在地
（電話番号）

法人認可
年月日

設置する学校

法人一覧

学校法人名 理事長
事務所所在地
（電話番号）

法人認可
年月日

設置する学校

別府大学 二宮　滋夫

〒874-8501
別府市北石垣82
(0977-67-0101)
Fax （66-9696）

昭26．2．27

別府大学
別府大学短期大学部
明豊高等学校
明豊中学校
明星小学校
明星幼稚園
別府大学附属幼稚園

http://www.higashikyusyu.ac.jp/
http://www.mizobe.ac.jp/
http://www.nbu.ac.jp/
http://www.hiramatsu.ac.jp/
http://www.beppu-u.ac.jp/


◇高等学校法人（10法人）

府内学園 財前　和俊

〒870-0839
大分市金池南1丁目8番5号
（097-546-4777）
Fax （546-3271）

昭47．3．28

府内高等学校
敷戸ふない幼稚園
（幼稚園型認定こども園）
専修学校府内学園

稲葉学園 狩生　浩司

〒878-0013
竹田市大字竹田2509
（0974-63-3223）
Fax （63-1399）

昭37．8．25
稲葉学園高等学校
しらゆり幼稚園

吉用学園 今永　妙子

〒872-0032
宇佐市大字江須賀939
（0978-38-0033）
Fax （38-5828）

昭26．3．9
柳ヶ浦高等学校
ことぶき幼稚園（幼稚園型認定こども園）
専門学校九州総合スポーツカレッジ

日田佐藤学園 佐藤　彬

〒877-0026
日田市田島本町5番41号
（0973-24-2737）
Fax （24-3224）

昭29．8．11 藤蔭高等学校

岩尾昭和学園 草野　義輔

〒877-0082
日田市日ノ出町14番地
（0973-22-7420）
Fax （22-7129）

昭26．3．9 昭和学園高等学校

渡邊学園 渡邊　幸子

〒870-0911
大分市新貝11番40号
（097-558-8333）
Fax （097-558-3735）

昭41．3．31

大分国際情報高等学校
とぜん幼稚園（幼保連携型認定こども
園）
大分電波通信専攻学校

後藤学園 髙橋　正直

〒870-0838
大分市桜ヶ丘7番8号
（097-543-6711）
Fax （543-4516）

昭27．3．17

楊志館高等学校
ごとう幼稚園（幼稚園型認定こども園）
えのくま幼稚園（幼稚園型認定こども園）
藤華医療技術専門学校
智泉福祉製菓専門学校
国際調理師専修学校
藤華医療事務専門学校
智泉幼児保育専門学校
藤華歯科衛生専門学校
藤華医療技術専門学校

大分高等学校 小山　康直

〒870-0162
大分市明野高尾1丁目6番1号
（097-551-1101）
Fax （553-0386）

昭27．5．31
大分高等学校
大分中学校

城南学園 幸　和枝

〒870-0883
大分市永興1丁目16番20号
（097-544-3551）
Fax （544-5883）

昭26．3．13 福徳学院高等学校

岩田学園 成瀬　輝一

〒870-0936
大分市岩田町1丁目1‐1
（097-558-3007）
Fax （556-8937）

昭26．3．12
岩田高等学校
岩田中学校

学校法人名 理事長
事務所所在地
（電話番号）

法人認可
年月日

設置する学校

http://www.funai.ed.jp/
https://inabagakuen.jp/
http://www.yanagigaura.ed.jp/
http://tohin.ac.jp/
https://www.showa-h.ed.jp/
http://watanabe-gakuen.ac.jp/
http://www.gotogakuen.ac.jp/
http://www.oita-h.ed.jp/
https://www.fukutoku.ed.jp/
http://www.iwata.ed.jp/


◇専修学校法人（14法人）

学校法人
大原学園

中川　和久

〒870-0839
大分市金池南1-2-24
(097-574-6568)
Fax（574-6569）

平26．2．28
大原簿記公務員専門学校大分校
大原医療介護福祉専門学校大分校
大原自動車工科専門学校大分校

学校法人
工藤学園

高橋　実加

〒874-0926
別府市京町1306-4
(0977-23-5539)
Fax（22-1422）

平22．2．15 大分ドッググルーミング専門学校

学校法人
金澤学園

大久保　了

〒805-0050
北九州市八幡東区春の町3丁目10-13
（093-521-0424）
Fax （521-0437）

昭55．10．31 北九州予備校大分校

学校法人
河野文化学園

河野　　剛

〒870-0907
大分市大津町1-1-1
（097-556-5600）
Fax （556-6789）

平14．10．1
専修学校明星国際ビューティカレッジ
明星ワールドビジネス観光専門学校

学校法人
電子開発学園九州

松尾　　泰

〒802-0001
北九州市小倉北区浅野2丁目4番1号
（093-531-9131）
Fax （541-6224）

昭57．1．18 KCS大分情報専門学校

準学校法人
佐藤文化学園

穴井　嘉子

〒877-0026
日田市田島本町10-3
（0973-23-6266）
Fax （22-5037）

昭43．4．1
日田香蘭高等専修学校
日田香蘭高等文化学院

学校法人
玉浦学園

玉浦　鶴男

〒871-0036
中津市島田本町57番地
（0979-25-1988）
Fax （25-2088）

昭59．3．21 中津育英学館

準学校法人
山形学園

栗田　恭介
〒871-0032
中津市中殿町581-3 昭27．3．18 ハリマドレスメーカー専門学校

学校法人
善広学園

田野上　泰司

〒870-0037
大分市東春日町17番21号
（097-537-2471）
Fax （537-4066）

昭61．9．12
IVY大分高度コンピュータ専門学校
IVY大分医療総合専門学校
IVY大分公務員学院

学校法人
明日香学園

田中　由視

〒870-0823
大分市東大道1丁目4番22号
（097-544-4666）
Fax （544-5002）

昭19．4．1

専門学校明日香美容文化専門大学校
明日香国際ブライダル＆ホテル観光専門学
校
明日香日本語学校

学校法人
ザイナスアカデミー

江藤　稔明

〒870-0021
大分市府内町2丁目5－7
（097-532-2803）
Fax （532-0355）

昭31．8．2
田北料理学院(休校）
田北調理師専門学校
田北ビジネス専門学校

準学校法人
生野学園

生野　祐治

〒870-0021
大分市府内町1丁目4－8
（097-536-6724）
Fax （547-9225）

昭27．3．17 生野家政専門学校

学校法人名 理事長
事務所所在地
（電話番号）

法人認可
年月日

設置する学校

https://oita.o-hara.ac/
https://oita.o-hara.ac/
https://oita-dog-grooming.jp/
https://oita-dog-grooming.jp/
http://www.kitayobi.ac.jp/
http://www.kitayobi.ac.jp/
http://www.myojo.org/
http://www.myojo.org/
https://www.kcsoita.ac.jp/
https://www.kcsoita.ac.jp/
https://www.ivy.ac.jp/
https://www.ivy.ac.jp/
http://www.asuka.ac.jp/
http://www.asuka.ac.jp/
http://www.takita.ac.jp/
http://www.takita.ac.jp/
http://www.shonogakuen.com/
http://www.shonogakuen.com/


準学校法人
オーキドレス

メーカー
専門学校

大慈弥　隆重
〒871-0074
中津市桜町1025番地
(0979-22-0878）

昭27．3．18 オーキドレスメーカー専門学校（休校）

準学校法人
朝来野学園

朝来野　憲行

〒870-0839
大分市金池南1丁目6番8号
（097-573-5300）
Fax （573-5353）

昭44．4．1 朝来野学園女子専門学校（休校）

学校法人名 理事長
事務所所在地
（電話番号）

法人認可
年月日

設置する学校


