
（３）高等学校（全日制）

設置者

（代表者） 学年定員 総定員

学校法人　作新学院 法人番号　8060005000817 普通科 1,680

商業システム科 200

電気システム科 80

電子システム科 40

美術デザイン科 80

自動車整備士養成科 80

ライフデザイン科 80

学校法人　宇都宮学園 法人番号　2060005000806 普通科 420

（上野　憲示） 総合ビジネス科 200

学校法人　宇都宮学園 法人番号　2060005000806 普通科 460

（上野　憲示） 総合ビジネス科 260

学校法人　須賀学園 法人番号　3060005000821 普通科 520

情報商業科 120

生活教養科 160

音楽科 50

調理科 100

学校法人　足利大学 法人番号　3060005006380
（武井　全補）

学校法人　佐山学園 法人番号　5060005006833 普通科 70

生活デザイン科 90

食物調理科 40

学校法人　永井学園 法人番号　7060005007111 普通科 160

総合ビジネス科 120

総合生活科 120

学校法人　白鷗大学 法人番号　6060005005124 普通科 950

（上岡　條二）

学校法人  宇都宮海星学園 法人番号　4060005000804
（大塚　雅一）

学校法人  國學院大學栃木学園 法人番号　6060005005462 普通科 680

（川福　基之）

学校法人  矢板中央高等学校 法人番号　9060005004602 普通科 360

（中村　京子） スポーツ科 40

昭35. 4.11

矢板市扇町２丁目1519 五味田 謙一 1,200 昭39. 3.285621 矢板中央高等学
校

0287-43-0447
0287-43-0899

〒329-2161

630

髙野　剛

昭29. 1. 8

5620 國學院大學栃木
高等学校

0282-22-5511
0282-22-2822

〒328-8588 栃木市平井町608 青木　一男 2,040

5617

普通科 210

2,850

石塚　千恵5619 宇都宮海星女子
学院高等学校

028-667-0700
028-667-6985

〒321-3233 宇都宮市上籠谷町3776

白鷗大学足利高
等学校

0284-41-0890
0284-42-3335

〒326-0054 足利市伊勢南町3-2

青藍泰斗高等学
校

0283-86-2511
0283-85-2280

〒327-0501 佐野市葛生東２丁目8-3 1,200永井　治寿

佐野市堀米町840

大橋　芳樹

6005616 佐野清澄高等学
校

0283-23-0841
0283-23-0842

〒327-0843

5618

昭23. 3.23

昭23. 3.31

佐山　泰朗

（佐山　泰朗）

昭27. 4. 1

5615 足利短期大学附
属高等学校

0284-21-7344
0284-21-1380

〒326-0808

（永井　治寿）

480 昭23. 3.23

2,850 昭23. 3.23

（須賀　英之）

足利市本城３丁目2120 三田　敏子 普通科 160

須賀　英之5614 宇都宮短期大学
附属高等学校

028-634-4161
028-635-3540

〒320-8585

宇都宮市北一の沢町24-35

宇都宮市睦町1-35

2,160 昭28.10. 75613 宇都宮文星女子
高等学校

028-621-8156
028-622-8971

〒320-0048

宇都宮市睦町1-4 大塚　晃 1,860 昭23. 3.235612 文星芸術大学附
属高等学校

028-636-8585
028-633-2321

〒320-0865

宇都宮市一の沢1-1-41 船田　元 6,720 昭23. 3.23

（船田　恵）

5611 作新学院高等学
校

028-648-1811
028-648-8408

〒320-8525

校長 学科
定員

認可年月日
学校
番号

学校名
電話番号
FAX番号

所在地 法人番号
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学校法人  佐野日本大学学園 法人番号　7060005006823

（長谷川　弘）

学校法人　足利大学 法人番号　3060005006380 普通科 160

機械科 160

自動車科 100

電気科 80

建築科 80

情報処理科 40

学校法人　幸福の科学学園 法人番号　8060005006178
（渡邉　和哉）

（４）高等学校（広域通信制）

設置者 定員

（代表者） 学年定員 総定員

学校法人　開桜学院 法人番号　8060005007985
（小椋　龍郎）

（５）中等教育学校
設置者 定員

（代表者） 学年定員 総定員

学校法人  佐野日本大学学園 法人番号　7060005006823 140

（長谷川　弘）

認可年月日

9791 佐野日本大学中
等教育学校

0283-25-0111
0283-25-0441

〒327-0192 佐野市石塚町2555 舩渡川　重幸 840 平21.11.18

- 2,000 平 17.10.7

学校
番号

　学校名
電話番号
FAX番号

　　所在地 法人番号 校長 学科

校長 学科 認可年月日

5711 日々輝学園高等
学校

0287-41-3851
0287-41-3852

〒329-2332 塩谷郡塩谷町大宮2475-1 小椋　龍郎 普通科

竜の口法子 普通科 100 300 平 21.12.1

学校
番号

　学校名
電話番号
FAX番号

　　所在地 法人番号

（武井　全補）

5625 幸福の科学学園
高等学校

0287-75-7777
0287-75-7779

〒329-3434 那須郡那須町大字梁瀬字扇
田487-1

1,800 昭39. 5. 1

5623 足利大学附属高
等学校

0284-71-1285
0284-71-9876

〒326-0397 足利市福富町2142 岡島　一浩 1,860 昭43. 3.14

普通科 6005622 佐野日本大学高
等学校

0283-25-0111
0283-25-0441

〒327-0192 佐野市石塚町2555 渡邊　明男
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