
茨城県私立学校一覧 令和4年7月1日現在

学校法人名 学　校　名 所　在　地 電話番号 創立年月日 理　事　長 学　校　長 課　程 学　科

明秀学園 明秀学園日立高等学校　　　 〒317-0064 0294(21)6328 T14.9.5 全日制 普　通

日立市神峰町3-2-26 0294(25)1556 H15.4.1 通信制 普　通

茨城キリスト教学園 茨城キリスト教学園高等学校 〒319-1295 S23.4.19 全日制 普　通

茨城キリスト教学園中学校　　 日立市大みか町6-11-1 S37.3.31

大成学園 大成女子高等学校        〒310-0063 普通・家政

水戸市五軒町3-2-61 看護（5年）

常磐大学 常磐大学高等学校　　　　　 〒310-0036

水戸市新荘3-2-28

智学館中等教育学校　          〒310-0914

水戸市小吹町2092

茨城 茨城高等学校　　              〒310-0065 S2.2.28 全日制 普　通

茨城中学校                    水戸市八幡町16-1 S22.4.1

水戸女子商業学園 水戸女子高等学校　　　　　　　 〒310-0041

水戸市上水戸1-2-1

田中学園 水戸啓明高等学校　　　　　 〒310-0851

水戸市千波町464

水戸葵陵高等学校    　　　 〒310-0851

水戸市千波町中山2369-3

緑丘学園 水戸英宏中学校　　　　　　 〒310-0913

水戸市見川町2582-15

水城高等学校 水城高等学校　　　　　　　　　 〒310-0804

水戸市白梅2-1-45

清真学園 清真学園高等学校　　　　　 　 〒314-0031 全日制 普　通

清真学園中学校　　　　　　　　 鹿嶋市宮中伏見4448-5

鹿島学園 鹿島学園高等学校　　　　　　 〒314-0042 0299(83)3211 H1.4.1 全日制 普　通

鹿嶋市田野辺141-9 0299(85)2020 H16.3.29 通信制 普　通

霞ヶ浦学園 つくば国際大学高等学校　　 〒300-0051

土浦市真鍋1-3-5

つくば国際大学東風高等学校 〒315-0057

かすみがうら市上土田690-1

霞ヶ浦高等学校 霞ヶ浦高等学校　　　　　　　 　 〒300-0301 029(887)0013 S21.5.1 下田陽一郎 全日制 普　通

霞ヶ浦高等学校附属中学校 稲敷郡阿見町青宿50 029(888)8208 H21.4.1 木村　　律

土浦日本大学学園 土浦日本大学高等学校　　　　　　　 〒300-0826

土浦市小松ヶ丘町4-46

土浦日本大学中等教育学校　　　　　 〒300-0826

土浦市小松ヶ丘町4-46

岩瀬日本大学高等学校　　　　　　　　 〒309-1453

桜川市友部1739

東洋大学 東洋大学附属牛久高等学校　　　　 〒300-1211 S39.4.1 全日制 普　通

東洋大学附属牛久中学校　　　　　　 　 牛久市柏田町1360-2 H27.4.1

愛国学園 愛国学園大学附属龍ケ崎高等学校  　 〒301-0041

龍ヶ崎市若柴町2747

江戸川学園 江戸川学園取手高等学校　　　　　　 〒302-0025 0297(74)8771 S53.4.1 全日制 普　通

江戸川学園取手中学校　　　　　　　　 取手市西1-37-1 0297(74)0111 S62.4.1

常総学院 常総学院高等学校　　　　　　　　　　　　 〒300-0849 029(842)8771 S58.3.15 壁谷　　恵 全日制 普　通

常総学院中学校　　　　　　　　　　　　 土浦市中村西根1010 029(842)0708 H7.12.8 坂田　英一

東京聖徳学園 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 〒300-1544 S58.4.1 全日制 普通・音楽

聖徳大学附属取手聖徳女子中学校   取手市山王1000 S59.4.1

茗溪学園 茗溪学園高等学校　　　　　　　　　　　 〒305-8502 全日制 普　通

茗溪学園中学校　　　　　　　　　　　　　 つくば市稲荷前1-1

温習塾 つくば秀英高等学校　　　　　　　　　 〒300-2655

つくば市島名151

青丘 青丘学院つくば高等学校　　　　　　　　 〒315-0116 全日制 普　通

青丘学院つくば中学校　　　　　　　　 石岡市柿岡字寺田1604

塚原学園 青葉台中等学部 〒315-0056

かすみがうら市上稲吉字中山1518

開智学園 開智望中等教育学校 〒300-2435

つくばみらい市筒戸字諏訪3400

翔洋学園 翔洋学園高等学校                          〒319-1221

日立市大みか町4-1-3

栗村学園 水戸平成学園高等学校                    〒310-0067

水戸市根本2-545

つくば開成学園 つくば開成高等学校                     〒300-1211

牛久市柏田町3315-10

晃陽学園 晃陽学園高等学校　　　　　　　　　　　 〒306-0011

古河市東1-5-26

0297(38)6600 R3.4.1 青木　　徹 青木　　徹

0294(52)3215

普通・商業

普通・商業

029(821)0670

0299(59)7516

鈴木　康之 全日制

S34.2.24 田中　睦啓

M42.4.3029(221)4888

029(224)1707 T11.4.18

鈴木　康之

H19.11.1029(212)3311

額賀　修一 全日制

吉武　政治

齋藤　行信 伊藤　俊行

H17.9.7

H15.5.1 奥田　　誠

中村　三喜

大野　健二 矢野　　正彦

笹尾　　光 ランドルＷ．ヴォス

額賀　修一

小櫃　重秀

柏　　正則

普　通

全日制

全日制

飯山　克則山口やちゑ

鈴木　博光 全日制

種田　　誠

普　通

全日制

石田　　進

H25.10.22

普　通

普　通

普　通

糸賀　　修 通信制

通信制

普　通

佐藤　睦美 通信制

通信制

櫻井　　平

中川喜久治 宮﨑　　淳

塚原　　港

石川　英昭 石川　英昭

栗原　恭典

塚原　　港

全日制

金　　正出 金　　正龍

H7.1.24

伊藤　哲弥

藤田　正美

倉持　正男

湯澤　義文

全日制

普　通

普　通

木内　英仁 山本　宏之

029(247)6509 S39.2.4 山野内吉明 小田部　幹夫

S21.1.11

全日制

0299(83)1811

大森　伸一 常井　安文

梶　　克治

普　通

029(243)0840

029(221)4936

029(224)4124

029(241)1573

029(243)7718

長沼　憲生

普　通

H15.11.19

S6.4.10

S60.4.1

田中久美子 田中久美子

田中　睦啓

S52.9.12

H13.10.19

H19.4.1

S26.4.21

普　通

普　通

全日制

普　通

吉田　邦孝

髙塚　千史

横島　義昭

029(822)3382

堀切　浩一

0296(75)2242

H21.4.1 谷田部佳見

佐藤　　豊

全日制

全日制

029(851)6611 S54.4.1

0297(66)0757

029(822)3386

織田　奈美

安齋　　隆

S40.4.1

0297(83)8111 川並　弘純

029(872)0350

H28.4.1

0294(27)1101

029(872)5532

0280(31)5455

029(847)1611

0299(56)3266

029（830）2311

029(300)5777

H12.2.17

H16.4.1


