留学生受け入れ専門学校名簿

文部科学省の平成 29 年度「専修学校グローバル化対応推進支援事業」に、
本財団として『専門学校留学生の戦略的受け入れ推進事業』が採択されました。
この事業の趣旨に基づき、各専門学校における留学生受け入れの実態及び
意向を継続的に把握し、今後の留学生に対する政策立案等の基礎資料とする
と同時に、全国の専門学校に広く情報提供を行うため「平成 29 年度専門学校
における留学生受け入れ等実態に関するアンケート調査」を別途実施いたし
ました。
本誌に掲載しています専門学校は、そのアンケート用紙にて、留学生受け
入れ名簿への掲載を許可する回答をいただいた専門学校（749 校）のみ、県別・
五十音順で載せております。
※この一覧は平成 30 年３月現在、本財団で把握している留学生を受け入れて
いる、もしくは受け入れたいとしている学校のリストです。この一覧にあ
るすべての学校・学科で留学生を受け入れているとは限りませんので、詳
細は各学校へお問い合わせください。

『専門学校留学生の戦略的受け入れ推進事業』とは
専門学校の留学生に対する来日の動機付けと入学支援、日本の中小企業及
び専門学校に対しては受入態勢の整備に係る就職支援を行うなど、産業界等
との連携の下、専門学校の留学に係る入り口から出口までの体系的な取り組
みを推進することとなっております。

1

工業

医療

衛生

文化・教養

北海道

大原医療福祉専門学校

O-HARA College of Business

〒 060-0806 札幌市北区北 6 条西 8
TEL 011-707-0088
http://www.o-hara.ac.jp/
介護福祉／幼児保育夜間

●

●

医療事務 1 年制／医療事務 2 年制

大原法律公務員専門学校
O-HARA College of Business

〒 060-0806 札幌市北区北 6 条西 8
TEL 011-707-0088
http://www.o-hara.ac.jp/
法律行政 1 年制／法律行政 2 年制

●

大原簿記公務員情報医療専門学校 函館校
O-HARA College of Business

〒 040-0063 函館市若松町 7-5
TEL 011-707-0088
http://www.o-hara.ac.jp/
ビジネスキャリア 2 年制

●

●

法律行政 1 年制／法律行政 2 年制

大原簿記情報専門学校 札幌校
O-HARA College of Business

〒 060-0806 札幌市北区北 6 条西 8
TEL 011-707-0088
http://www.o-hara.ac.jp/
情報システム

●

ビジネスキャリア 1 年制／ビジネスキャリア
2 年制／会計システム 2 年制／会計システム
4 年制

●

帯広コア専門学校

〒 080-0021 帯広市西十一条南 41-3-5
TEL 0155-48-6000
http://www.core.ac.jp/obicore
高度情報システム／情報ビジネス

●

●

介護福祉

●

情報ビジネス／医療ビジネス

●

観光ホスピタリティ

帯広調理師専門学校

OBIHIRO TECHNICAL COOKING COLLEGE
〒 080-0810 帯広市東 10 条南 13-1
TEL 0155-26-1088
http://www.obi-gaku.com/cook
調理師

●

経専医療事務薬業専門学校

〒 005-0003 札幌市南区澄川 3 条 6-4-3
TEL 011-837-0100
http://www.keisen-iryou.com
医療事務／薬業

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

〒 062-0933 札幌市豊平区平岸 3 条 2
TEL 011-823-9636
http://www.keisen-chouri.com
調理師専攻／製菓パティシエ

●

経専北海道観光専門学校

〒 005-0003 札幌市南区澄川 3 条 6-4-3
TEL 011-837-0200
http://www.keisen-kankou.com
観光サービス

●

経専北海道どうぶつ専門学校
〒 005-0003 札幌市南区澄川 3 条 6
TEL 011-823-0111
http://www.keisen-doubutsu.com
ペットプロデュース

●

経専北海道保育専門学校

〒 005-0004 札幌市南区澄川 4 条 4
TEL 011-812-9626
http://www.keisen-hoiku.com/

●

札幌青葉鍼灸柔整専門学校

〒 060-0053 札幌市中央区南 3 条東 4-1-24
TEL 011-231-8989
http://sapporo-aoba.ac.jp
鍼灸／柔道整復

●

札幌医療秘書福祉専門学校

〒 060-0042 札幌市中央区大通西 18-1-8
TEL 011-641-0865
http://www.sanko.ac.jp/sapporo-med/
介護福祉／医療保育

●

くすりアドバイザー／医療秘書／医療事務／診
療情報管理士／歯科アシスタント

●

札幌科学技術専門学校

Sapporo Technical College

〒 060-0042 札幌市中央区大通西 17-1-22
TEL 011-631-8811
http://www.s-kagisen.ac.jp
情報システム
電気技術
自動車工
建築技術

●

●
●
●
●

自然環境／バイオテクノロジー／海洋生物

札幌観光ブライダル・製菓専門学校
〒 060-0042 札幌市中央区大通西 9-3-12
TEL 011-272-2832
https://www.skb.ac.jp/
製菓

●

●

エアライン／観光総合／ホテル／ブライダル
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上級日本語（進学・編入含む）系

keisen chouriseika senmon gakko

日本語系

経専調理製菓専門学校

語学・通訳・翻訳・ガイド系

北海道

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

札幌商工会議所付属専門学校
Sapporo Chamber Academy

〒 003-0026 札幌市白石区本通 17 丁目南 5-15 ●
TEL 011-866-8011
http://sapporo-cci.ac.jp/
ビジネス情報

●

税務会計／経理・事務／営業販売

●

北海道観光

札幌スイーツ＆カフェ専門学校
Sapporo Sweets & Cafe

〒 060-0061 札幌市中央区南 1 条西 8-11-2
TEL 011-222-6050
http://www.sanko.ac.jp/sapporo-sweets/
スイーツパティシエ

●

札幌スポーツ＆メディカル専門学校

Sapporo Sports & Medical Vocational school
〒 060-0061 札幌市中央区南 1 条西 8-11-1
TEL 011-233-3555
http://www.sanko.ac.jp/sapporo-sports/
鍼灸／柔整

●

スポーツトレーナー／健康スポーツ／アスレ
ティックトレーナー／スポーツ保育

●

専門学校札幌デザイナー学院

〒 060-0042 札幌市中央区大通西 9-3-12
TEL 011-272-2832
https://www.sdg.ac.jp/
ビジュアルデザイン／インテリア／ファッ
ション

●

専門学校札幌ビジュアルアーツ

〒 060-0042 札幌市中央区大通西 9-3-12
TEL 011-272-2832
https://www.visualarts.ac.jp/
音響／ゲームクリエイティブ／写真／パ
フォーマンス／映像

●

札幌ビューティーアート専門学校
Sapporo Beauty Art College

〒 060-0042 札幌市中央区大通西 9-1-12
TEL 011-232-3230
http://www.sanko.ac.jp/sapporo-beauty/
美容／ヘアメイク／トータルビューティー

●

札幌ブライダル専門学校

Sapporo Bridal & Hotel Tourism College
〒 060-0042 札幌市中央区大通西 9-1-11
TEL 011-232-3334
http://www.sanko.ac.jp/sapporo-bridal/
ブライダルヘアメイク＆ドレス

●

●

ウェディングプランナー／観光総合

札幌ベルエポック美容専門学校

Sapporo belle epoque college of beauty

〒 060-0031 札幌市中央区北 1 条東 1-7-1
TEL 011-219-6272
http://www.sapporo.belle.ac.jp
美容師／美容師実践／ヘアメイク／トータル
ビューティ

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

北海道

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

●

市立室蘭看護専門学院

Muroran Municipal School of Nursing

〒 050-0072 室蘭市高砂町 3-11-1
TEL 0143-45-1171
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org 5000 /
index.html

●

せいとく介護こども福祉専門学校

seitoku kaigo kodomo fukushi sennmon gakkou
〒 064-0811 札幌市中央区南 11 条西 8
TEL 011-512-1321
http://seitoku-g.ac.jp
介護福祉

●

日本航空専門学校

JAPAN AVIATION PROFESSIONAL TRAINING COLLEGE
〒 066-0051 千歳市泉沢 1007-95
TEL 0123-28-1155
http://www.jaa-tech.jp
航空整備／空港技術

●

●

国際航空ビジネス

北斗文化学園インターナショナル調理
技術専門学校
Hokuto Bunka Academy's International School
of Culinary Arts

●

〒 051-0012 室蘭市山手町 1-11-34
TEL 0143-25-2211
http://www.hokuto-bunka.ac.jp/cooks/
職業実践専門課程調理師

北海道医薬専門学校

〒 001-0024 札幌市北区北 24 条西 6-2-10
TEL 011-716-1950
http://www.iyaku.ac.jp
看護

●

●

診療放射線

●

保育

●

薬業／医療事務

北海道エコ・動物自然専門学校

HOKKAIDO ECO COLLEGE OF WILDLIFE AND NATURE
〒 061-1373 恵庭市恵み野西 5-10-4
TEL 0123-36-2311
http://www.heco.ac.jp
動物自然

●

●

動物自然／動物看護・ペット
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上級日本語（進学・編入含む）系

〒 060-0001 札幌市中央区大通西 9-3-12
TEL 011-272-2832
https://www.smg.ac.jp/
アニメーションデザイン／マンガデザイン／
声優

日本語系

専門学校札幌マンガ・アニメ学院

語学・通訳・翻訳・ガイド系

北海道

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

北海道

専門学校北海道自動車整備大学校
Hokkaido Automobile College

〒 007-0894 札幌市東区中沼西 2 条 1-12-25
TEL 011-792-3922
http://www.yoshida-seibi.jp/
一級自動車整備／二級自動車整備

●

北海道スポーツ専門学校
Hokkaido Sports College

〒 065-0011 札幌市東区北 11 条東 6-1-30
TEL 011-753-7073
http://www.yoshida-sports.jp/
スポーツトレーナー／スポーツ健康

●

北海道どうぶつ・医療専門学校

〒 060-0042 札幌市中央区大通西 9-3-12
TEL 011-272-2832
https://www.ssb.ac.jp/
医療・医薬

●

●

ペット

北海道ハイテクノロジー専門学校

HOKKAIDO HIGH-TECHNOLOGY COLLEGE
〒 061-1396 恵庭市恵み野北 2-12-1
TEL 0123-36-8119
https://www.hht.ac.jp
IT メディア

●

●

バイオテクノロジー

●

臨床工学技士／歯科衛生士／視能訓練士

●

義肢装具士

●

こども保育

●

医療事務

●

日本語

北海道福祉教育専門学校

Hokkaido Welfare Education Vocational school
〒 051-0004 室蘭市母恋北町 1-5-11
TEL 0143-22-7722
http://www.hokuto-bunka.ac.jp/wevs/
介護福祉／こども未来

●

専門学校北海道福祉大学校
Hokkaido Welfare College

〒 060-0063 札幌市中央区南 3 条西 1-15
TEL 011-272-6085
http://www.yoshida-fukushi.jp/
介護福祉

●

北海道メディカル・スポーツ専門学校
HOKKAIDO MEDICAL SPORTS COLLEGE
〒 061-1373 恵庭市恵み野北 2-12-4
TEL 0123-36-5500
https://www.hms.ac.jp
スポーツトレーナー

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

●

〒 060-0063 札幌市中央区南 3 条西 1-11
TEL 011-272-3030
http://www.yoshida-iryoshika.jp/

●

吉田学園動物看護専門学校

Yoshidagakuen Animal Care College

〒 065-0016 札幌市東区北 16 条東 5-4-7
TEL 011-712-1633
http://www.yoshida-doubutsu.jp/
動物看護／トリマー／トリマー専攻

●

青森県

弘前厚生学院

hirosaki kousei gakuin

●

〒 036-8185 弘前市御幸町 8-10
TEL 0172-33-8358
http://www.h-kouseigakuin.jp

岩手県

岩手医科大学医療専門学校

Iwate Medical University Vocational College
of Medicine

●

〒 020-0887 盛岡市上ノ橋町 1-12
TEL 019-651-5118
http://www.iwate-iryo-dh.com
歯科衛生

上野法律ビジネス専門学校

UENO LAW & BUSINESS COLLEGE

〒 020-0063 盛岡市材木町 12-15
TEL 019-623-1730
http://www.ueno.ac.jp
総合ビジネス観光ビジネス留学生コース

●

大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校 盛岡校
O-HARA College of Business

〒 020-0045 盛岡市盛岡駅西通 2-21-1
TEL 019-681-0070
http://morioka.o-hara.ac/
介護福祉

●

●

経理本科 2 年制

北日本医療福祉専門学校

〒 020-0045 盛岡市盛岡駅西通 2-5-15
TEL 019-621-2106
http://www.kitakita.ac.jp
介護福祉／こどもマイスター養成（保育）

●

●

薬業（登録販売者、医療事務、調剤事務）

専修大学北上福祉教育専門学校

Kitakami professional preschool education and
welfare training college, Senshu university

●

〒 024-8513 北上市鍛冶町 1-3-1
TEL 0197-61-2131
http://www.kitakami-fukushi.ac.jp/
福祉介護
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上級日本語（進学・編入含む）系

Yoshidagakuen Medical & Dental College

日本語系

吉田学園医療歯科専門学校

語学・通訳・翻訳・ガイド系

北海道

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

盛岡医療福祉専門学校

Morioka College of Welfare and Medical
〒 020-0025 盛岡市大沢川原 3-5-18
TEL 019-624-8600
http://morii.ac.jp
介護福祉

●

専門学校盛岡カレッジオブビジネス
Morioka College of Business

〒 020-0025 盛岡市大沢川原 3-1-18
TEL 019-651-5001
http://www.moricolle.ac.jp
国際ビジネス国際ビジネスコース

●

宮城県

専門学校花壇自動車大学校

KADAN AUTOMOTIVE TECHNICAL COLLEGE SENDAI
〒 980-0815 仙台市青葉区花壇 8-1
TEL 022-222-3838
http://www.kadan-atcs.or.jp
自動車

●

国際マルチビジネス専門学校

International Multi-Business College

〒 980-0021 仙台市青葉区中央 4-8-32
TEL 022-222-2328
http://www.mbc.ac.jp/
観光／ホテル／ブライダル／流通／日本語ビ
ジネス

●

仙台青葉服飾専門学校

〒 980-0824 仙台市青葉区支倉町 2-55
TEL 022-223-3942
http://www.haseryujo.ac.jp/
服飾きもの

●

仙台医健専門学校

SENDAI COLLEGE OF MEDICAL HEALTH
〒 984-0051 若林区新寺 2-1-11
TEL 022-292-2141
http://www.sendai-iken.ac.jp
理学療法

●

●

スポーツ

仙台医療福祉専門学校

Sendai Vocational College of Health and Welfare
〒 980-0021 仙台市青葉区中央 4-7-20
TEL 022-217-8876
http://www.sif.ac.jp
国際総合ビジネス

●

仙台工科専門学校

Sendai Vocational College of Engineering
〒 980-0021 仙台市青葉区中央 4-3-14
TEL 022-217-1180
https://sks.ac.jp/
測量／環境土木工／建築デザイン／大工技能

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

岩手県

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

仙台こども専門学校
SENDAI KODOMO

〒 984-0051 仙台市若林区新寺 1-4-16
TEL 022-742-5660
http://www.sanko.ac.jp/sendai-child
保育／こども総合

●

仙台スイーツ＆カフェ専門学校
Sendai Sweets & Cafe Career College

〒 983-0852 仙台市宮城野区榴岡 3-8-5
TEL 0120-975-312
http://www.sanko.ac.jp/sendai-sweets/
スイーツパティシエ

●

仙台総合ビジネス公務員専門学校
〒 980-0014 仙台市青葉区本町 1-15-1
TEL 022-221-1113
http://www.sugawara.ac.jp/business/
経理ビジネス／販売ビジネス

●

●

ブライダル／フラワー

仙台総合ペット専門学校

〒 980-0014 仙台市青葉区本町 2-11-20
TEL 022-221-1112
http://www.sugawara.ac.jp/pet/
トリマー／キャット／飼育管理

●

仙台ビューティーアート専門学校
Sendaibeautyart college

〒 983-0852 仙台市宮城野区榴岡 3-8-25
TEL 022-292-3715
http://www.sanko.ac.jp/sendai-beauty/
美容／トータルビューティー

●

仙台ヘアメイク専門学校
SENDAI HAIRMAKE COLLEGE

〒 980-0021 仙台市青葉区中央 3-4-8
TEL 022-722-5780
https://shm.ac.jp
ビューティービジネストータルビューティー
コース

●

仙台保健福祉専門学校

SENDAI HOKEN FUKUSI SENMON GAKOH
〒 981-3206 仙台市泉区明通 2-1-1
TEL 022-378-3301
http://www.sugawara.ac.jp/welfare/
介護福祉

●

仙台リゾート＆スポーツ専門学校
Sendai Resort & Sports

〒 983-0852 仙台市宮城野区榴岡 5-13-3
TEL 022-256-5272
http://www.sanko.ac.jp/sendai-sports/
アスレティックトレーナー／スポーツトレー
ナー／健康スポーツ／スポーツ保育

●

仙台 YMCA 国際製菓ホテル専門学校

Sendai YMCA International Hotel and Pastry School
〒 980-0822 仙台市青葉区立町 9-7
TEL 022-222-7645
http://www.sendai-ymca.ac.jp/
ホテル／国際おもてなし

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

宮城県

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養
上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

宮城県

専門学校デジタルアーツ仙台

〒 980-0014 仙台市青葉区本町 2-11-10
TEL 022-221-1114
http://www.sugawara.ac.jp/digital/
IT ソリューション

●

●

CG クリエイター／ゲームクリエイター

●

国際情報ビジネス
ミュージックアーティスト／ミュージックス
タッフ

●
●

デザイン／まんがアニメ／声優

東京 IT 会計専門学校 仙台校

TOKYO IT ACCOUNTING COLLEGE SENDAI

〒 980-0021 仙台市青葉区中央 1-1-6
TEL 022-713-8751
http://www.all-japan.ac.jp
情報管理／情報経理／IT ビジネス

●

●

会計

●

ビジネス

東北外語観光専門学校

Tohoku Foreign Language & Tourism College

〒 980-0022 仙台市青葉区五橋 2-1-13
TEL 022-212-1635
http://www.tohokugaigo.ac.jp
英語

●

●

日本語／国際総合ビジネス

●

国際総合ビジネス

東北歯科技工専門学校

Touhoku Dental technical college

〒 982-0841 仙台市太白区向山 4-27-8
TEL 022-266-0237
http://www.toushigi.ac.jp
歯科技工

●

東北電子専門学校

TOHOKU COMPUTER COLLEGE

〒 980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院１-３-１
TEL 022-224-6501
●
http://www.jc-21.ac.jp/
情報システム／システムエンジニア／ネット
ワークシステム／ネットワークセキュリティ
／高度 IT エンジニア／スマートフォンアプリ
開発
ゲームクリエータ／ゲームエンジニア／CG ク
リエーター
電気工事／組込みソフトエンジニア／ホーム
エレクトロニクス技術／機械 CAD 設計
建築／建築大工技能／インテリア

●
●
●
●

総合情報ビジネス／国際ビジネス

●

映像放送／音響制作／デジタルミュージック

●

Web クリエーター／デジタルデザイン
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工業

医療

衛生

文化・教養

東日本航空専門学校

EAST JAPAN AIR TECHNICAL SCHOOL

〒 989-2421 岩沼市下野郷字菱沼 84
TEL 0223-23-3344
http://www.ejair.ac.jp/
航空機整備／空港エンジニア／エアポートビ
ジネス

●

宮城文化服装専門学校

Miyagi Bunka Fashion College

〒 980-0021 仙台市青葉区中央 3-4-8
TEL 022-227-1345
http://www.miyagibunka.ac.jp
服装／ファッションビジネス／ファッション
デザイン／スタイリスト

●

秋田県

秋田県立衛生看護学院

Akita Prefectural Hygiene and Nursing Academy
〒 013-0037 横手市前郷ニ番町 10-2
TEL 0182-23-5011
http://www.pref.akita.lg.jp/kangaku/
看護

●

秋田ヘアビューティカレッジ
AKITA HAIR BEAUTY COLLEGE

●

〒 010-0001 秋田市中通 6-18-13
TEL 018-833-2023
http://www.hairbeauty-akita.com

山形県

酒田調理師専門学校

Sakata Training College for Cooks
〒 998-0023 酒田市幸町 2-10-12
TEL 0234-22-0397
http://www.sakacho.ac.jp
高度調理技術／調理

●

福島県

i キャリア医療福祉専門学校

i career business, medical, welfare college
〒 963-8052 郡山市八山田 6-33
TEL 024-939-0039
http://www.haku-i-sin.com/
介護福祉

●

●

医療事務福祉
情報ビジネス／遺伝子管理コース／国際総合
ビジネスコース

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

●

日本語系

〒 984-0051 仙台市若林区新寺 3-2-1
TEL 022-299-1641
https://nichide.ac.jp/
デザイン芸術

語学・通訳・翻訳・ガイド系

専門学校日本デザイナー芸術学院 仙台校

NIPPON DESIGNER ACADEMY FINE ARTS SENDAI

スポーツ系

宮城県

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

福島県

磐城学芸専門学校

Iwaki Gakugei Vocational School

〒 970-1151 いわき市好間町下好間字浦田 154-1
TEL 0246-25-1110
http://iwaki-gakugei.ac.jp
情報技術

●

郡山健康科学専門学校

Koriyama Institute of Health Sciences
〒 963-8834 郡山市図景 2-9-3
TEL 024-936-7777
http://www.k-tohto.ac.jp
仮）日本語 開設準備中

●

郡山情報ビジネス公務員専門学校
〒 963-8002 郡山市駅前 1-12-2
TEL 024-923-4665
http://jo-bi.jp
国際ビジネス

●

●

国際ホテル・ツーリズム

国際情報工科自動車大学校

International Information Technology and
Car University College
〒 963-8811 郡山市方八町 2-4-15
TEL 024-956-0030
http://www.wiz.ac.jp/index.html
国際 IT・ゲーム
国際自動車

しらかわ介護福祉専門学校

●

●

Shirakawa care welfare technical school
〒 961-0905 白河市本町 2
TEL 0248-21-1294
http://shirakawa-kaigo.jp
介護福祉

●

茨城県

朝日国際医療福祉専門学校

Asahi International Medical Welfare College
〒 300-0874 土浦市荒川沖西 1-1-21
TEL 029-828-6770
http://asahi-fukushi.ac.jp/
介護福祉

●

アジア動物専門学校

〒 315-0015 石岡市貝地 2-8-38
TEL 0299-35-5380
http://www.aaa.ac.jp
動物総合

●

茨城音楽専門学校

Ibaraki Music Academy

●

〒 310-0844 水戸市住吉町 269-3
TEL 029-248-0521
http://www.i-music.ac.jp

12

上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養
上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

茨城県

大原医療福祉専門学校 水戸校
〒 310-0015 水戸市宮町 1-9-18
TEL 029-232-8038
http://www.o-hara.ac.jp
介護福祉

●

●

医療事務

大原簿記情報公務員専門学校 水戸校
〒 310-0015 水戸市宮町 1-9-18
TEL 029-232-8038
http://www.o-hara.ac.jp
経理本科 2 年生

●

筑波研究学園専門学校

Tsukuba Institute of Science & Technology
〒 300-0811 土浦市上高津 1601
TEL 029-822-2452
http://www.tist.ac.jp

つくば国際ペット専門学校

Tsukba International Pet college
〒 300-4353 つくば市沼田 578
TEL 029-866-2800
http://www.tip.ac.jp
ペットビジネス

●

つくば自動車整備専門学校

Technical Automobile College of Tsukuba

〒 305-0004 つくば市柴崎 624-5
TEL 029-863-0035
http://www.tact.ac.jp
一級自動車整備士／車体工／自動車工／農業機
械整備士／国際自動車整備士

●

筑波総合福祉専門学校

TSUKUBA GENERAL COLLEGE OF WELFARE
〒 305-0034 つくば市小野崎 303-6
TEL 029-860-5055
http://www.tuchiura.ac.jp/fukushi
介護福祉

●

つくばビジネスカレッジ専門学校
TSUKUBA BUSINESS COLLEGE

〒 305-0003 つくば市桜 2-14-4
TEL 029-857-9700
http://www.tsg.ac.jp/
情報処理

●

●

医療ビジネス／総合ビジネス

●

ブライダルビジネス

●

ビジュアルデザイン

東海学院文化教養専門学校

TOKAI GAKUIN Liberal Arts College
〒 302-0015 取手市井野台 1-22-14
TEL 0297-72-1000
http://www.tokaigakuin.ac.jp/
日本語

●

●

教養
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工業

医療

衛生

文化・教養
上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

茨城県

日本生物資源危機管理専門学校

Japanese Crisis management Career College
〒 306-0012 古河市旭町 2-11-6
TEL 0280-32-2013
http://www.eika.ac.jp
国際交流

●

リリーこども＆スポーツ専門学校
Lily Academy of Nurture and Wellness
〒 310-0022 水戸市梅香 2-1-44
TEL 029-226-0206
http://lily.ac.jp
こども教育／こども未来／介護ふくし

●

●

健康スポーツ

栃木県

専門学校足利コミュニティーカレッジ
ASHIKAGA Community College

〒 326-0803 足利市家富町 6-3
TEL 0284-41-6131
http://www.onuki-acc.jp
アパレルデザイン／ファッションビジネス

●

●

日本語

足利製菓福祉専門学校
Ashikaga Seika College

〒 326-0822 足利市田中町 914
TEL 0284-70-1414
http://www.akf.ac.jp
パティシエ

●

足利デザイン・ビューティ専門学校
Ashikaga Design and Beauty College
〒 326-0822 足利市田中町 914
TEL 0284-72-2981
http://www.acd.ac.jp
トータルビューティ／美容総合

●

●

ファッションデザイン

●

クリエイティブ・デザイン

宇都宮日建工科専門学校

NIKKEN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
〒 321-0934 宇都宮市簗瀬 4-3-13
TEL 028-639-0510
http://www.utsunomiyanikken.com/
日本語

●

宇都宮メディア・アーツ専門学校
Utsunomiya Media Arts College

〒 320-0806 宇都宮市中央 1-10-12
TEL 028-610-7070
http://www.media-arts.ac.jp
建築インテリアデザイン

●

●

放送・映像・音響

●

ビジュアルデザイン／まんがアート
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工業

医療

衛生

文化・教養

栃木県

大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校
宇都宮校
O-HARA College of Business

●

〒 321-0953 宇都宮市東宿郷 2-5-4
TEL 028-637-9100
http://utsunomiya.o-hara.ac/
経理本科 2 年制

国際介護福祉専門学校
KOKUSAIKAIGOFUKUSHI

〒 320-0811 宇都宮市大通り 1-2-5
TEL 028-622-8110
http://www.tbc-u.ac.jp/welfare/
介護福祉

●

国際情報ビジネス専門学校
KOKUSAIJYOUHOUBUSINESS

〒 320-0811 宇都宮市大通り 1-2-5
TEL 028-622-8110
http://www.tbc-u.ac.jp/business/
情報処理／モバイルアプリクリエイター

●

●

国際 IT ビジネス／総合ビジネス

●

トラベルホテル

●

デジタルクリエイター

●

日本語

さくら総合専門学校

SAKURA SOGO COLLEGE

〒 329-1321 さくら市馬場 410
TEL 028-681-1301
http://www.skr.ac.jp
臨床工／救急救命

●

那須看護専門学校

Nursing School of NASU

〒 329-3135 那須塩原市前弥六 54-1
TEL 0287-67-1188
http://www.hakuai.ac.jp

専門学校日産栃木自動車大学校

NISSAN AOUTMOBILE TECHNICAL COLLEGE TOCHIGI
〒 329-0604 河内郡上三川町大字上郷字南西原 2120
TEL 0285-56-3585
https://WWW.nissan-gakuen.ac.jp
自動車整備（2 年）／一級自動車工（4 年）

●

群馬県

群馬県理容専門学校
Gunma Barber College

〒 371-0805 前橋市南町 3-61-5
TEL 027-221-3148
http://www.gunri.com/
理容

●

専門学校群馬自動車大学校

Gunma Automobile University School
〒 379-2215 伊勢崎市赤堀今井町 1-581
TEL 0270-62-0167
http://www.gaus.ac.jp
国際メカニック

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

〒 371-0846 前橋市元総社町 152
TEL 027-253-0345
http://www.shoken-gakuen.ac.jp/college/
福祉保育／介護福祉専攻

●

中央情報経理専門学校

CHUO JYOUHOU KEIRI SENMONGAKKOU
〒 371-0844 前橋市古市町 1-49-4
TEL 027-253-5544
http://www.chuo.ac.jp/cia/
国際ビジネス

●

●

国際ビジネス

中央情報経理専門学校 高崎校
〒 370-0841 高崎市栄町 13-1
TEL 027-324-8511
http://www.chuo.ac.jp/cid
国際ビジネス

●

中央動物看護専門学校

CHUO DOUBUTU KANGO SENMONGAKKOU
〒 371-0844 前橋市古市町 1-43-27
TEL 027-253-7211
http://www.chuo.ac.jp/cia/
国際動物看護

●

中央農業グリーン専門学校
CHUO AGRI CULTURE COLLEGE
〒 371-0805 前橋市南町 2-31-1
TEL 027-220-1200
http://www.chuo.ac.jp/cag/
農業経営／ファーム農業経営

●

●

食農調理師

NIPPON おもてなし専門学校
NIPPON OMOTENASHI COLLEGE

〒 371-0026 前橋市大手町 1-11-4
TEL 027-210-6868
http://www.nippon-academy.ac.jp/omo/
おもてなし

●

東日本製菓技術専門学校

Higashi Nippon Vocational School of Confectionery
technology

●

〒 379-2121 前橋市小屋原町 1145-1
TEL 027-267-1151
http://www.c-p.ac.jp/seika/
製菓衛生師／製菓製パン本科

東日本調理師専門学校

Higashinihon Vocational School of Culinary Art
〒 370-1203 高崎市矢中町 23-10
TEL 027-346-0389
http://www.c-p.ac.jp/tocho/
調理高度テクニカル

●

16

上級日本語（進学・編入含む）系

Gunma Social Welfare Academy

日本語系

群馬社会福祉専門学校

語学・通訳・翻訳・ガイド系

群馬県

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

●

〒 379-2121 前橋市小屋原町 1098-1
TEL 027-267-1172
http://www.yamasaki.ac.jp/hotel/
ブライダル／ホテル／トラベル

前橋医療福祉専門学校

Maebashi Medical Welfare College
〒 371-0006 前橋市石関町 122-6
TEL 027-269-1600
http://www.e-mirai.com
医療秘書

●

●

理学療法／作業療法／言語聴覚

●

介護福祉

埼玉県

アルスコンピュータ専門学校

ARS Computer Professional Training College
〒 360-0046 熊谷市鎌倉町 124
TEL 048-526-0919
http://www.arsnet.ac.jp/school
情報システム／IT 総合研究

●

●

福祉保育

●

情報ビジネス／国際 IT ビジネス

入間看護専門学校

irumakangosenmongakkou

〒 358-0014 入間市宮寺字宮の台 4063
TEL 04-2934-3511
http://www.i-heiseigakuen.ac.jp/
看護

●

大川学園医療福祉専門学校

Ohkawa Gakuen Medical & Welfare College
〒 357-0016 飯能市大字下加治 345
TEL 042-974-8880
http://www.ohkawa.jp/
介護福祉

●

大原医療秘書福祉専門学校 大宮校
O-HARA College of Business

〒 330-0802 さいたま市大宮区宮町 2-61-1
TEL 048-647-3399
http://omiya.o-hara.ac/
介護福祉

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

Vocational school of bridal, hotel & travel

日本語系

東日本ブライダル・ホテル・トラベル
専門学校

語学・通訳・翻訳・ガイド系

●

スポーツ系

〒 379-2121 前橋市小屋原町 1098-1
TEL 027-267-1171
http://www.yamasaki.ac.jp/design-com/
デザイン／コンピュータ

動物・ペット系

Higashinihon design & computer college

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

東日本デザイン＆コンピュータ専門学校

文化・教養
マスメディア・映像・写真・音楽系

群馬県

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

Omiya College of Medical Secretary

〒 330-0854 さいたま市大宮区桜木町 1-197-1
TEL 048-658-0850
https://www.sanko.ac.jp/omiya-med/
医療事務／医療秘書／診療情報管理士

●

大宮こども専門学校

Omiya Child Career College

〒 330-0854 さいたま市大宮区桜木町 1-197-1
TEL 048-658-0855
http://www.sanko.ac.jp/omiya-child/
こども総合／保育

●

大宮スイーツ＆カフェ専門学校

oomiya sweets and cafe vocational school

〒 330-0854 さいたま市大宮区桜木町 1-389-3
TEL 048-658-0870
http://www.sanko.ac.jp/omiya-sweets/
スイーツパティシエ

●

大宮ビューティーアート専門学校
oomiya beauty art vocational school

〒 330-0854 さいたま市大宮区桜木町 1-389-3
TEL 048-658-0860
http://www.sanko.ac.jp/omiya-beauty/
トータルビューティー／ウェディングプラン
ナー／ブライダルヘアメイク＆ドレス／美容

●

川口文化服装専門学校

KAWAGUCHI Bunka Fashion College
〒 332-0016 川口市幸町 3-5-33
TEL 048-253-0331
http://www.fashionbunka.jp/
専門課程服装／専門課程服飾専攻

●

専門学校関東工業自動車大学校
KANTO Industrial College

〒 365-0059 鴻巣市糠田 2618-8
TEL 048-596-3555
http://kanto-koudai.com
国際サービスエンジニア／二級自動車整備

●

関東福祉専門学校

KANTO WELFARE COLLEGE

〒 365-0032 鴻巣市中央 23-10
TEL 048-542-3000
http://www.kantofukushi.org
介護福祉

●

グルノーブル美容専門学校
Grenoble Beauty College

〒 367-0232 児玉郡神川町新里 1368-13
TEL 0495-77-1919
http://gurubi.jp/
美容専門課程

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

大宮医療秘書専門学校

日本語系

●

語学・通訳・翻訳・ガイド系

〒 330-0802 さいたま市大宮区宮町 4-13-2
TEL 048-647-3399
http://omiya.o-hara.ac/
経理本科 2 年制

スポーツ系

O-HARA College of Business

動物・ペット系

大原簿記情報ビジネス専門学校 大宮校

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

埼玉県

文化・教養
マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

埼玉県

国立障害者リハビリテーションセンター学院

National Rehabilitation Center for Persons
with Disabled College

●

〒 359-0042 所沢市並木 4-1
TEL 04-2995-3100
http://www.rehab.go.jp/College/japanese/
義肢装具

●

言語聴覚
視覚障害／手話通訳／リハビリテーション体
育／児童指導員

●

埼玉医療福祉専門学校

Saitama Medical and Welfare career college
〒 362-0071 上尾市井戸木 2-2-1
TEL 048-786-0077
http://aoi.ac.jp/saitama/
理学療法

●

埼玉歯科技工士専門学校

Dental Technical College of Saitama

〒 337-0051 さいたま市見沼区東大宮 1-12-35
TEL 048-685-5211
http://www.dtcs.ac.jp
歯科技工士

●

専門学校埼玉自動車大学校

〒 362-0806 伊奈町大字小室 1123
TEL 048-723-5522
http://www.saijidai.ac.jp/
一級自動車整備／二級自動車整備／自動車車
体整備／カスタムボディ

●

埼玉福祉・保育専門学校
Saitama College of Welfare

〒 330-0845 さいたま市大宮区仲町 3-88-2
TEL 048-649-2331
http://www.scw.ac.jp
介護福祉士／社会福祉士／保育士／キャリア
デザイン・コミュニケーション

●

中央情報専門学校

Chuo Computer & Communication College
〒 352-0001 新座市東北 2-33-10
TEL 048-474-6651
http://www.ccmc.ac.JP
IT プロフェッショナル／IT・Web

●

●

ビジネスデザイン

●

日本語本科

テクノ・ホルティ園芸専門学校

Techno Horti vocational college of horticulture

〒 361-0025 行田市埼玉 4758
TEL 048-559-1187
http://www.ito.ac.jp
園芸 1 類

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

埼玉県

東京 IT 会計法律専門学校 大宮校

TOKYO IT & ACCOUNTING & LAW COLLEGE OMIYA

〒 330-0854 さいたま市大宮区桜木町 1-152-1
TEL 048-658-4110
http://www.omiya-kaikeihoritsu.ac.jp/
会計／IT ビジネス

●

東京国際学園外語専門学校

TOKYO INTERNATIONAL LANGUAGE COLLEGE

〒 350-1133 川越市砂 1071-5
TEL 049-245-2882
http://www.tilcollege.com/language/index.html
日本語／日本語本科／日本語ビジネス IT／応
用日本語／日本語教員養成

●

日本グローバル専門学校
NIHON GLOBAL COLLEGE

〒 350-0226 坂戸市本町 2-9
TEL 049-280-5035
http://www.taiken-ngc.jp/
国際ビジネスⅠ部／国際ビジネスⅡ部／国際言
語・ビジネスⅠ部／国際言語・ビジネスⅡ部

●

ハンサム銀座理容美容専修学校

〒 330-0854 さいたま市大宮区桜木町 4-92
TEL 048-631-3100
http://handsomeginza.ac.jp
理容／美容

●

ホンダテクニカルカレッジ関東

HONDA TECHNNICAL COLLEGE KANTO

〒 356-8567 ふじみ野市鶴ヶ岡 5-2-2
TEL 049-264-0121
http://www.hondacollege.ac.jp/honda_e/
自動車整備／1 級自動車整備研究／自動車開
発エンジニア

●

吉川福祉専門学校

YOSHIKAWA WELEFARE COLLEGE
〒 342-0041 吉川市保 1-23-14
TEL 048-984-4701
http://www.yoshikawa-fukushi.ac.jp
介護福祉

●

千葉県

安房医療福祉専門学校

AWA SCHOOL OF HEALTH AND WELFARE
〒 294-0007 館山市腰越 801-1
TEL 0470-28-5100
http://www.awa-school.ac.jp
看護

●

イーストウエスト外国語専門学校

EASTWEST COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES
〒 263-0032 千葉市稲毛区稲毛台町 18ー10
TEL 043-243-7611
https://www.eastwest-college.ac.jp/
国際ビジネス／言語コミュニケーション

●
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日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

〒 260-0045 千葉市中央区弁天 1-16-15
TEL 043-290-0008
http://www.o-hara.ac.jp/
経理本科

●

国際理工情報デザイン専門学校

INTERNATIONAL TECHNICAL COLLEGE
〒 263-0024 千葉市稲毛区穴川 3-8-11
TEL 043-252-1920
http://www.itc.ac.jp
情報システム

ゲームクリエイター／ビジュアルデザイン

●

●
●

建築設計

ジェイヘアメイク専門学校
J HAIRMAKE SCHOOL

〒 260-0021 千葉市中央区新宿 2-11-5
TEL 043-307-8898
https://j-hm.jp/
美容師

●

千葉医療秘書専門学校

Chiba College of Medical Secretary

〒 260-0014 千葉市中央区本千葉町 8-16
TEL 043-202-3531
http://www.sanko.ac.jp/chiba-med/
医療秘書／診療情報管理士／医療事務

●

専門学校千葉県自動車総合大学校
Chiba Automobile Engineering College
〒 261-0002 神ヶ浦市長浦 580-258
TEL 0438-63-0077
http://www.cats-i.ac.jp
2 級自動車整備／自動車車体整備

●

千葉こども専門学校

Chiba Child Career College

〒 260-0014 千葉市中央区本千葉町 8-16
TEL 043-223-6781
http://sanko.ac.jp/chiba-child/
保育／こども総合

●
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大原簿記公務員専門学校 千葉校

日本語系

●

語学・通訳・翻訳・ガイド系

〒 260-0045 千葉市中央区弁天 1-16-2
TEL 043-290-0008
http://www.o-hara.ac.jp/
介護福祉

スポーツ系

大原医療秘書福祉専門学校 千葉校

動物・ペット系

●

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

〒 270-0132 流山市駒木 474
TEL 04-7155-2691
https://www.edosen.jp/
社会福祉／心理・精神保健福祉／介護福祉／
こども福祉

文化・教養
マスメディア・映像・写真・音楽系

江戸川大学総合福祉専門学校

EDOGAWA UNIVERSITY HEALTH AND WELFARE T.C.

ファッション系

千葉県

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

千葉日建工科専門学校

Chiba Nikken Postsecondary Training College

〒 260-0031 千葉市中央区新千葉 2-20-1
TEL 043-241-1300
http://www.cnp.ac.jp
建築 CAD 技術／建築デザイン設計／建築デザ
イン研究

●

千葉ビューティーアート専門学校
chiba Beauty Art College

〒 260-0014 千葉市中央区本千葉町 8-16
TEL 043-202-3571
http://www.sanko.ac.jp/chiba-beauty/
トータルビューティー／ブライダルプロ
デュース

●

千葉リゾート＆スポーツ専門学校
Chiba Resort & Sports College

〒 260-0014 千葉市中央区本千葉町 8-16
TEL 043-202-3541
http://www.sanko.ac.jp/chiba-sports/
スポーツトレーナー／健康スポーツ

●

中央介護福祉専門学校

Chuo Vocathional Training School for Care
Workers

●

〒 263-0023 千葉市稲毛区緑町 1-5-17
TEL 043-242-0201
http://tokigakuen.ac.jp/kaigo/
介護福祉

勤医会東葛看護専門学校

kinikaitoukatukangosenmongakkon
〒 270-0174 流山市下花輪 409
TEL 04-7158-9955
http://toukatsukangaku.com/
看護

●

東京 IT 会計法律専門学校 千葉校
〒 260-0045 千葉市中央区弁天 1-6-2
TEL 043-207-5611
http://www.all-japan.ac.jp/
会計／IT ビジネス

●

成田航空ビジネス専門学校

Airline Business College of NARITA
〒 286-0048 成田市公津の杜 2-28-4
TEL 0476-27-2500
http://abc-narita.ac.jp/
エアラインビジネス

●

専門学校ニホン国際 IT カレッジ

NIHON INTERNATIONAL INFORMATION
TECHNOLOGY COLLEGE

〒 270-0014 松戸市小金 59-1
●
TEL 047-343-1110
http://jiit.ac.jp
国際 IT／IT エンジニア（IT エンジニアは N1
以上）
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千葉県

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

千葉県

パリ総合美容専門学校 柏校
PARIS Beauty College KASHIWA

〒 277-0005 柏市柏 3-4-7
TEL 04-7165-8810
http://www.pasobi.com
総合美容／トータルネイル／トータルエステ

●

パリ総合美容専門学校 千葉校
Paris Beauty College

〒 260-0854 千葉市中央区長洲 1-15-12
TEL 043-227-7446
http://paribi.com
専門課程総合美容／専門課程一年制トータル
／高等課程総合美容

●

松山学園松山福祉専門学校
Matsuyama college of welfare
〒 270-2223 松戸市秋山 71-2
TEL 047-392-2211
http://www.mcw.ac.jp
介護福祉

●

東京都

愛国学園保育専門学校

Aikoku Gakuen Nursery Professional Training College
〒 133-0057 江戸川区西小岩 5-7-1
TEL 03-5668-3131
http://www.aikokuhosen.ac.jp
幼児教育

●

青山製図専門学校

Aoyama Technical College

〒 150-0032 渋谷区鶯谷町 7-9
TEL 03-3462-1441
https://www.aoyamaseizu.ac.jp/
建築工／建築設計デザイン／住宅設計デザイ
ン／建築設計研究／建築インテリア工／建築
インテリアデザイン／商空間デザイン

●

阿佐ヶ谷美術専門学校

Asagaya College of Art & Design

〒 166-0011 杉並区梅里 1-3-3
TEL 03-3313-8655
http://www.asabi.ac.jp
視覚デザイン／キャラクターデザイン／映像
メディア／リビングプロダクトデザイン／イ
メージクリエイション／絵画表現／研究

●

専門学校アジア・アフリカ語学院
Asia-Africa Linguistic Institute

〒 181-0004 三鷹市新川 5-14-16
TEL 0422-48-5515
http://www.aacf.or.jp
日本語／日本語教育

●

アポロ歯科衛生士専門学校

〒 164-0002 中野区上高田 4-15-4
TEL 03-3385-0814
http://www.apollogakuen.ac.jp
歯科衛生

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

東京都

ESP アニメーション声優専門学校

Professional Training College ESP Animation
Voice-Actor

●

〒 150-0001 渋谷区神宮前 1-10-34
TEL 03-5772-1281
http://www.esp.ac.jp
声優／声優 3 年制

専門学校 ESP ミュージカルアカデミー

Professional Training College ESP MUSICAL
ACADEMY（Professional Training College
ESP ENTERTAINMENT TOKYO）

〒 169-0075 新宿区高田馬場 3-3-19
TEL 03-3368-6840
http://www.esp.ac.jp
ギタークラフト 2 年制／ギタークラフト 3 年
制／ピアノ調律／管楽器リペア／ギタークラ
フト研究／楽器技術研究／ミュージシャン／
パフォーマンス／サウンドクリエイター／
アーティストスタッフ／コンサートスタッフ
／音楽スタッフ総合

●

専門学校インターナショナル・スクール
オブビジネス
INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

●

〒 170-0002 豊島区巣鴨 3-8-1
TEL 03-3949-7811
http://www.isb.ac.jp
国際ビジネス

●

日本語

上智社会福祉専門学校

SOPHIA SCHOOL OF SOCIAL WELFARE
〒 102-0094 千代田区紀尾井町 7-1
TEL 03-3238-3021
http://www.sophia-sw.jp/
介護福祉士

●

上野法律専門学校
UENO LAW COLLEGE

●

〒 110-0014 台東区北上野 2-3-5
TEL 03-3841-3707
http://www.uenohoritu.ac.jp

大原簿記医療秘書公務員専門学校 町田校
OHARA BUSINESS SCHOOL MACHIDA
〒 194-0022 町田市森野 1-9-21
TEL 042-728-7621
http://machida.o-hara.ac/
情報 SE

●

織田栄養専門学校

Oda Nutrition College

〒 164-0001 中野区中野 5-32-8
TEL 03-3228-2121
http://eiyo.oda.ac.jp/
栄養士

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

●

織田ファッション専門学校

〒 164-0001 中野区中野 5-32-8
TEL 03-3228-2231
http://fashion.oda.ac.jp
ファッションデザイン／ファッションテクニ
カル／ファッションビジネス／スタイリスト

●

お茶の水はりきゅう専門学校

OCHANOMIZU INSTITUTE OF ACUPUNCTURE
& MOXIBUSTION

●

〒 113-0034 文京区湯島 1-3-6
TEL 03-5689-3366
http://www.harikyu.ac.jp
はり師きゅう師

香川調理製菓専門学校

Kagawa College of Culinary and Confectionery Arts
〒 170-0003 豊島区駒込 3-24-3
TEL 03-3576-3404
http://www.kagawa-choka.ac.jp
調理マイスター／調理師／製菓

●

草苑保育専門学校

Soen College of Nurtures

〒 171-0031 豊島区目白 3-17-11
TEL 03-3953-4016
http://www.soen.ac.jp
幼稚園教員・保育士養成

●

窪田理容美容専門学校

〒 164-8585 中野区中野 4-11-1
TEL 03-3228-5111
http://www.kubota.ac.jp
美容／理容／テクニカルスタイリスト科
ビューティーコース

●

専門学校桑沢デザイン研究所
Kuwasawa Design School

〒 150-0041 渋谷区神南 1-4-17
TEL 03-3463-2431
http://kds.ac.jp/
ファッションデザイン専攻

●

●

ビジュアルデザイン専攻
ビジュアルデザイン専攻／プロダクトデザイ
ン専攻／スペースデザイン専攻／ファッショ
ンデザイン専攻

●

国際デュアルビジネス専門学校

International College of Dual Business
〒 111-0052 台東区柳橋 2-20-14
TEL 03-3866-0811
http://ict-t.jp
国際観光／国際ホテル

●
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〒 164-0001 中野区中野 5-32-8
TEL 03-3228-2186
http://cook.oda.ac.jp
調理師／調理技術経営／調理製菓製パン

日本語系

ODA COOKING COLLEGE

語学・通訳・翻訳・ガイド系

織田調理師専門学校

スポーツ系

東京都

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

国際電子会計専門学校

〒 192-0904 八王子市子安町 1-11-14
TEL 042-646-2295
http://www.mvp999.net
国際電子経営本科／国際ビジネス本科

●

国際文化理容美容専門学校 国分寺校

KOKUSAIBUNKA TECHNICAL COLLEGE OF HAIRDESIGN
〒 185-0021 国分寺市南町 3-22-14
TEL 042-321-0002
http://www.kokusaibunka.ac.jp
理容／美容

●

佐伯栄養専門学校

SAIKI NUTRITION COLLEGE

〒 143-0052 大田区蒲田 5-45-5
TEL 03-5711-7088
http://www.saiki.ac.jp
栄養士

●

資生堂美容技術専門学校

SHISEIDO BEAUTY ACADEMY

〒 173-0003 板橋区加賀 2-15-1
TEL 03-3962-2561
http://academy.shiseido.co.jp/
美容師／ビューティーコンサルタント

●

品川介護福祉専門学校

SHINAGAWA School of Community Care Worker
〒 141-0033 品川区西品川 1-28-3
TEL 03-5498-6364
http://www.shinasha-kyoiku.or.jp/kaigo/
介護福祉

●

首都医校

Shuto Iko College of Medical Care & Welfare

〒 160-0023 新宿区西新宿 1-7-3
TEL 052-561-0077
https://www.iko.ac.jp
高度専門士看護／高度看護保健／実践看護Ⅰ
／実践看護Ⅱ

●

救急救命／臨床工学／臨床工学技士特科／歯科
衛生／鍼灸／柔道整復

●
●

理学療法／作業療法／言語聴覚

●

介護福祉／精神保健福祉／社会福祉

●

歯科秘書／医療秘書／診療情報管理
スポーツトレーナー／アスレティックトレー
ナー

●

彰栄保育福祉専門学校

SHOEI KINDERGARTEN TEACHERS AND
WELFARE WORKERS TRAINING SCHOOL

●

〒 112-0001 文京区白山 4-14-15
TEL 03-3941-2613
http://www.shoei.ac.jp
保育／介護福祉
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東京都

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

Shin Tokyo Dental Hygienist School
〒 143-0016 大田区大森北 1-18-2
TEL 03-3763-2200
http://www.dh.ntdent.ac.jp/
歯科衛生士

●

新東京歯科技工士学校

Shin Tokyo Dental Technician School
〒 143-0016 大田区大森北 1-18-2
TEL 03-3763-2211
http://www.dt.ntdent.ac.jp/
歯科技工士

●

駿台電子情報＆ビジネス専門学校

SUNDAI COMPUTER & BUSINESS COLLEGE
〒 101-0052 千代田区神田小川町 3-28-12
TEL 03-5259-3411
http://www.sundaidenshi.ac.jp/
IT エキスパート

●

駿台トラベル＆ホテル専門学校
Sundai Travel & Hotel College

〒 170-0002 豊島区巣鴨 1-15-2
TEL 03-4946-1211
http://www.sundai-th.jp/
国際観光専科（日中通訳コース・トラベルコー
ス・ホテルコース）

●

たかの友梨美容専門学校

Takano Yuri Beauty Academy

〒 150-0001 渋谷区神宮前 3-18-4
TEL 03-3401-1011
http://www.takanoyuri.ac.jp
美容師／エステティックセラピスト

●

専門学校田中千代ファッションカレッジ
TANAKA CHIYO FASHION COLLEGE

〒 150-0002 渋谷区渋谷 1-21-7
TEL 03-3409-2661
http://www.tanakachiyo.ac.jp
ファッションデザイン／ファッションテクニ
カル／ファッションビジネス

●
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新東京歯科衛生士学校

日本語系

●

語学・通訳・翻訳・ガイド系

〒 160-0023 新宿区西新宿 6-5-3
TEL 03-3342-0631
http://www.shincho.ac.jp
調理師本科／調理師専修

スポーツ系

Shinjuku Culinary College

動物・ペット系

新宿調理師専門学校

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

東京都

文化・教養
マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

中央工学校

Chuo College of Technology

〒 114-8543 北区王子本町 1-26-17
TEL 03-3906-1211
http://chuoko.ac.jp
機械／メカニカルデザイン／3D-CAD

●

建築／建築工／建築設計／木造建築／建築設
備設計／建築室内設計／インテリアデザイン
／インテリア／エンターテインメント設営／
土木建設／造園デザイン／測量

●
●

情報ビジネス

●

国際コミュニケーション／スポーツ健康

中央動物専門学校

CHUO ANIMAL COLLEGE

〒 114-0013 北区東田端 1-8-11
TEL 03-3819-1111
http://www.chuo-a.ac.jp
愛犬美容／愛犬美容研究／動物看護／動物看
護研究／動物共生研究／動物共生総合

●

中央理美容専門学校

Central Hair dressing and Beauty College
〒 161-0033 新宿区下落合 2-3-16
TEL 03-3950-8805
http://www.chic.ac.jp
理容／美容

●

専門学校デジタルアーツ東京
DIGITAL ARTS TOKYO

〒 171-0021 豊島区西池袋 2-38-8
TEL 03-5992-5800
http://www.dat.ac.jp
ゲーム

●

●

国際情報ビジネス

●

アニメ声優
アニメ／フィギュア原型／イラスト・マンガ
／ノベルス・シナリオ

●

東京 IT 会計専門学校

TOKYO IT & ACCOUNTING COLLEGE

〒 130-8565 墨田区錦糸 2-13-7
●
TEL 03-3624-5403
http://www.tokyo-itkaikei.ac.jp/
IT ビジネス／情報処理／情報メディア／情報
処理研究

●

会計士／税理士／高度会計／経理研究

東京 IT 会計専門学校 杉並校

TOKYO IT & ACCOUNTING COLLEGE SUGINAMI

〒 166-8567 杉並区高円寺南 4-21-8
TEL 03-3336-8601
http://www.suginami-itkaikei.ac.jp/
IT ビジネス

●

●

会計／経理・情報研究
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東京都

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

●

東京アニメーションカレッジ専門学校
TOKYO ANIMATION COLLEGE

〒 161-0033 新宿区下落合 1-1-8
TEL 03-5332-3056
http://www.tokyo-anime.jp
総合（総合声優コース）／声優（アニメ声優コー
ス・アニソン声優コース・声優舞台コース・
声優アニメカルチャーコース）

●

総合（アニメプロデュースコース・総合コミッ
クコース）／アニメーション（アニメーター
コース・CG アニメーションコース）／マンガ・
イラスト（ストーリーコミックコース・キャ
ラクターデザインコース・ノベルスコース）

●

東京医薬専門学校

TOKYO COLLEGE OF MEDICO-PHARMACO
TECHNOLOGY
〒 134-0084 江戸川区東葛西 6-16-2
TEL 03-3688-6161
http://www.tcm.ac.jp
医療秘書／くすり総合／化粧品総合／臨床工
学技士／救急救命士／言語聴覚士／視能訓練
士／歯科衛生士Ⅰ部

●

東京医療秘書福祉専門学校

TOKYO MEDICAL SECRETARY WELFARE COLLEGE

● ●

〒 113-0033 文京区本郷 3-23-16
TEL 03-3814-6936
http://www.sanko.ac.jp/tokyo-med/

東京医療福祉専門学校

〒 104-0032 中央区八丁堀 1-11-11
TEL 03-3551-5751
http://www.tokyoiryoufukushi.ac.jp
はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧／はり・
きゅう／柔道整復

●

東京ウェディング＆ブライダル専門学校
Tokyo wedding and bridal senmongakko

〒 113-0033 文京区本郷 5-24-3
TEL 03-5842-4931
http://sanko.ac.jp/tokyo-bridal/
ウェディングプランナー／ブライダルコー
ディネーター

●

専門学校東京ウェディングカレッジ
Tokyoweddingcollege

〒 134-0088 江戸川区西葛西 3-1-15
TEL 03-5676-3901
http://www.wedding.ac.jp
ウェディング

●

29

上級日本語（進学・編入含む）系

〒 164-0013 中野区弥生町 1-38-3
TEL 03-3375-4141
http://www.tohogakuen.ac.jp/announce/
放送声優／芸能バラエティ／演技／アナウン
ス／ダンスパフォーマンス

日本語系

TOKYO ANNOUNCE GAKUIN Performing
Arts College

語学・通訳・翻訳・ガイド系

専門学校東京アナウンス学院

スポーツ系

東京都

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

東京都

東京エアトラベル・ホテル専門学校
TOKYO AIR TRAVEL HOTEL COLLEGE

〒 184-0013 小金井市前原町 5-1-29
TEL 042-387-5111
http://www.technosac.jp
エアライン／ホテル／ブライダル／エアポー
トサービス／ビジネスマナー・秘書／観光旅
行／ファッションビジネス／鉄道交通

●

●

英語キャリア

東京外語専門学校

Tokyo Foreign Language college

〒 160-0023 新宿区西新宿 7-3-8
TEL 03-3367-1181
http://tflc.ac.jp
通訳翻訳／国際日本語／国際コミュニケー
ション

●

●

日本語

東京観光専門学校

TOKYO INSTITUTE OF TOURISM

〒 162-0843 新宿区市谷田町 3-21
TEL 03-3235-5713
http://www.tit.ac.jp/
ホテル／エアラインサービス／ブライダル／
観光ビジネス／旅行／カフェサービス

●

東京工学院専門学校

TOKYO KOGAKUIN COLLEGE OF TECHNOLOGY

〒 184-8543 小金井市前原町 5-1-29
TEL 042-387-5111
http://www.technosac.jp
情報システム
法律情報／経営情報／大学併修
電気電子

●

●
●
●

航空

●

建築／インテリアデザイン

●

教育専攻
声優・演劇／ゲームクリエーター／CG クリエー
ター／Web クリエーター／コンサート・イベ
ント／音響芸術／ミュージック／放送芸術

●

マンガ／アニメーション／グラフィックデザ
イン

●
●

スポーツビジネス

専門学校東京工科自動車大学校

Tokyo Technical College Nakano Campus

〒 164-0001 中野区中野 6-21-16
TEL 03-3360-8824
http://www.tera-house.ac.jp
1 級自動車整備／自動車整備／エンジンメン
テナンス

●
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日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

専門学校東京工科自動車大学校 品川校

TOKYO TECHNICAL COLLEGE SHINAGAWA CAMPUS

〒 140-0004 品川区南品川 3-7-12
TEL 03-5479-8811
http://www.tera-house.ac.jp
1 級自動車整備／自動車整備

●

専門学校東京工科自動車大学校 世田谷校

Tokyo Technical College Setagaya Campus
〒 154-0015 世田谷区桜新町 1-2-1
TEL 03-5706-6661
http://www.tera-house.ac.jp/car/
1 級自動車エンジニア／自動車整備

●

東京ゴルフ専門学校
Tokyo Golf College

〒 168-0072 杉並区高井戸東 3-27-11
TEL 03-3247-3636
http://www.tgc.ac.jp
ゴルフ

●

専門学校東京自動車大学校

Tokyo Automobile University School
〒 125-0002 葛飾区西亀有 3-28-3
TEL 03-3601-2535
http://www.taus.ac.jp
自動車整備／ボディクラフト

●

東京柔道整復専門学校

〒 179-0084 練馬区氷川台 3-31-13
TEL 03-5920-2211
http://www.kyobun.ac.jp
柔道整復

●

東京商科・法科学院専門学校

TOKYO SHOKA & HOAK BUSINESS COLLEGE

〒 101-0051 千代田区神田神保町 1-50
TEL 03-3294-4091
http://www.tokyo-nissin.ac.jp
経営・事務ビジネス／国際経営ビジネス／国
際コミュニケーション

●

専門学校東京スクール・オブ・ビジネス
TOKYO SCHOOL OF BUSINESS

〒 151-0053 渋谷区代々木 1-56
TEL 03-3370-2224
http://www.tsb-yyg.ac.jp
IT ビジネス
フラワービジネス

●

●

経営／オフィスビジネス／医療ビジネス／
ショップビジネス

●
●

ファッションビジネス

●

マスコミ出版・芸能

●

ペットビジネス

●

スポーツビジネス
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東京都

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

東京すし和食調理専門学校

Tokyo College of Sushi and Washoku

〒 154-0001 世田谷区池尻 2-30-14
TEL 03-5431-5961
http://sushi-tokyo.jp/
和食調理（全日制 2 年）／調理研究（全日制
1 年）

●

東京スポーツ・レクリエーション専門学校
Tokyo College of Sports & Recreation
〒 134-0088 江戸川区西葛西 7-13-12
TEL 03-5696-9090
http://www.tsr.ac.jp
スポーツビジネス

●

スポーツトレーナー／スポーツインストラク
ター／スポーツビジネス実践／アスレティッ
クトレーナー養成／こども保育スポーツ

●

東京聖栄大学附属調理師専門学校

Technical College of Cooking attached to
Tokyo Seiei College

●

〒 124-8530 葛飾区西新小岩 1-7-5
TEL 03-3696-1411
http://www.seiei-chouri.ac.jp/
調理師

東京製菓学校

TOKYO SEIKA GAKKO

〒 169-0075 新宿区高田馬場 1-14-1
TEL 03-3200-7171
http://www.tokyoseika.ac.jp/
第 1 部洋菓子本科／第 1 部和菓子本科／第 1
部パン本科

●

東京誠心調理師専門学校
SEISHIN GAKUEN

〒 144-0052 大田区蒲田 3-21-4
TEL 03-3734-4411
http://www.seishingakuen.ac.jp
調理師／シェフパティシェ

●

専門学校東京テクニカルカレッジ

Tokyo Technical College Higashi-nakano Campus

〒 164-8787 中野区東中野 4-2-3
TEL 03-3360-8881
http://www.tera-house.ac.jp/tec/
情報処理／Web 動画クリエイター
ゲームプログラミング
建築監督／建築／インテリア

バイオテクノロジー／環境テクノロジー

東京テクノ ･ ホルティ園芸専門学校

●

●
●
●

Vocational College of Horticulture Tokyo
〒 101-0052 千代田区神田小川町 3-26-1
TEL 03-3292-0954
http://www.ito.ac.jp
フラワービジネス

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

東京都

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養
上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

東京都

東京デザイナー学院

Tokyo Designer Gakuin College

〒 101-0062 千代田区神田駿河台 2-11
TEL 03-3292-0661
http://www.tdg.ac.jp/
建築デザイン／インテリアデザイン

●

●

メイクアップデザイン

●

ファッションデザイン

●

グラフィックデザイン／映像デザイン
マンガ／イラストレーション／プロダクトデ
ザイン／アートデザイン／アニメーション／
総合デザイン

●

東京豊島 IT 医療福祉専門学校

Tokyo Toshima IT Medical Welfare College

〒 171-0022 豊島区南池袋 2-8-9
TEL 03-3984-6218
http://tokyo-toshima.jp
国際ビジネス／国際コミュニティ／情報ビジ
ネス／医療福祉事務

●

専門学校東京ビジネス外語カレッジ

TOKYO BUSINESS and LANGUAGE COLLEGE

〒 171-0022 豊島区南池袋 1-13-13
TEL 03-5957-1310
http://www.isi.ac.jp/tbl
グローバルビジネス

●

●

国際コミュニケーション

専門学校東京ビジュアルアーツ
TOKYO VISUAL ARTS

〒 102-0081 千代田区四番町 11
TEL 03-3221-0202
http://tva.ac.jp
写真／放送／映画／マスコミ・映像／音響／
ヴォーカル＆ミュージシャン／サウンドクリ
エイター

●

●

声優・俳優／特殊メイク

●

ダンス

東京ビューティーアート専門学校
TOKYO BEAUTY ART COLLEGE

〒 113-0033 文京区本郷 3-37-8
TEL 03-5805-1251
http://www.sanko.ac.jp/tokyo-beauty/
美容／トータルビューティー／ヘアメイク（計
画申請中）／美容研究

●

東京福祉専門学校

Tokyo College of Welfare

〒 134-0088 江戸川区西葛西 5-10-32
TEL 03-3804-1515
http://www.tcw.ac.jp
作業療法士／作業療法士夜間課程

●

社会福祉士・精神保健福祉士／介護福祉／介
護夜間／介護養成／こども保育／こども保育
夜間

●
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工業

医療

衛生

文化・教養

東京服飾専門学校

Tokyo Fashion Art College

〒 170-0002 豊島区巣鴨 1-19-7
TEL 03-3946-7321
http://www.tfac.ac.jp
スタイリスト／ファッションビジネス／アパ
レル造形／アパレル技能

●

東京服装文化学院

Tokyo Fukuso Bunka Gakuin

〒 136-0071 江東区亀戸 2-18-11
TEL 03-3681-0261
http://www.tokyo-fc.ac.jp
ファッション

●

東京ブレーメン動物専門学校

Tokyo Bremen Professional Training colleage
of Animal Studies

●

〒 114-0023 北区滝野川 7-39-14
TEL 03-6903-6601
http://www.tkba.ac.jp/
ペットビジネス

東京ベルエポック美容専門学校
Tokyo College of Belle epoque

〒 134-0088 江戸川区西葛西 6-24-16
TEL 03-5659-9090
http://www.tbe.ac.jp
美容師／美容師実践／トータルビューティ／
トータルビューティ専攻

●

●

ヘアメイク

東京法律専門学校

TOKYO LAW COLLEGE

〒 130-8565 墨田区太平 1-9-8
TEL 03-3624-5403
http://www.tokyo-horitsu.ac.jp/
法律（4 年制）／法律／法律ビジネス

●

東京マスダ学院調理師専門学校

TOKYO MASUDA PROFFSSIONAL COOKING SCHOOL

〒 132-0035 江戸川区平井 4-13-4
TEL 03-3682-3331
http://www.masuda.ac.jp
専門課程

●

東京マルチメディア専門学校
Tokyo Multimedia College

〒 169-0073 新宿区百人町 1-13-16
TEL 03-3371-2226
http://tmc.tsuzuki.ac.jp/
モバイルアプリケーション／研究

●

●

情報ビジネス／情報処理
ゲームクリエイター／ビジュアルデザイン／
マンガイラスト

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

東京都

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

東京モード学園

Tokyo MODE GAKUEN college of Fashion & Design

〒 160-0023 新宿区西新宿 1-7-3
TEL 052-561-0077
http://www.mode.ac.jp/tokyo
ヘア・メイクアーティスト／美容

●

ファッションデザイン（４年制、３年制、２
年制）／ファッション技術／ファッションビ
ジネス（３年制、２年制）／スタイリスト／
インテリア／グラフィック／メイク・ネイル
／モード基礎

●

東京リゾート＆スポーツ専門学校
Tokyo Resort & Sports

〒 171-0022 豊島区南池袋 2-31-2
TEL 03-5391-3386
http://www.sanko.ac.jp/tokyo-sports/
スポーツトレーナー／健康スポーツ／アスレ
ティックトレーナー／スポーツ保育

●

東京リハビリテーション専門学校
〒 132-0021 江戸川区中央 1-8-21
TEL 03-3674-0233
http://tokyo-reha.azalee.or.jp/

●

東京 YMCA 医療福祉専門学校

Tokyo YMCA College of Human Care
〒 186-0003 国立市富士見台 2-35-11
TEL 042-577-5521
http://tokyo.ymca.ac.jp/ifs
作業療法

●

●

介護福祉

東放学園専門学校

TOHO GAKUEN Media Training College
〒 168-0063 杉並区和泉 2-4-1
TEL 03-3323-8531
http://www.tohogakuen.ac.jp/
放送技術／照明クリエイティブ

●

●

放送芸術／放送音響／テレビ美術

東放学園映画専門学校

Toho Film Techniques Training College
〒 160-0023 新宿区西新宿 5-25-8
TEL 03-5333-5080
http://www.tohogakuen.ac.jp/
プロモーション映像／映画制作

●

●

アニメーション映像／小説創作

東邦歯科医療専門学校

TOUHOUSHIKAIRYOUSENMONGAKKOU
〒 191-0032 日野市三沢 1-1-1
TEL 042-591-5364
http://www.toho-dc.ac.jp
歯科技工士／歯科衛生士

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

東京都

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

東京都

東洋鍼灸専門学校

Toyo Shinkyu College of Oriental Medicine

〒 169-0073 新宿区百人町 1-4-4
TEL 03-3209-5436
http://www.toyoshinkyu.ac.jp/
鍼灸あん摩マッサージ指圧昼間部／鍼灸昼間部

●

東洋美術学校

TOYO INSTITUTE OF ART & DESIGN

〒 162-0067 新宿区富久町 2-6
TEL 03-3359-7421
https://www.to-bi.ac.jp/
クリエイティブデザイン／グラフィックデザ
イン／イラストレーション／インダストリア
ルデザイン／マンガ／保存修復／絵画／中国
水墨

●

専門学校トヨタ東京自動車大学校
TOYOTA TECHNICAL COLLEGE TOKYO

〒 193-0944 八王子市館町 2193
TEL 0426-63-3211
https://www.toyota-jaec.ac.jp
1 級自動車／1 級専攻／自動車整備／ボデーク
ラフト／スマートモビリティ

●

ドレスメーカー学院
dressmaker-gakuin

〒 141-8652 品川区上大崎 4-6-19
TEL 03-3491-8839
http://www.dressmaker-gakuin.ac.jp/
服飾造形／ファッションビジネス／アパレル
技術／高度アパレル専門／アパレルデザイン

●

専門学校中野スクール・オブ・ビジネス
Nakano School of Business

〒 180-0013 武蔵野市吉祥寺南町 2-4-1
TEL 0422-48-2001
http://www.nakano.ac.jp
国際ビジネス／経営情報ビジネス／経営ビジ
ネス／インターネットビジネス／経済・会計
ビジネス／英語ビジネス／プログラミングビ
ジネス

●

●

トラベルビジネス

日体柔整専門学校

〒 158-0097 世田谷区用賀 2-2-7
TEL 03-5717-6161
http://www.nittai-j.ac.jp
柔道整復

●

日中学院

THE INSTITUTE OF JAPANESE-CHINESE STUDIES

〒 112-0004 文京区後楽 1-5-3
TEL 03-3814-3591
https://www.rizhong.org
日本語

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

東京都

日本医学柔整鍼灸専門学校

Japan Judo Therapy, Acupuncture & Moxibustion
Therapy College

●

〒 169-0075 新宿区高田馬場 1-18-18
TEL 03-3208-7741
https://www.jusei-sinkyu.com/
柔道整復昼間部／鍼灸昼間部

日本医歯薬専門学校

NIHON COLLEGE OF HEALTH CARE SERVICES
〒 166-0003 杉並区高円寺南 2-44-1
TEL 03-5377-2200
http://www.ishiyaku.ac.jp
歯科衛生士／視能訓練士

●

日本医療ビジネス大学校

The College of Japan Medicine & Business
〒 170-0005 豊島区南大塚 1-59-4
TEL 03-5940-7080
http://jusei.m-gakuen.ac.jp
柔道整復

●

●

国際情報ビジネス

日本ウェルネス歯科衛生専門学校

JAPAN WELLNESS Dental Hygienist College
〒 175-0094 板橋区成増 1-2-5
TEL 03-5968-3211
http://taiken-jwd.com/
歯科衛生士Ⅰ部／歯科衛生士Ⅱ部

●

日本外国語専門学校

Japan College of Foreign Languages
〒 171-0031 豊島区目白 3-1-30
TEL 03-3365-6141
http://www.jcfl.ac.jp/
日本語

●

総合英語／英語通訳翻訳／日中通訳翻訳／日
韓通訳翻訳／日越通訳翻訳／英語本科／アジ
ア・ヨーロッパ言語／キャビンアテンダント・
エアライン／国際ホテル／国際観光／国際ブ
ライダル／国際ビジネス／日本語ビジネス／
国際関係／エアライン専科／英語コミュニ
ケーション専科／日韓・日中通訳翻訳専科／
大学・大学院進学

●

日本芸術専門学校 大森校
Japan Newart College

〒 143-0023 大田区山王 2-12-13
TEL 03-3771-2111
http://www.jnc.nichigei.ac.jp/
演劇／芸術

●

日本健康医療専門学校

〒 111-0053 台東区浅草橋 3-31-5
TEL 03-5835-1456
http://www.niken.jp/
ライフデザイン／ライフケア

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

日本児童教育専門学校

Japan Juvenlle Education College

〒 169-0075 新宿区高田馬場 1-32-15
TEL 03-3207-5311
http://jje.ac.jp
総合子ども／保育福祉

●

日本写真芸術専門学校

Nippon Photography Institute

〒 150-0031 渋谷区桜丘町 4-16
TEL 03-3770-5585
http://www.npi.ac.jp
フォトソーシャルビジネス／写真／2 年制写
真〔科省略〕

●

日本柔道整復専門学校

The Japan School of Judo-seifuku Therapy
〒 150-0031 渋谷区桜丘町 20-1
TEL 03-3461-4740
http://www.hanada.ac.jp
柔道整復

●

日本鍼灸理療専門学校

The Japan School of Acupuncture, Moxibustion
and Physiotherapy

●

〒 150-0031 渋谷区桜丘町 20-1
TEL 03-3461-4787
http://www.hanada.ac.jp
鍼灸あん摩マッサージ指圧（本科）／鍼灸（専科）

専門学校日本スクールオブビジネス
JAPAN SCHOOL OF BUSINESS

〒 166-8567 杉並区高円寺南 5-32-10
TEL 03-5378-5081
http://www.nihonschool.ac.jp/
ビジネス総合

●

●

鉄道・トラベル

●

スポーツ

専門学校日本スクールオブビジネス 21
JAPAN SCHOOL OF BUSINESS 21

〒 130-8565 墨田区錦糸 1-2-1
TEL 03-3624-5403
http://www.nihonschool21.ac.jp/
ビジネス／医療福祉ビジネス／ショップマネ
ジメント

●

●

鉄道・トラベル／ホテル・ブライダル

●

スポーツ

専門学校日本デザイナー学院
Nippon Designers School

〒 150-0031 渋谷区桜丘町 4-16
TEL 03-3770-5581
http://www.ndg.ac.jp
ソーシャルデザイン／ビジュアルデザイン／
グラフィックデザイン／インテリアデザイン
／イラストレーション／コミックイラスト／
マンガ／〔科省略〕

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

東京都

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

〒 151-0051 渋谷区千駄ヶ谷 5-7-3
TEL 03-3356-1501
http://www.ndc.ac.jp/
保育こどもデザイン

●

●

観光
グラフィックデザイン／キャラクターデザイ
ン／クラフトデザイン／メディアイラスト
レーション

●

日本電子専門学校

JAPAN ERECTRONICS COLLEGE

〒 169-0073 新宿区百人町 1-25-4
TEL 03-3369-9333
●
http://www.jec.ac.jp/
情報処理／情報システム開発／高度情報処理
／ネットワークセキュリティ／ケータイ・ア
プリケーション
コンピュータグラフィックス／コンピュータ
グラフィックス研究／CG 映像制作 アニメー
ション／アニメーション研究／ゲーム制作／
ゲーム制作研究／ゲーム企画／グラフィック
デザイン／Web デザイン
電子応用工／電気工／高度電気工／電気工事
技術

●

●
●

情報ビジネスライセンス

日本動物専門学校

JAPAN ANIMAL COLLEGE

〒 166-8567 杉並区高円寺南 4-6-8
TEL 03-5306-3211
http://www.nihondoubutsu.ac.jp/
動物管理

●

専門学校日本動物 21

JAPAN ANIMAL COLLEGE 21

〒 130-8565 墨田区錦糸 1-11-10
TEL 03-3624-5403
http://www.nihondoubutsu21.ac.jp
動物管理

●

日本福祉教育専門学校

JAPAN WELFARE EDUCATION COLLEGE
〒 169-0075 新宿区高田馬場 2-16-3
TEL 03-3982-2511
http://www.nippku.ac.jp
介護福祉／ソーシャル・ケア／社会福祉

●

日本フラワーデザイン専門学校
JAPAN FLOWER DESIGN COLLEGE

〒 169-0075 新宿区高田馬場 1-24-22
TEL 03-3200-8717
http://www.flower.ac.jp
フラワーデザイン本科／フラワーデザイン造形

●

日本ペット＆アニマル専門学校

〒 175-0093 板橋区赤塚新町 3-17-17
http://www.petandanimal.jp
ペットビューティー・ケア／動物飼育／水族
館・ドルフィントレーナー

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

NIppon DESIGN WELFARE COLLEGE

日本語系

日本デザイン福祉専門学校

語学・通訳・翻訳・ガイド系

東京都

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

HANA Cooking and Confectionery College

〒 110-8662 台東区根岸 1-1-12
TEL 03-3875-1111
http://www.hana-chouri.ac.jp
調理テクニカル／調理ベーシック／パティシ
エテクニカル／スイーツ・カフェ

●

華服飾専門学校

HANA Fashion College

〒 110-8662 台東区根岸 1-1-12
TEL 03-3875-1111
http://www.hana-fashion.ac.jp
ファッションクリエーター／ファッションテ
クニカル

●

ハリウッド美容専門学校

HOLLYWOOD UNIVERSITY of BEAUTY
〒 106-8541 港区六本木 6-4-1
TEL 03-3408-5020
http://hollywood.ac.jp
美容／トータルビューティ

●

HAL 東京

HAL Tokyo College of Technology & Design

〒 160-0023 新宿区西新宿 1-7-3
●
TEL 052-561-0077
https://www.hal.ac.jp/tokyo
高度情報処理／WEB 開発／情報処理／WEB／
国家資格
ゲームデザイン／ゲーム企画／ゲーム制作／
CG 映像／グラフィックデザイン／アニメ・イ
ラスト／ミュージック（4 年制、2 年制）／ゲー
ム／CG
カーデザイン／先端ロボット開発／電子制御

ファッションビジネスカレッジ東京

●
●

Fasgion Business College Tokyo
〒 169-0073 新宿区百人町 1-5-6
TEL 03-3209-1521
http://fashion.shirahagi.ac.jp/
ファッションクリエートアート

●

二葉栄養専門学校

Futaba Nutrition College

〒 180-0004 武蔵野市吉祥寺本町 2-11-2
TEL 0422-21-1367
http://furuya.ac.jp/nutrition/
管理栄養士／栄養士／調理師／調理実践

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

華調理製菓専門学校

日本語系

●

語学・通訳・翻訳・ガイド系

〒 110-8662 台東区根岸 1-1-12
TEL 03-3875-1111
http://www.hana-eiyou.ac.jp
栄養士／管理栄養士

スポーツ系

HANA Nutrition College

動物・ペット系

華学園栄養専門学校

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

東京都

文化・教養
マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

Futaba Fashion Academy

〒 180-0003 武蔵野市吉祥寺南町 1-3-2
TEL 0422-44-3161
http://www.furuya.ac.jp
ファッション総合／ファッション専攻／
ファッション本科／ファッション技術

●

文化外国語専門学校

Bunka Institute of Language

〒 151-8521 渋谷区代々木 3-22-1
TEL 03-3299-2011
http://www.bunka-bi.ac.jp
日本語教師養成／日本語通訳ビジネス

●

文化服装学院

BUNKA FASHION COLLEGE

〒 151-8522 東京都渋谷区代々木３-22-1
TEL 03-3299-2211
http://bunka-fc.ac.jp/
服装／服飾専攻 デザイン専攻・技術専攻・
オートクチュール専攻／服飾研究／ファッ
ション高度専門士／ファッション工科基礎／
アパレルデザイン／アパレル技術／インダス
トリアルマーチャンダイジング／ニットデザ
イン／グローバルビジネスデザイン／ファッ
ション流通／ファッション流通 スタイリス
トコース・ショップスタイリストコース・リ
テールプランニングコース・ファッションモ
デルコース・ファッションメイクアップコー
ス／ファッション流通専攻 ファッション
ディレクター専攻・ファッションメディア専
攻・ストア

●

ヘレン・ケラー学院

Helen Keller Medical Academy

〒 169-0072 新宿区大久保 3-14-20
TEL 03-3200-0525
http://www.thka.jp/gakuin/index.html
高等・専門いづれもあん摩マッサージ指圧・
はり・きゅう

●

マリールイズ美容専門学校
〒 160-0018 新宿区須賀町 3
TEL 03-3357-8015
http://marie-Louise.ac.jp
美容専門課程

●

宮川文化服装専門学校

MIYAKAWA BUNKA Training College of Fashion
〒 141-0032 品川区大崎 4-5-20
TEL 03-3491-2333
http://www.miyakawabunka.com
服飾／服飾専攻

●

専門学校ミューズモード音楽院
ACADEMY OF MUSIC

〒 151-0053 渋谷区代々木 1-31-2
TEL 03-3341-6607
http://www.muse.ac.jp/
音楽総合芸術

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

二葉ファッションアカデミー

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

東京都

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

MUSASHINO COOKING COLLEGE

〒 171-0022 豊島区南池袋 3-12-5
TEL 03-3982-6152
http://www.musashino-chouri.ac.jp/
調理師（昼間部）／高度調理経営／ダブルプ
ログラム

●

専門学校武蔵野ファッションカレッジ
MUSASHINO FASHION COLLEGE

〒 171-0022 豊島区南池袋 3-12-5
TEL 03-3982-6152
http://www.musashino-fashion.ac.jp/
アパレルプロフェッショナル／ファッション
スタイリング

●

山手調理製菓専門学校

Yamanote Cooking & Confectionery College

〒 150-0044 渋谷区円山町 28-5
TEL 03-5456-0777
http://www.yamanote.ac.jp
調理師／調理総合本科／製菓衛生師／製菓総
合本科

●

山野美容専門学校

YAMANO BEAUTY COLLEGE

〒 151-8574 渋谷区代々木 1-53-1
TEL 03-3379-0111
http://www.yamano-bc.jp/
美容

●

ヨークグローバルビジネスアカデミー
専門学校
YORK GLOBAL BUSINESS ACADEMY

●

〒 154-0002 世田谷区下馬 2-37-15
TEL 03-3410-7511
http://www.york-gba.ac.jp
グローバルビジネス／国際福祉／起業実践

専門学校読売自動車大学校

Yomiuri College of Car Mechanic
〒 136-0071 江東区亀戸 2-28-5
TEL 03-3685-6761
http://www.yccm.ac.jp
自動車整備／1 級整備

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

武蔵野調理師専門学校

日本語系

●

語学・通訳・翻訳・ガイド系

〒 171-0022 豊島区南池袋 3-12-5
TEL 03-3982-6152
http://www.musashino-eiyou.ac.jp/
栄養

スポーツ系

MUSASHINO NUTRITION COLLEGE

動物・ペット系

武蔵野栄養専門学校

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

東京都

文化・教養
マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

YOMIURI College of Tokyo

〒 108-0014 港区芝 5-26-16
TEL 03-3455-0221
http://www.yomiuririkou.ac.jp
クロスメディア情報

●

電気電子
建築

●
●
●

介護福祉／ケアキャリア

●

放送映像

早稲田速記医療福祉専門学校

Waseda-Sokki Welfare And Medical Institute
〒 171-8543 豊島区高田 3-11-17
TEL 03-3208-8461
http://www.wasedasokki.jp/
看護

●

●

鍼灸医療

●

介護福祉
速記コンピュータ／医療秘書／医療マネジメ
ント／くすり・調剤事務／診療情報管理専攻
／医師事務技術専攻

●

早稲田美容専門学校

WASEDA BEAUTY COLLEGE

〒 169-0051 新宿区西早稲田 2-20-7
TEL 03-5291-7731
http://www.wasedabiyo.ac.jp
美容／トータルビューティ

●

早稲田文理専門学校

Waseda-Bunri College of Arts and Sciences

〒 171-0033 豊島区高田 2-6-7
●
TEL 03-5960-2611
http://www.wbc.ac.jp
電子機器組込みソフトウェア／スマートフォ
ン・アプリ制作

●

クリエイティブビジネス経営

●

日中英通訳・ガイド

神奈川県

浅野工学専門学校

ASANO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

〒 221-0012 横浜市神奈川区子安台 1-3-1
TEL 045-421-0403
http://www.asano.ac.jp/
建築工／建築デザイン

●

厚木文化専門学校

Atsugi Bunka Professional Training College
〒 243-0018 厚木市中町 2-2-19
TEL 046-221-0719
http://www.suzukigakuen.ac.jp
家政

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

読売理工医療福祉専門学校

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

東京都

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養
上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

神奈川県

イムス横浜国際看護専門学校

IMS YOKOHAMA INTERNATIONAL NURSING SCHOOL
〒 226-0027 横浜市緑区長津田 6-20-24
TEL 045-988-5531
http://www.ims.gr.jp/ims-yokohama/
看護

●

医療ビジネス観光情報専門学校

COLLEGE OF MEDICAL BUSINESS, TOURISM,
AND COMPUTING

〒 229-0000 相模原市南区上鶴間本町 3-18-27 ●
TEL 042-744-9711
http://www.mbsi.ac.jp/
情報システム

●

医療ビジネス

●

観光

岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校
IWATANI COLLEGE OF BUSINESS

〒 220-0023 横浜市西区平沼 1-38-10
TEL 045-321-3210
http://www.icb.ac.jp
情報ビジネス／経理ビジネス

●

●

日本語 2 年制／日本語 1 年半制

●

日本語研究

柏木実業専門学校

Kashiwagi Business College

〒 242-0012 大和市深見東 1-1-9
TEL 046-261-0158
http://www.kashiwagi.ac.jp
情報ビジネス／経営経理研究

●

神奈川経済専門学校

Kanagawa College of Economics

〒 229-0000 相模原市緑区東橋本 2-33-5
TEL 042-773-5729
http://www.kanasen.ac.jp
商業経済

●

神奈川柔整鍼灸専門学校

KANAGAWA JUDO-THERAPY PROFESSIONAL
SCHOOL

〒 252-0313 相模原市南区松が枝町 7-5
TEL 042-740-7222
http://www.hirai-gakuen.ac.jp
柔道整復Ⅰ部（午前）／柔道整復Ⅱ部（午後）
／鍼灸Ⅰ部（午前）／鍼灸Ⅱ部（午後）

●

呉竹鍼灸柔整専門学校

Kuretake School Of Oriental Medicine

〒 222-0033 横浜市港北区新横浜 2-7-24
TEL 045-471-3731
http://www.kuretake-yokohama.ac.jp/
鍼灸マッサージ／鍼灸／柔道整復

●
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工業

医療

衛生

文化・教養

情報科学専門学校

Information Science College

〒 221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町 2-17 相
鉄岩崎学園ビル
●
TEL 045-311-5562
http://isc.iwasaki.ac.jp/
情報セキュリティ／先端 IT システム／情報処
理／情報工／Web 技術

●

ビジネス

新横浜歯科技工士専門学校

SHINYOKOHAMA SCHOOL OF DENTAL TECHNOLOGY
〒 222-0033 横浜市港北区新横浜 2-6-10
TEL 045-472-5101
http://www.kyouseigakuen.ac.jp
歯科技工士

●

東京 IT 会計法律専門学校 横浜校

TOKYO IT & ACCOUNTING & LAW COLLEGE
YOKOHAMA
〒 221-0834 横浜市神奈川区台町 9-5
TEL 045-290-0035
http://www.yokohama-kaikeihoritsu.ac.jp
IT ビジネス

●

●

会計

東京綜合写真専門学校

Tokyo College of Photography

〒 223-0051 横浜市港北区箕輪町 2-2-32
TEL 045-563-3077
http://www.tcp.ac.jp
写真芸術第一／写真芸術第一 BASIC

●

専門学校日産横浜自動車大学校

NISSAN AUTOMOBILE TECHNICAL COLLEGE
YOKOHAMA
〒 241-0014 横浜市旭区市沢町 910
TEL 045-371-2990
https://www.nissan-gakuen.ac.jp/school/yokohama/
自動車整備／一級自動車工

●

ヨコスカ調理製菓専門学校

Yokosuka College of Culinary & Pastry Art
〒 238-0042 横須賀市汐入町 2-9
TEL 046-826-3848
http://www.shikishima.ac.jp
調理師上級専科／調理師専科

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

●

日本語系

〒 251-0052 藤沢市藤沢 143-13
TEL 0466-23-8338
http://www.niibori-music.com
音楽芸術

語学・通訳・翻訳・ガイド系

International Niibori Music Academy

スポーツ系

専門学校国際新堀芸術学院

動物・ペット系

神奈川県

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

ファッションライフデザイン／ファッション
ビジネス／ジュエリー＆アクセサリー

●

横浜医療専門学校

YOKOHAMA COLLEGE OF MEDICAL TECHNOLOGIES
〒 221-0056 横浜市神奈川区金港町 9-12
TEL 045-440-1750
http://www.yokohama-isen.ac.jp/
鍼灸師／柔道整復師

●

横浜医療情報専門学校

Yokohama Medical Information College
〒 222-0033 横浜市港北区新横浜 2-4-10
TEL 045-474-2311
http://iscs.iwasaki.ac.jp/
医療 IT

●

横浜医療センター附属横浜看護学校

National Hospital Organization Yokohama
Medical Center of Yokohama Nursing School

●

〒 245-0063 横浜市戸塚区原宿 3-60-2
TEL 045-853-8322
http://www.yokohama-ns.jp

横浜スイーツ＆カフェ専門学校

YOKOHAMA SWEETS AND CAFE COLLEGE
〒 221-0822 横浜市神奈川区西神奈川 1-7-5
TEL 0120-989-312
http://www.sanko.ac.jp/yokohama-sweets/
スイーツパティシエ

●

横浜調理師専門学校

Yokohama Cooking Academy

〒 221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町 3-31-4
TEL 045-311-4126
http://www.nanba.ac.jp
調理師

●

横浜テクノオート専門学校

YOKOHAMA TECHNOAUTO COLLEGE

〒 232-0033 横浜市南区中村町 5-315
TEL 045-261-0520
http://www.godai.gr.jp/techno/
1 級自動車整備／自動車整備／鈑金塗装（資
格保持者向）

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

●

ブライダル

日本語系

●

語学・通訳・翻訳・ガイド系

〒 220-0004 横浜市西区北幸 1-2-7
TEL 045-311-5561
http://yfc.iwasaki.ac.jp/
ビューティースタイリスト／ビューティー
コーディネート

スポーツ系

yokohama f college

動物・ペット系

横浜ｆカレッジ

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

神奈川県

文化・教養
マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

横浜デザイン学院

Yokohama Design College

〒 220-0051 横浜市西区中央 1-33-6
TEL 045-323-0300
http://www.ydc.ac.jp
専門課程ファッション

●

●

専門課程総合デザイン／専門課程マンガ

●

専門課程総合日本語

横浜デジタルアーツ専門学校
Yokohama Digital Arts College

〒 222-0033 横浜市港北区新横浜 3-22-17
TEL 045-474-5911
http://yda.iwasaki.ac.jp/
ゲーム／CG

●

●

ミュージック

●

総合デザイン／グラフィック／Web

横浜ビューティーアート専門学校
Yokohama Beauty Art College

〒 221-0822 横浜市神奈川区西神奈川 1-19-6
TEL 045-434-2846
http://www.sanko.ac.jp/yokohama-beauty/
美容／ヘアメイク／トータルビューティー

●

ウェディングプランナー／ブライダルヘアメ
イク＆ドレス

●

専門学校横浜ミュージックスクール
YOKOHAMA MUSIC SCHOOL

〒 220-0003 横浜市西区楠町 5-6
TEL 043-284-2052
http://www.yms.ac.jp/
音楽アーティスト

●

横浜リゾート＆スポーツ専門学校
Yokohama Resort And Sports

〒 221-0822 横浜市神奈川区西神奈川 1-19-2
TEL 045-317-9535
http://www.sanko.ac.jp/yokohama-sports/
スポーツトレーナー

●

米山ファッション・ビジネス専門学校
YONEYAMA FASHION BUSINESS COLLEGE

〒 210-0015 川崎市川崎区南町 15-2
TEL 044-233-0025
http://www.yoneyama.ac.jp/
ファッションビジネス／ファッション技術／
ファッションデザイン／ファッション研究

●

YMCA 健康福祉専門学校
YMCA kenko fukushi

〒 243-0018 厚木市中町 4-16-19
TEL 046-223-1441
http://yokohamaymca.ac.jp
こども総合／介護福祉

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

神奈川県

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

神奈川県

YMCA 福祉専門学校

YMCA Global Business College

〒 214-0014 川崎市多摩区登戸 3032-2
TEL 044-932-2015
http://www.yokohamaymca.ac.jp/fukushi/
観光ビジネス

●

●

日本語

新潟県

国際ビューティモード専門学校

INTERNATIONAL BEAUTY MODE COLLEGE

〒 950-0086 新潟市中央区花園 1-1-12
TEL 025-240-8338
http://www.beauty-mode.ac.jp/
美容／ビューティプロデュース／トータルエ
ステティック

●

国際ペットワールド専門学校
International Petworld College

〒 950-0911 新潟市中央区笹口 2-13-4
TEL 025-240-8321
http://www.wan-c.jp
動物飼育管理／動物看護師栄養／動物看護師・
美容／ペット美容／ドッグトレーニング／ペッ
トケア・ビジネス／ネイチャーアクアリウム・
海洋生物

●

国際ホテル・ブライダル専門学校
International Hotel and Bridal College
〒 950-0914 新潟市中央区紫竹山 6-3-5
TEL 025-290-5600
http://www.wish-web.com/
ホテル・ブライダル

●

国際メディカル専門学校

International college of medical technology
〒 950-0914 新潟市中央区紫竹山 6-4-12
TEL 025-255-1511
http://www.icm-net.jp/
看護

●

●

臨床工学技士／診療情報管理士／医療事務総合

上越公務員・情報ビジネス専門学校

Joetsu Public Service and Information
Business College
〒 943-0824 上越市北城町 3-4-1
TEL 025-522-4511
http://www.jjc-net.ac.jp/
国際・IT エンジニア

●

全日本ウィンタースポーツ専門学校
ALL JAPAN WINTER SPORTS COLLEGE
〒 949-2219 妙高市原通 76
TEL 0120-707-630
http://jwsc-snow.com/
スノーボード専攻／スキー専攻

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養
上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

新潟県

伝統文化と環境福祉の専門学校

College of Traditional Culture, Environment
and Welfare

●

〒 952-1209 佐渡市千種丙 202-1
TEL 0259-61-1122
http://www.sado-nsg.com/
伝統建築

●

介護福祉

長岡公務員・情報ビジネス専門学校

Nagaoka official information business college
〒 940-0047 長岡市弓町 1-8-37
TEL 0258-35-1055
http://www.njc-web.net
情報システム／IT エンジニア

●

●

ビジネスライセンス

長岡こども・医療・介護専門学校

Nagaoka health care, child care, and medical
reception training college

●

〒 940-0047 長岡市弓町 1-8-34
TEL 0258-35-1600
http://n-heart-web.net/
介護福祉／こども医療保育／こども保育幼稚園

長岡美容専門学校

Nagaoka Beauty College

〒 940-0048 長岡市台町 2-1-23
TEL 0258-38-6611
http://www.nagaoka-sogogakuen.jp/biyo/
美容師

●

新潟看護医療専門学校 村上校

Niigata Nursing and Medicine College MURAKAMI
〒 958-0052 村上市八日市 15-92
TEL 0254-75-5552
http://www.nncm.ac.jp/
看護

●

新潟工科専門学校

Niigata Institute of Technology

〒 950-0932 新潟市中央区長潟 2-1-4
TEL 025-287-3911
http://www.nit-web.net
電気電子工

●

建築士／建築デザイン／インテリアデザイン
／環境測量／建築大工／建築設備システム

●

新潟公務員法律専門学校

Niigata College of Official & Law

〒 950-0901 新潟市中央区弁天 2-4-21
TEL 025-247-1010
http://www.ncool.jp
日本文化教養⇒Ｈ 30～大学進学速修

●

専門学校新潟国際自動車大学校

〒 950-0914 新潟市中央区紫竹山 5-2-10
TEL 025-241-5371
http://www.gia.ac.jp/
自動車整備／車体整備／モータースポーツ

●
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工業

医療

衛生

文化・教養

ゲームクリエーター（2 年制・3 年制）／IT
高度専門（4 年制）

●

CG・Web クリエーター（2 年制・3 年制）／
IT 高度専門（4 年制）

●

にいがた食育・保育専門学校えぷろん
〒 951-8068 新潟市中央区上大川前通７番町
1239-3
TEL 025-222-0545
http://apron.ac.jp
調理・製菓

●

●

保育

新潟調理師専門学校

Niigata Cooking Technical School

〒 950-0906 新潟市中央区東幸町 8-8
TEL 025-269-5695
http://www.ncts.ac.jp
専門調理・製菓製パン・福祉調理／調理師

●

新潟デザイン専門学校

NIIGATA COLLEGE OF ART & DESIGN

〒 950-0916 新潟市中央区米山 3-1-54
TEL 025-245-3381
http://www.ncadnet.jp/
デジタルデザイン／写真デザイン

●

グラフィックデザイン／イラストレーション
／キャラクターイラストデザイン／美術・工
芸デザイン／雑貨・ジュエリーデザイン／デ
ザインマスターズ／クリエイティブデザイン

●

新潟農業・バイオ専門学校

Niigata Agriculture & Biotechnology College

〒 950-0932 新潟市中央区長潟 2-1-4
TEL 025-368-7123
http://abio.jp
農業経営 2 年制／農業経営 4 年制／園芸デザ
イン
バイオテクノロジー2 年制／バイオテクノロ
ジー4 年制

●

●

新潟ビジネス専門学校

NIIGATA BUSINESS COLLEGE

〒 950-0088 新潟市中央区万代 1-2-22
TEL 0120-981-082
http://www.nbc.ac.jp
ビジネス教養／事業創造

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

〒 950-0916 新潟市中央区米山 3-1-53
●
TEL 025-241-1123
http://www.ncc-net.ac.jp
情報システム（2 年制・3 年制）／IT 高度専
門（4 年制）

日本語系

Niigata Computer College

語学・通訳・翻訳・ガイド系

新潟コンピュータ専門学校

スポーツ系

新潟県

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

〒 400-0054 甲府市西下条町 1020
TEL 055-243-0511
http://www.kcc.ac.jp/
情報処理

●

●

会計情報

山梨秀峰調理師専門学校

YAMANASHI SHUHO CULINARY ACADEMY
〒 400-0844 甲府市中町 264
TEL 055-242-2223
http://www.shuho264.com
専門調理技術／調理師

●

長野県

飯田コアカレッジ
IIDA CORE COLLEGE

〒 395-0823 飯田市松尾明 7591
TEL 0265-22-5111
http://www.core.ac.jp/icc/
IT スペシャリスト

●

●

IT ビジネス／IT 医療事務

上田福祉敬愛学院

Ueda Welfare and Care Institute

〒 386-0027 上田市常磐城 2256-1
TEL 0268-27-8341
http://www.keiroen.or.jp/school.shtml
介護福祉

●

大原簿記情報ビジネス医療専門学校
O-HARA College of Business

〒 380-0906 長野市鶴賀呑沢 614-3
TEL 026-229-5577
http://nagano.o-hara.ac/
経理本科 2 年制

●

大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校
松本校
O-HARA College of Business

●

〒 390-0814 松本市本庄 1-1-5
TEL 0263-50-6633
http://matsumoto.o-hara.ac/
介護福祉

●

経理本科 2 年制

●

経理本科 2 年制
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Kofu Commercial College

日本語系

甲府市立甲府商科専門学校

語学・通訳・翻訳・ガイド系

●

スポーツ系

〒 408-0044 北杜市小淵沢町 2950
TEL 0551-36-6501
http://www.aob.ac.jp
ビューティクリエイト

動物・ペット系

AoB BEAUTY CREATE COLLEGE

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

AOB ビューティクリエイト専門学校

文化・教養
マスメディア・映像・写真・音楽系

山梨県

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

長野県

信州医療福祉専門学校
Shinshu Medical College

〒 380-0816 長野市三輪 1313
TEL 026-233-0555
http://www.kowagakuen.ac.jp
はりきゅう／柔道整復

●

●

介護福祉

信州介護福祉専門学校

Shinshu Carewelfare College

〒 399-0733 塩尻市大門三番町 4-24
TEL 0263-87-0015
http://www.shinshu-kaigo.ac.jp
介護福祉

●

豊野高等専修学校

Toyono Koutou Sensyu Gakkou

〒 389-1105 長野市豊野町豊野 1344
TEL 026-257-2127
http://www.toyonosensyu.com/
生活総合

●

長野社会福祉専門学校

〒 381-0903 長野市鶴賀 28
TEL 026-223-2940
http://www.isizaka-gakuen.com

長野平青学園

NAGANO HEISEI GAKUEN

〒 380-0918 長野市アークス 1-31
TEL 026-224-8383
http://www.heisei.ac.jp/
ICT システム・デザイン

●

●

おもてなしビジネス

●

日本語

専門学校長野ビジネス外語カレッジ

NAGANO BUSINESS and LANGUAGE COLLEGE
〒 386-0012 上田市中央 3-5-18
TEL 0268-23-7220
http://www.isi.ac.jp/nbl
グローバルビジネス

●

●

国際コミュニケーション

松本衣デザイン専門学校

Matsumoto [i] Design Fashion Institute of
Technology

〒 390-0811 松本市中央 2-1-12
TEL 0263-32-4057
http://i-design.ac.jp
ファッション・ビジネス／ファッション・テ
クニカル

●

松本歯科大学衛生学院

MATSUMOTO DENTAL UNIVERSITY School
of Dental Hygiene

●

〒 399-0781 塩尻市広丘郷原 1780
TEL 0263-51-2141
http://www.mdu.ac.jp
歯科衛生士
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日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

静岡県

大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校
浜松校
Ohara College of Travel Hotel Bridal
Business, Hamamatsu

●

〒 430-0928 浜松市中区板屋町 101-8
TEL 053-455-4554
http://www.ohara.ac.jp/hamamatu
国際ビジネス／ホテル・ブライダル

大原簿記情報医療専門学校 浜松校

Ohara College of Business at Hamamatsu

〒 430-0928 浜松市中区板屋町 101-8
TEL 053-455-4408
http://www.ohara.ac.jp/hamamatu
公認会計士税理士／総合ビジネス／医療事務

●

国際医療管理専門学校 熱海校

International College of Medical Service
〒 413-0015 熱海市中央町 13-4
TEL 0557-83-2600
http://www.ict-atami.jp/iryou
医療秘書事務

●

国際観光専門学校 熱海校

International College of Tourism
〒 413-0015 熱海市中央町 13-4
TEL 0557-82-3185
http://www.ict-atami.jp/kankou/
観光ビジネス

●

国際観光専門学校 浜松校

International College of Tourism

〒 430-0942 浜松市中区元浜町 34-15
TEL 053-475-2380
http://www.ict-hamamatsu.jp
ホテル・ブライダル／トラベル・エアポート

●

国際ことば学院外国語専門学校

kokusai kotoba Gakuin College of Foreign
Languages

●

〒 422-8062 静岡市駿河区稲川 3-9-4
TEL 054-270-7091
http://sp.kotoba.ac.jp
東アジア言語

●

国際文化

静岡アルス美容専門学校

SIZUOK ARUSU BIYOU SENMONGATUKOU
（SIZUOKA BEAUTY COLLEGE）

●

〒 436-0074 掛川市葛川 1155-2
TEL 0537-22-0039
http://www.ars.ac.jp
美容

専門学校静岡医療秘書学院

SHIZUOKA MEDICAL SECRETARY ACADEMY
〒 422-8042 静岡市駿河区石田 1-20-11
TEL 054-288-5678
http://iryouhisyo.com
医療秘書

●
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日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

専門学校静岡工科自動車大学校
〒 420-8507 静岡市葵区宮前町 52-1
TEL 054-263-4666
http://kohka.jp
国際オートメカニック

●

静岡デザイン専門学校

Shizuoka Professional Training College of Design
〒 420-0839 静岡市葵区鷹匠 2-19-15
TEL 054-252-1766
http://www.sdc.ac.jp
ファッションデザイン／ファッションビジネ
ス／ブライダル・ビューティー

●

グラフィックデザイン／プロダクトデザイン
／インテリアデザイン／フラワーデザイン

●

専門学校静岡電子情報カレッジ

Shizuoka Professional Training College of
Electronic & Information
〒 422-8067 静岡市駿河区南町 13-5
TEL 054-280-0173
http://www.can.ac.jp/
ゲーム応用
ロボット創造

●

●
●

映像・音響デザイン

静岡福祉医療専門学校

Shizuoka Professional Training College of
Medical & Welfare

●

〒 422-8061 静岡市駿河区森下町 4-25
TEL 054-280-0173
http://www.can.ac.jp/
子ども心理／介護福祉／総合福祉

●

医療情報秘書

聖隷クリストファー大学介護福祉専門学校

Seirei Christopher University College of Care Work
〒 433-8558 浜松市北区三方原町 3453
TEL 053-439-3263
https://www.seirei.ac.jp/carework/index.php
介護福祉

●

中央歯科衛生士調理製菓専門学校

CHUO SHIKAEISEISHI CHOURI SEIKA
SENMONGAKOU

●

〒 411-0036 三島市一番町 15-35
TEL 055-971-1833
http://suzuki.ac.jp
高度調理経営
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●

日本語系

〒 420-0823 静岡市葵区春日 2-4-10
TEL 054-252-4848
http://www.shizubi.ac.jp
美容

語学・通訳・翻訳・ガイド系

静岡県美容専門学校

Shizuoka-Ken Beauty Professional Training College

スポーツ系

静岡県

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

〒 420-0035 静岡市葵区七間町 15-1
TEL 054-251-0654
http://www.suzuki.ac.jp/shizuoka/
上級調理経営／製菓衛生師／調理師／パティ
シエ

●

東海調理製菓専門学校

TOKAI COOKING and CONFECTIONERY COLLEGE

〒 430-0928 浜松市中区板屋町 101-11
TEL 053-413-2005
http://www.tokai-chori.ac.jp/
調理師／調理技術／シェフ・パティシエ／製
菓技術

●

専門学校浜松デザインカレッジ
Hamamatsu Design College

〒 430-0929 浜松市中区中央 3-10-31
TEL 053-450-6555
https://www.design-hamamatsu.jp
ファッション流通／メイクブライダル

●

●

グラフィックデザイン

富士調理技術専門学校

Fuji chori gijytsu Professional training college
〒 416-0901 富士市岩本 1951
TEL 0545-62-0077
http://www.fujicyori.com
専門課程調理師

●

富士メカニック専門学校
FUJI MECHANIC COLLEGE

〒 410-1325 駿東郡小山町一色 289-1
TEL 0550-76-8700
http://www.suzuki.ac.jp
自動車整備

●

プロスペラ学院ビジネス専門学校
PROSPERA BUSINESS INSTITUTE

〒 421-0103 静岡市駿河区丸子 5522-1
TEL 054-259-7655
http://www.prospera.ac.jp/
国際ビジネス／人材マネジメント

●

●

英語／外語キャリア

富山県

富山医療福祉専門学校

Toyama Medical Welfare College
〒 936-0023 滑川市柳原 149-9
TEL 076-476-0001
http://www.tif.ac.jp
看護

●

●

理学療法

●

介護福祉
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中央調理製菓専門学校 静岡校

Chuo Culinary and Confectionary Vocational
College Shizuoka

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

静岡県

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

富山県

富山県理容美容専門学校

Barber & Beauty College in Toyama, Japan
〒 930-0804 富山市下新町 32-26
TEL 076-432-3037
http://www.toyama-bb.ac.jp
ビューティビジネス

●

富山自動車整備専門学校

〒 930-0171 富山市野々上 13-1
TEL 076-436-1199
http://www.usui-gakuen.ac.jp
自動車整備

●

富山情報ビジネス専門学校

TOYAMA COLLEGE OF BUSINESS AND
INFORMATION TECHNOLOGY

●

〒 939-0341 射水市三ヶ576
TEL 0766-55-1420
http://www.bit.urayama.ac.jp
インターナショナルビジネス

●

日本語

富山市立富山外国語専門学校

TOYAMA COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES

〒 930-0084 富山市大手町 6-14
TEL 076-491-5911
http://www.tcfl.ac.jp
実務英語／専攻

●

富山市立富山ガラス造形研究所
〒 930-0143 富山市西金屋 80
TEL 076-436-2973
http://toyamaglass.ac.jp
造形／研究

●

富山調理製菓専門学校

TOYAMA CULINARY AND CONFECTIONARY
SCHOOL

●

〒 930-0083 富山市総曲輪 4-4-5
TEL 076-491-1177
http://chori.aoike-toyama.com

富山リハビリテーション医療福祉大学校

TOYAMA REHABILITATION MEDICL HEALTH
& WELFRE COLLEGE

●

〒 930-0083 富山市総曲輪 4-4-5
TEL 076-491-1177
http://reha.aoike-toyama.com

石川県

専門学校アリス学園

Alice international college

〒 921-8176 金沢市円光寺本町 8-50
TEL 076-280-1001
http://alice-japan.net/gakuen/
介護福祉

●

●

国際ビジネス

●

日本語
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日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

石川県

加賀看護学校

kagakangogakkou

〒 922-0057 加賀市大聖寺八間道 12-1
TEL 0761-72-2428
http://www.kagakango.jp
看護

●

スーパースイーツ製菓専門学校
SUPER SWEETS ACADEMY

〒 920-0919 金沢市南町 6-12
TEL 076-234-3311
http://supersweets.jp
パティシエ・ブーランジェ

●

（専）日本航空大学校

JAPAN AVIATION COLLEGE

〒 929-2372 輪島市三井町洲衛 9 部 27-7
TEL 0768-26-2233
http://www.jac-n.jp/
航空工／航空整備／航空整備技術／操縦

●

●

航空ビジネス

専門学校ファースト学園 金沢校
First College Kanazawa

〒 920-0022 金沢市北安江 1-6-27
TEL 076-222-5088
http://www.fcti.ac.jp
グローバルコミュニケーション

●

福井県

大原キャリアビジネス＆ペット専門学校

〒 910-0005 福井市大手 2-9-1
TEL 0776-21-0001
http://www.o-hara.ac.jp/hokuriku/senmon/
fukui/index.html
総合ビジネス

●

大原スポーツ医療保育福祉専門学校

〒 910-0005 福井市大手 2-9-1
TEL 0776-21-0001
http://www.o-hara.ac.jp/hokuriku/senmon/
fukui/index.html
美容／ビューティー

●

●

製菓衛生

●

介護福祉

大原簿記法律専門学校 福井校

〒 910-0005 福井市大手 2-9-1
TEL 0776-21-0001
http://www.o-hara.ac.jp/hokuriku/senmon/
fukui/index.html
ビジネスライセンス

●

武生看護専門学校

Takefa Nursing School

●

〒 915-0814 越前市中央 1-9-9
TEL 0778-24-1401
http://www.takefukango.ac.jp
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日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

福井県医療福祉専門学校

Fukui Medical Welfare College

〒 910-0804 福井市高木中央 3-2018
TEL 0776-52-5530
http://fmw.ac.jp
こども・介護学科介護福祉士コース

●

岐阜県

飯原服装専門学校

IIHARA FASHION COLLEGE

〒 500-8082 岐阜市矢島町 1-28
TEL 058-262-8978
http://www.mirai.ne.jp/~iihara/
総合／服飾専科／ファッション工

●

大原簿記医療観光専門学校 岐阜校
O-HARA College of Business Gifu
〒 500-8853 岐阜市西問屋町 11
TEL 058-255-2261
http://www.ohara.ac.jp/gifu/
税理士・企業会計／医療事務

●

●

ホテル・ウェディング

岐阜調理専門学校

Gifu Culinarily School

〒 500-8856 岐阜市橋本町 1-10-1 アクティブ G2F
TEL 058-263-3377
http://www.gifuchouri.jp
製菓調理／調理

●

岐阜保健短期大学医療専門学校

Gifu Junior College of Health Seience,
Medical Care School
〒 500-8281 岐阜市東鶉 2-68
TEL 058-274-3227
http://www.toyota.ac.jp
東洋医療／はり・きゅう／東洋医療学科柔道
整復

●

コロムビア・ファッション・カレッジ
corombia fashion college

〒 500-8402 岐阜市竜田町 1-7-1
TEL 058-247-1221
http://gifugakuen.jp
洋裁専門課程研究／デザイン技術養成

●

中日本航空専門学校

College of Naka-nippon Aviation
〒 501-3924 関市迫間 1577
TEL 0575-24-2521
http://www.cna.ac.jp/
航空整備／航空生産

●

●

エアポートサービス

日本プロスポーツ専門学校

〒 509-6472 瑞浪市釜戸町 4605-85
TEL 0572-63-2511
http://jp-sports.jp
ゴルフ／スポーツ

●
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福井県

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

〒 490-1400 海部郡飛島村大字飛鳥島梅之郷
東ノ割 145-14
TEL 0567-55-2215
http://www.aizisei.ac.jp/
自動車（2 級コース）

●

あいち造形デザイン専門学校
AICHI ZOKEI DESIGN COLLEGE

〒 464-0850 名古屋市千種区今池 4-10-7
TEL 052-732-1631
http://www.design.ac.jp/
グラフィックデザイン／企画デザイン／イラス
トレーション／まんが／造形デザイン／研究

●

あいちビジネス専門学校
Aichi Business College

〒 460-0026 名古屋市中区伊勢山 2-13-28
TEL 052-331-7888
http://www.aichi-bc.jp/
国際ビジネス／IT ビジネス／販売ビジネス／
医薬ビジネス／医療秘書／医療情報管理／医
療事務

●

●

観光・レジャービジネス

あいち福祉医療専門学校

Aichi College of Well-being and Rehabilitation
〒 456-0002 名古屋市熱田区金山町 1-7-13
TEL 052-678-8101
http://fukushi-iryo.denpa.jp/
介護福祉

●

愛知ペット専門学校
AICHI PET COLLEGE

〒 444-0813 岡崎市羽根町鰻池 246-1
TEL 0564-57-8139
http://aichipet.com
ペットトリマー／ドッグトレーナー／動物看
護／ペットアドバイザー

●

明美文化服装専門学校

AKEMI BUNKA COSTUME COLLEGE

〒 456-0002 名古屋市熱田区金山町 1-11-8
TEL 052-682-4827
http://www.akemibunka.com
服装

●

大岡学園ファッション文化専門学校
Ooka Gakuen Fashion Culture College
〒 446-0065 安城市大東町 11-28
TEL 0566-76-3586
http://o-okagakuen.candypop.jp
服装／教職

●

キクチ眼鏡専門学校

kikuchi college of optometry

〒 461-0001 名古屋市東区泉 2-5-5
TEL 052-932-2858
http://www.kikuchi-college.ac.jp
眼鏡光／眼鏡光学専攻

●
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Aichi Automotive Technical Academy

日本語系

愛知自動車整備専門学校

語学・通訳・翻訳・ガイド系

愛知県

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

●

広告デザイン／ビジュアルデザイン昼間部／
夜間部

●

国際観光専門学校 名古屋校
International College of Tourism

●

〒 450-0003 名古屋市中村区名駅南 2-2-26
TEL 052-583-8781
http://www.ict-nagoya.ac.jp/ictnagoya/

国際調理師専門学校 名駅校

International licensed cook college

〒 451-0046 名古屋市西区牛島町 5-20
TEL 052-562-1171
http://www.kudo.ac.jp/kokucho/
調理師（1 年課程）／上級調理師（2 年課程）

●

慈恵福祉保育専門学校

JIKEI FUKUSHI HOIKU SENMON GAKKOU
〒 444-0931 岡崎市大和町字中切 1-9
TEL 0564-32-8811
http://jikei-f.sakura-g.ac.jp
介護福祉

●

田原市立田原福祉専門学校

TAHARA MUNICIPAL COLLEGE OF HUMAN
SERVICE

●

〒 441-3421 田原市田原町中小路 11-1
TEL 0531-22-3939
http://www.tchs.ac.jp/
介護福祉

中部楽器技術専門学校

Chubu technical academy of musical instruments
〒 466-0027 名古屋市昭和区阿由知通 3-13-6
TEL 052-741-6788
http://chubugakki.ac.jp
ピアノ調律／管楽器リペア／弦楽器製作／音
楽サービス創造

●

東海医療科学専門学校

Tokai College of Medical Science

● ●

〒 450-0003 名古屋市中村区名駅南 2-7-2
TEL 052-561-8001
http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/

東海工業専門学校 金山校

TOKAI POLYTECHNIC COLLEGE KANAYAMA

〒 460-0022 名古屋市中区金山 2-7-19
TEL 052-332-6211
http://www.tpc.ac.jp/
建築工／建築設備／大工技術／インテリアデ
ザイン／土木工／測量設計

●

60

上級日本語（進学・編入含む）系

〒 460-0007 名古屋市中区新栄 1-16-4
TEL 052-251-4610
http://www.kdps.ac.jp
広告デザイン／ビジュアルデザイン

日本語系

Advertisement design vocational school

語学・通訳・翻訳・ガイド系

広告デザイン専門学校

スポーツ系

愛知県

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

TOKYO IT & ACCOUNTING COLLEGE NAGOYA

〒 453-8565 名古屋市中村区椿町 14-8
TEL 052-452-5401
http://www.all-japan.ac.jp
情報管理／IT ビジネス／会計／ビジネス

●

専門学校トヨタ名古屋自動車大学校
TOYOTA TECHNICAL COLLEGE NAGOYA

〒 452-8567 清須市春日一番割 1
TEL 052-400-3611
http://www.toyota-tcn.ac.jp
自動車整備／高度自動車／車体整備専攻

●

豊橋調理製菓専門学校

〒 440-0806 豊橋市八町通 1-22-2
TEL 0532-53-2809
http://www.toyocho.ac.jp/
調理師本科／製菓衛生師本科

●

豊橋ファッション・ビジネス専門学校

TOYOHASHI FASHION-BUSINESS COLLEGE
〒 440-0057 豊橋市旭町字旭 348-3
TEL 0532-52-7208
http://www.miyanogakuen.ac.jp
ファッション IT

●

トライデント外国語・ホテル・ブライダル
専門学校

Trident College of Languages, Hotel and Bridal

●

〒 450-0002 名古屋市中村区名駅 4-1-11
TEL 052-582-1770
http://gaikokugo.trident.ac.jp/
国際ホテル

●

英米語／国際エアライン

トライデントコンピュータ専門学校

TRIDENT COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY

〒 450-0002 名古屋市中村区名駅 3-24-15
●
TEL 052-581-0581
http://computer.trident.ac.jp/
高校情報／情報処理／情報キャリアプロ／
Web デザイン／サイバーセキュリティ
CG スペシャリスト／ゲームサイエンス
CAD

トライデントデザイン専門学校

●
●

Trident College of Design

〒 450-0002 名古屋市中村区名駅 4-1-11
TEL 052-582-1770
http://design.trident.ac.jp/
総合デザイン

●

ナゴノ福祉歯科医療専門学校

Nagono Welfare Medical Dental College
〒 461-0001 名古屋市東区泉 1-17-17
TEL 052-951-0121
http://www.nagono.ac.jp
歯科衛生士

●

●

介護福祉
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東京 IT 会計専門学校 名古屋校

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

愛知県

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

名古屋医健スポーツ専門学校

Nagoya College of Medical Health & Sports
〒 460-0008 名古屋市中区栄 3-20-3
TEL 052-238-3455
http://www.nagoya-iken.ac.jp
柔道整復／鍼灸／歯科衛生

●

●

理学療法／作業療法

●

スポーツ

名古屋医専

Nagoya Isen College of Medical Care & Welfare
〒 450-0002 名古屋市中村区名駅 4-27-1
TEL 052-561-0077
http://www.isen.ac.jp/nagoya
高度専門士看護／高度看護保健／実践看護／
保健／助産

●

救急救命／臨床工学／臨床工学技士特科／鍼
灸／柔道整復

●
●

理学療法／作業療法／言語聴覚／視能療法

●

介護福祉／精神保健福祉

●

医療医秘書／診療情報管理

●

スポーツトレーナー

名古屋医療秘書福祉専門学校

Nagoya college of Medical secretary and welfare
〒 451-0045 名古屋市西区名駅 2-27-28
TEL 052-561-1148
http://www.sanko.ac.jp/nagoya-med/
介護福祉

●

名古屋ウェディング＆ブライダル専門学校
Nagoya Wedding and Bridal College

〒 451-0042 名古屋市西区那古野 2-13-12
TEL 052-541-3300
http://www.sanko.ac.jp/nagoya-bridal/
ブライダルヘアメイク＆ドレス

●

●

ウエディングプランナー

名古屋栄養専門学校

Nagoya College of Nutrition

〒 460-0007 名古屋市中区新栄 1-9-6
TEL 052-251-7392
http://nsc.ac.jp/nutrition
食物栄養

●

名古屋外語・ホテル・ブライダル専門学校
Nagoya College Of Foreign Languages
〒 464-0850 名古屋市千種区今池 5-24-4
TEL 052-732-4600
http://www.ncfl.ac.jp
ブライダル／国際ホテル

●

●

英語／国際エアライン／航空ビジネス
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愛知県

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

〒 460-0008 名古屋市中区栄 5-11-29
TEL 052-263-6881
http://www.meican.net/
旅行／鉄道交通／ホテル／航空ビジネス／ブ
ライダルビジネス

●

名古屋工学院専門学校

Nagoya Kougakuin College of Technology

〒 456-0031 名古屋市熱田区神宮 4-7-21
●
TEL 052-681-1311
http://www.denpa.ac.jp/
情報総合／情報システム／情報処理／情報セ
キュリティ
ゲーム総合／ゲームサイエンス／ゲーム CG

●

電子情報／デジタル家電／機械工／機械 CAD
設計

●
●

映像音響

名古屋こども専門学校

nagoya kodomo senmongakkou

〒 451-0045 名古屋市西区名駅 2-15-17
TEL 052-533-2110
http://www.sanko.ac.jp/nagoya-child/
保育／こども総合

●

名古屋コミュニケーションアート専門学校
Nagoya Communication Arts College
〒 460-0008 名古屋市中区栄 3-20-4
TEL 052-269-2551
http://www.nca.ac.jp
総合デザイン

●

●

製菓・製パン／調理師／カフェ総合

●

エコ・コミュニケーション

名古屋スイーツ＆カフェ専門学校
Nagoya Sweets & Cafe Career College

〒 451-0042 名古屋市西区那古野 2-12-16
TEL 052-589-2755
http://www.sanko.ac.jp/nagoya-sweets/
スイーツパティシエ

●

名古屋製菓専門学校

NAGOYA CONFECTIONERY SPECIALIZED
TAINNING COLLEGE

●

〒 460-0007 名古屋市中区新栄 1-2-25
TEL 052-265-0509
http://www.nsc.ac.jp/patisserie
洋菓子／製菓衛生師／製パン

名古屋綜合美容専門学校
Nagoya Sogo Biyou College

〒 460-0012 名古屋市中区千代田 3-21-25
TEL 052-321-3782
http://www.sobi.ac.jp
専門課程美容

●
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NAGOYA INSTITUTE OF TOURISM

日本語系

名古屋観光専門学校

語学・通訳・翻訳・ガイド系

愛知県

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

〒 451-0051 名古屋市西区則武新町 3-9-26
TEL 052-589-8488
http://www.sanko.ac.jp/nagoya-chori/
調理師／上級調理師

●

専門学校名古屋デザイナー学院
Nagoya Designer Gakuin College

〒 460-0008 名古屋市中区栄 5-1-3
TEL 052-262-0683
http://www.n-designer@nag.ac.jp
ビジュアルデザイン／マンガ・アニメーショ
ン／ゲーム・CG／インテリアデザイン／プロ
ダクトデザイン／ファッションデザイン／メ
イク

●

名古屋動物専門学校

NAGOYA ANIMAL COLLEGE

〒 453-8565 中村区椿町 14-8
TEL 052-452-1411
http://www.all-japan.ac.jp
動物管理

●

専門学校名古屋ビジュアルアーツ
NAGOYA VISUAL ARTS COLLEGE

〒 460-0008 名古屋市中区栄 5-11-11
TEL 052-263-0906
http://www.n-visual.net/
写真／映像／音響／ミュージシャン

●

●

パフォーミングアーツ

名古屋ビューティーアート専門学校

Educational Foundation SANKO GAKUEN
Nagoya Beauty Art vocational school

●

〒 451-0042 名古屋市西区那古野 2-12-10
TEL 052-533-3363
http://www.sanko.ac.jp/nagoya-beauty/
美容／トータルビューティー／ヘアメイク

名古屋ファッション専門学校
NAGOYA FASHION COLLEGE

〒 460-0007 名古屋市中区新栄 1-9-6
TEL 052-241-7381
http://nsc.ac.jp
ファッションマスター／ファッション造形／
ファッション流通

●

名古屋モード学園

Nagoya MODE GAKUEN college of Fashion
& Design

●

〒 450-0002 名古屋市中村区名駅 4-27-1
TEL 052-561-0077
http://www.mode.ac.jp/nagoya
ヘア・メイクアーティスト／美容

ファッションデザイン（４年制、３年制、２
年制）／ファッション技術／ファッションビ
ジネス／スタイリスト／インテリア／グラ
フィック／メイク・ネイル／モード基礎

●
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nagoyatsujigakuentyourisenmongakou

日本語系

名古屋辻学園調理専門学校

語学・通訳・翻訳・ガイド系

愛知県

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

愛知県

名古屋リゾート＆スポーツ専門学校
Nagoya College of Resort & Sports

〒 451-0044 名古屋市西区菊井 2-16-6
TEL 052-561-1300
http://www.sanko.ac.jp/nagoya-sports
アスレティックトレーナー／健康スポーツ／
スポーツトレーナー／スポーツ保育／チャイ
ルドスポーツ研究／トレーナー研究

●

専門学校日産愛知自動車大学校
〒 455-0015 名古屋市港区港栄 1-7-12
TEL 052-653-4123
http://www.nissan-gakuen.ac.jp
自動車整備

●

HAL 名古屋

HAL Nagoya College of Technology & Design

〒 450-0002 名古屋市中村区名駅 4-27-1
●
TEL 052-561-0077
https://www.hal.ac.jp/nagoya
高度情報処理／WEB 開発／情報処理／WEB／
国家資格
ゲームデザイン／ゲーム企画／ゲーム制作／
CG 映像／グラフィックデザイン／アニメ・イ
ラスト／ミュージック（4 年制、2 年制）／ゲー
ム／CG
カーデザイン／先端ロボット開発／電子制御

東名古屋病院附属リハビリテーション学院

●
●

SCHOOL OF PHYSICAL THERAPY & OCCUPATIONAL
THERAPY IN NATIONAL HOSPITAL ORGANIZATION
HIGASHI-NAGOYA NATIONAL HOSPITAL

●

〒 465-0065 名古屋市名東区梅森坂 5-101
TEL 052-801-1151
http://www.gakuin.tomei-nho.jp
理学療法／作業療法

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

Nagoya College Child Welfare, Care
Worker & Business

●

〒 460-0002 名古屋市中区丸の内 2-6-4
TEL 052-222-5673
http://www.nagoya-college.ac.jp
社会福祉Ⅰ／介護福祉

国際教養（Ⅰ・Ⅱ）／国際ビジネス情報（Ⅰ・
Ⅱ）

●
●

日本語Ｂ（Ⅰ・Ⅱ）／日本語ＤⅡ

名鉄自動車専門学校

Meitetsu Automotive Technical School
〒 480-0142 丹羽郡大口町中小口 4-10
TEL 0587-95-1227
http://www.meitetsu.ac.jp/mats/
自動車整備

●

理学・作業名古屋専門学校

Nagoya College of Physical & Occupational
Therapy

●

〒 453-0014 名古屋市中村区則武 1-1-4
TEL 052-454-3500
http://www.nagoya-college.ac.jp
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日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

大原簿記医療観光専門学校 津校
O-HARA College of Business, Tsu
〒 514-0007 津市大谷町 148
TEL 059-213-7711
http://www.ohara.ac.jp/tsu/
税理士・企業会計／医療事務

●

●

ホテルウェディング

鈴鹿オフィスワーク医療福祉専門学校
SUZUKA OFICE WORK COLLEGE
〒 513-0826 鈴鹿市住吉 2-24-9
TEL 059-370-0311
http://www.soc.ac.jp
介護福祉

●

ユマニテク看護助産専門学校

Humanitec College of Nursing & Midwives
〒 510-0067 四日市市浜田町 13-29
TEL 059-353-4318
http://www.humanitec-nmc.jp

ユマニテク調理製菓専門学校

HUMANITEC CULINARY & CONFECTIONERY
〒 510-0067 四日市市浜田町 13-29
TEL 059-353-4318
http://www.humanitec-cc.jp
総合調理／製菓製パン総合

●

四日市情報外語専門学校

Yokkaichi College of Information & Languages
〒 510-0075 四日市市安島 1-2-5
TEL 059-353-8118
http://www.ssc.ac.jp
コンピュータ技術者コース

●

●

ホテル・ブライダルコース

滋賀県

華頂社会福祉専門学校

KACHO COLLEGE FOR SOCIAL WELFARE
〒 520-2144 大津市大萱 6-4-10
TEL 077-544-5171
http://www.kacho-fukushi.ac.jp
介護福祉

●

国際経営情報専門学校

INTERNATIONAL BUSINESS INFORMATION
COLLEGE

●

〒 520-0806 大津市打出浜 11-15
TEL 077-525-4572
http://www.kkjc.com
情報ビジネス
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●

〒 514-0007 津市大谷町 148
TEL 059-213-7711
http://www.ohara.ac.jp/tsu/

日本語系

O-HARA College of Business, Tsu

語学・通訳・翻訳・ガイド系

大原法律公務員専門学校 津校

スポーツ系

●

動物・ペット系

〒 516-0805 伊勢市御薗町高向 1658
TEL 0595-24-2540
http://www.kyoeigakuen.ac.jp/iseshimareha

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

伊勢志摩リハビリテーション専門学校

文化・教養
マスメディア・映像・写真・音楽系

三重県

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養
上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

滋賀県

淡海書道文化専門学校

TANKAI School of Calligraphy

〒 529-1421 東近江市五個荘竜田町 136
TEL 0748-48-2032
http://tankai-shodo.ac.jp/contact
書道師範／書道研究

●

京都府

大原簿記法律専門学校 京都校

O-HARA Business & Law College Kyoto Branch
〒 600-8413 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル
大政所町 672-1
TEL 075-344-1350
http://www.o-hara.ac.jp/osaka/senmon/
course/ryugaku/
ビジネス／国際ビジネス

●

キャリエールホテル旅行専門学校

Carriere College of Hotel, Bridal & Travel
Management

●

〒 604-8006 京都市中京区河原町三条上ル
TEL 075-241-0191
http://www.kyoto-carriere.ac.jp/
ホテル／ブライダル／旅行

京都 IT 会計法律専門学校

KYOTO IT & ACCOUTING & LAW COLLEGE

〒 600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル東
塩小路町 719
TEL 075-351-7431
http://www.kyoto-kaikeihoritsu.ac.jp/
IT ビジネス／会計

●

京都栄養医療専門学校

Kyoto College of Nutritional & Medical
Sciences

●

〒 616-8376 京都市右京区嵯峨天竜寺瀬戸川町 18
TEL 075-872-8500
http://www.kyoto-eiyoiryo.ac.jp
管理栄養士／栄養士

●

医療事務・医療秘書／診療情報管理士

京都外国語専門学校

Kyoto Career College of Foreign Languages
〒 606-8351 京都市左京区岡崎徳成町 5
TEL 075-752-2300
http://kccfl.kufs.ac.jp
日本語コミュニケーション

●

京都芸術デザイン専門学校
Kyoto Institute of Design

〒 606-8252 京都市左京区北白川上終町 3
TEL 075-722-9231
http://www.cdc.ac.jp
クリエイティブデザイン

●

●
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●

工業

医療

衛生

ゲーム開発基礎／ゲーム開発／マンガ・アニ
メ／ゲーム

●

京都コンピュータ学院 洛北校

Kyoto Computer Gakuin Rakuhoku Campus

〒 606-0862 京都市左京区下鴨本町 17
●
TEL 075-701-2233
http://www.kcg.ac.jp/
コンピュータ工学基礎／コンピュータ工／情
報工

京都自動車専門学校

Kyoto Computer Gakuin Automobile School
〒 601-8428 京都市南区東寺東門前町 73
TEL 075-671-1911
http://kyoto-jidousha.ac.jp/
自動車整備工

●

京都製菓技術専門学校
Kyoto Pastry Art College

〒 604-8872 京都市中京区四条通千本上ル
TEL 075-822-6091
http://www.kyoto-seikagijyutsu.ac.jp/
パティスリー・ショコラ上級／カフェスイー
ツ上級／パン上級／和菓子上級／製菓技術

●

京都調理師専門学校

Kyoto Culinary Art College

〒 604-8872 京都市中京区四条通千本角
TEL 075-841-0191
http://www.kyoto-chorishi.ac.jp/
衛生専門課程調理師／衛生専門課程和食・日
本料理上級／衛生専門課程フランス料理上級
／衛生専門課程イタリア料理上級

●
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〒 601-8407 京都市南区西九条寺ノ前町 10-5
TEL 075-671-1911
●
http://www.kcg.ac.jp/
医療事務／情報処理／ビジネス基礎／メディ
ア情報／ネットワーク／応用情報／情報／経
営情報／情報コミュニケーション

日本語系

京都コンピュータ学院 京都駅前校

Kyoto Computer Gakuin Kyoto Ekimae Campus

語学・通訳・翻訳・ガイド系

●

スポーツ系

〒 606-8204 京都市左京区田中下柳町 11
TEL 075-751-0555
http://www.kcg.ac.jp/
アート・デザイン基礎／アート・デザイン／
芸術情報

動物・ペット系

京都コンピュータ学院 鴨川校

Kyoto Computer Gakuin Kamogawa Campus

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

●

文化・教養
マスメディア・映像・写真・音楽系

〒 602-8044 京都市上京区下立売通堀川東入ル
東橋詰町 174
TEL 075-441-1141
https://kyotokenchiku.ac.jp/
建築

ファッション系

KYOTO ARCHITECTURAL COLLEGE

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

京都建築専門学校

ビジネス・経理系

京都府

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

京都福祉専門学校

Kyoto-fukushi vocational collage

〒 611-0042 宇治市小倉町春日森 25
TEL 0774-21-7088
http://kyoto-fukushi.mkg.ac.jp
介護福祉

●

専門学校日産京都自動車大学校

NISSAN AUTOMOBILE TECHNICAL COLLEGE
KYOTO
〒 613-0033 久世郡久御山町林 27-6
TEL 0774-46-1123
https://www.nissan-gakuen.ac.jp/school/
kyoto/index.cgi
自動車整備／一級自動車工／ボディリペア／
カスタマイズ

●

YIC 京都ビューティ専門学校
YIC Kyoto Beauty College

〒 600-8236 京都市下京区油小路通塩小路下
る西油小路町 27
TEL 075-371-4100
http://www.yic-kyoto-beauty.ac.jp
美容、ビューティスペシャリスト

●

●

ブライダル

YIC 京都ペット総合専門学校
YIC Kyoto Pet General College

〒 600-8236 京都市下京区油小路通塩小路下
る西油小路町 27
TEL 075-371-4044
http://www.yic-kyoto-pet.ac.jp
動物看護ペット総合

●

大阪府

愛甲農業科学専門学校

aicoh school of agri-science

〒 531-0041 大阪市北区天神橋 7-15-1
TEL 06-6356-5901
http://aicoh.ac.jp/agri
システム栽培

●

専門学校 ESP エンタテインメント大阪

ESP ENTERTAINMENT OSAKA Professional
Training College
〒 531-0072 大阪市北区豊崎 3-21-7
TEL 06-6373-2888
http://www.esp.ac.jp
音楽アーティスト／声優芸能／音楽芸能ス
タッフ

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

●

日本語系

〒 622-0041 南丹市園部町二本松 1-1
TEL 0771-63-1751
http://www.task.ac.jp
伝統工芸

語学・通訳・翻訳・ガイド系

Traditional Arts Super College Of Kyoto

スポーツ系

〈専〉京都伝統工芸大学校

動物・ペット系

京都府

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養
上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

大阪府

ECC コンピュータ専門学校

ECC COLLEGE OF COMPUTER AND MULTIMEDIA

〒 530-0015 大阪市北区中崎西 2-3-35
●
TEL 06-6374-0144
http://comp.ecc.ac.jp/
高度情報処理研究／マルチメディア研究／経
営工
高度情報処理研究／マルチメディア研究／デ
ジタルクリエイター

●

ヴェールルージュ美容専門学校
Vert Rouge:Institute of beauty

〒 542-0081 大阪市中央区南船場 2-11-11
TEL 06-6258-2111
http://vr-osaka.jp
美容

●

上田安子服飾専門学校
Ueda College of Fashion

〒 530-0012 大阪市北区芝田 2-5-8
TEL 06-6371-1661
http://www.ucf.jp/
ファッション・プロデュース／トップクリエ
イター／ファッションクリエイター／ファッ
ションクリエイターアドバンス／ファッショ
ンビジネス／ファッションビジネス・ストア
マネージメント／ファッションクラフトデザ
イン／ファッション雑貨デザイン

●

エール学園

EHLE INSTIUTE

〒 556-0011 大阪市浪速区難波中 3-9-3
TEL 06-6647-0018
http://www.ehle.ac.jp
国際ビジネス

●

●

国際コミュニケーション

●

日本語教育

●

応用日本語

大阪 IT 会計専門学校

OSAKA IT & ACCOUNTING COLLEGE

〒 553-0003 大阪市福島区福島 6-9-21
TEL 06-6454-8471
http://www.osaka-itkaikei.ac.jp/
情報管理／IT ビジネス

●

●

会計／ビジネス

大阪 IT 会計専門学校 天王寺校

OSAKA IT & ACCOUNTING COLLEGE TENNOJI

〒 543-0063 大阪市天王寺区茶臼山町 1-15
TEL 06-6776-6773
http://www.all-japan.ac.jp/
会計／経理・情報研究／情報管理／IT ビジネス

●

大阪アニメーションスクール専門学校
Osaka Animation School

〒 530-0042 大阪市北区天満橋 1-5-9
TEL 06-6242-5220
http://www.oas.ac.jp
声優／クリエーティブデザイン

●
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工業

医療

衛生

文化・教養

大阪医専

Osaka Isen College of Medical Care & Welfare
〒 531-0076 大阪市北区大淀中 1-10-3
TEL 052-561-0077
http://www.isen.ac.jp/osaka
高度専門士看護／高度看護保健／実践看護

●

救急救命／臨床工学／臨床工学技士特科／鍼
灸／柔道整復

●
●

理学療法／作業療法／言語聴覚

●

介護福祉／精神保健福祉

●

医療秘書／診療情報管理
スポーツトレーナー／アスレティックトレー
ナー

●

大阪ウェディング＆ブライダル専門学校
Osaka Wedding and Bridal College

〒 532-0011 大阪市淀川区西中島 3-8-32
TEL 06-7656-0267
http://www.sanko.ac.jp/osaka-bridal/
ウェディングプランナー／ブライダルコー
ディネーター

●

大阪ウェディング＆ホテル・観光専門学校

OSAKA WEDDING, HOTEL & TOURISM COLLEGE
〒 550-0014 大阪市西区北堀江 2-4-6
TEL 06-6536-5177
http://www.jikei-hospitality.ac.jp
ブライダル総合／ホテル＆リゾート／トラベ
ル＆レジャー

●

大阪エンタテインメントデザイン専門学校

OSAKA TECHNICAL COLLEGE OF ENTERTAINMENT
DESIGN
〒 559-0034 大阪市住之江区南港北 1-10-12
TEL 06-6654-8815
http://oaed.jp
キャラクターコンテンツ／キャラクターデザ
イン専攻／マンガ専攻／アニメーション専攻
／ゲーム専攻／タレント／声優＆アクターズ
専攻

●

大阪観光ビジネス学院

Osaka College Of Tourism & Business

〒 557-0015 大阪市西成区花園南 1-4-2
TEL 06-6654-3607
http://www.octb.ac.jp
観光ビジネス

●

●

外国語

大阪キャリナリー製菓調理専門学校
Osaka School of CULINARY ARTS

〒 550-0014 大阪市西区北堀江 2-9-14
TEL 06-6533-0141
http://www.culinary.ac.jp
製菓製パン／カフェ総合／製菓調理／調理師

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

大阪府

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養
上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

大阪府

大阪芸術大学附属大阪美術専門学校
OSAKA COLLEGE OF ART

〒 545-0003 大阪市阿倍野区美章園 2-23-9
TEL 06-6713-4466
http://www.bisen.ac.jp
総合デザイン／コミック・アート

●

大阪工業技術専門学校

Osaka College of Technology

〒 530-0043 大阪市北区天満 1-8-24
TEL 06-6352-0091
https://www.oct.ac.jp/
ロボット・機械

●

●

建築設計

大阪国際福祉専門学校

OSAKA INTERNATIONAL WELFARE COLLEGE
〒 543-0075 大阪市天王寺区夕陽丘町 3-10
TEL 06-6771-4188
http://www.oiwc.ac.jp
介護福祉

●

●

心理・医療事務

大阪コミュニケーションアート専門学校
OSAKA COMMUNICATION ARTS COLLEGE
〒 550-0014 大阪市西区北堀江 2-4-6
TEL 06-6535-5001
http://www.oca.ac.jp
ゲーム・CG クリエーター

●

クリエーター／コミックイラスト／マンガ・
アニメ・小説

●

大阪コミュニティワーカー専門学校

The Osaka College of Professional Caregiving

〒 532-0028 大阪市淀川区十三元今里 1-1-52
TEL 06-6309-3232
http://www.mead-jp.com/school
コミュニティケア（介護福祉士養成課程）

●

大阪コンピュータ専門学校
Osaka Computer College

〒 530-0052 大阪市北区南扇町 3
TEL 06-6314-0261
http://www.ocsg.ac.jp
IT・クラウド
CG・ゲーム

●

●
●

フォトグラファ

大阪歯科衛生士専門学校

OSAKA DENTALHYGIENST COLLEGE

〒 543-0028 大阪市天王寺区小橋町 14-51
TEL 06-6772-1450
http://www.odhc.ac.jp
歯科衛生士

●

大阪自動車整備専門学校

OSAKA AUTOMOBILE COLLEGE

〒 543-0017 大阪市天王寺区城南寺町 7-19
TEL 06-6761-3692
http://www.jidousha.ac.jp
自動車整備

●
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工業

医療

衛生

文化・教養
上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

大阪府

大阪情報コンピュータ専門学校

OSAKA INFORMATION AND COMPUTER
SCIENCE COLLEGE

〒 543-0001 大阪市天王寺区上本町 6-8-4
●
TEL 06-6772-2233
http://oic.ac.jp
情報処理／IT ビジネス／ゲーム／IT テクニカ
ル／情報システム開発／総合情報メディア
メディアデザイン／ゲーム／メディアクリエ
イト／総合情報メディア

●

大阪スクールオブミュージック専門学校
OSAKA SCHOOL OF MUSIC

〒 550-0013 大阪市西区新町 1-18-22
TEL 06-6536-7161
http://www.osm.ac.jp
プロミュージシャン／カレッジ音楽／商業音楽

●

大阪デザイナー専門学校

OASAKA DESIGNERS' COLLEGE

〒 530-0003 大阪市北区堂島 2-3-20
TEL 06-6341-4676
http://www.odc.ac.jp
イラストレーション／コミックイラスト／マ
ンガ／ＣＧ・ゲームデザイン／フィギュア造
形／アニメーション／特殊メイク／グラ
フィックデザイン／プロダクトデザイン／イ
ンテリアデザイン／インテリアコーディネー
ト／ファッションデザイン

●

大阪電子専門学校

Osaka Electronics College

〒 543-0043 大阪市天王寺区勝山 4-5-6
TEL 06-6779-8484
http://www.kimura.ac.jp
情報エンジニア
電子工

大阪動物専門学校

●

●

osaka ANIMAL COLLEGE

〒 553-0003 大阪市福島区福島 6-9-21
TEL 06-6454-8471
http://www.osaka-doubutsu.ac.jp/
動物管理

●

大阪動物専門学校 天王寺校

OSAKA ANIMAL COLLEGE TENNOJI

〒 543-0063 大阪市天王寺区茶臼山町 1-15
TEL 06-6774-4311
http://www.all-japan.ac.jp/
動物管理

●

大阪バイオメディカル専門学校

Osaka Bio Medical Professional School

〒 542-0082 大阪市中央区島之内 1-14-30
TEL 06-6251-8193
http://www.obm.ac.jp
バイオ／バイオ技術

●

●

日本語

●

日本文化教養
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工業

医療

衛生

文化・教養
上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

大阪府

大阪ハイテクノロジー専門学校
Osaka College of High Technology

●

〒 532-0003 大阪市淀川区宮原 1-2-43
TEL 06-6392-8119
http://www.osaka-hightech.ac.jp

● ● ●

大阪ビューティーアート専門学校
Osaka Beauty College

〒 532-0011 大阪市淀川区西中島 3-8-29
TEL 06-6300-5514
http://www.sanko.ac.jp/osaka-beauty/
美容／トータルビューティー

●

大阪ファッションアート専門学校

OSAKA FASHION ART APPAREL COLLEGE

〒 557-0014 大阪市西成区天下茶屋 3-20-13
TEL 06-6661-9671
http://ofa.ac.jp/
ファッション

●

大阪府柔道整復師会専門学校

Vocational College of Osaka Judo Therapist
Association

●

〒 550-0004 大阪市西区靭本町 3-10-3
TEL 06-6444-4171
http://osaka-jyusei.ac.jp
柔道整復

大阪ブライダル専門学校

Osaka Bridal College

〒 550-0002 大阪市西区江戸堀 2-10-25
TEL 06-6447-0196
http://www.trajalinternational.info/
ブライダル学科

●

大阪文化服装学院

Osaka Bunka Fashion College

〒 532-0005 大阪市淀川区三国本町 3-35-8
TEL 06-6392-4371
http://www.osaka-bunka.com
スーパーデザイナー／ファッションクリエイ
ター／ブランドマネジメント／ファッションビ
ジネス／スタイリスト／スタイリストマスター

●

大阪ペピイ動物看護専門学校

OSAKA PEPPY ANIMAL NURSING COLLEGE
〒 537-0025 大阪市東成区中道 3-8-15
TEL 06-6978-3022
http://www.peppy.ac.jp/
動物看護／動物看護福祉

●

大阪保育福祉専門学校

Osaka Child Welfare College

〒 618-0001 三島郡島本町山崎 5-3-10
TEL 075-962-1115
http://www.o-hosen.ac.jp
児童福祉／保育

●
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工業

医療

衛生

文化・教養
上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

大阪府

大阪モード学園

Osaka MODE GAKUEN college of Fashion
& Design

●

〒 530-0001 大阪府大阪市北区梅田 3-3-2
TEL 052-561-0077
http://www.mode.ac.jp/osaka
ヘア・メイクアーティスト／美容

ファッションデザイン（４年制、３年制、２
年制）／ファッション技術／ファッションビ
ジネス（３年制、２年制）／スタイリスト／
インテリア／グラフィック／メイク・ネイル
／モード基礎

●

大阪 YMCA 国際専門学校

Osaka YMCA International College

〒 550-0001 大阪市西区土佐堀 1-5-6
TEL 06-6441-9068
http://osaka-ymca-college.jp/
国際ビジネス

●

●

国際ホテル

大阪 YWCA 専門学校
Osaka YWCA College

〒 530-0026 大阪市北区神山町 11-12
TEL 06-6361-2955
http://www.osakaywca.ac.jp/
日本語／日本語第二

●

大原医療福祉製菓専門学校 梅田校
〒 530-0051 大阪市北区太融寺町 2-14
TEL 06-6130-7410
http://www.o-hara.ac.jp/osaka/
介護福祉

●

●

製菓

大原外語観光＆ブライダルビューティ
専門学校
OOHARA GAIGO KANKO & BRIDAL BEAUTY
SENMON GAKKO

●

〒 556-0011 大阪市浪速区難波中 1-6-2
TEL 06-4397-2452
http://www.o-hara.ac.jp/osaka/senmon/
総合ビジネス

●

エアライン

●

日本語 1 年制／日本語 2 年制

●

日本語コミュニケーション

大原情報デザインアート専門学校

OOHARA JYOHODESIGNART SENMON GAKKO
〒 556-0011 大阪市浪速区難波中 1-6-2
TEL 06-4397-2452
http://www.o-hara.ac.jp/osaka/senmon/
情報工
メディア情報

●

●
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工業

医療

衛生

文化・教養

Osaka School College bookkeeping O-hara
〒 532-0011 大阪市淀川区西中島 3-15-22
TEL 06-4806-8657
http://www.o-hara.ac.jp/osaka/senmon/
school/osaka/
総合ビジネス／日本語コミュニケーション

●

大原簿記法律専門学校 難波校

OOHARA BOKIHORITHU SENMON GAKKO
NANBAKO

●

〒 556-0011 大阪市浪速区難波中 1-6-2
TEL 06-4397-2452
http://www.o-hara.ac.jp/osaka/semon/
総合ビジネス／ビジネス／公認会計士

関西外語専門学校

Kansai College of Business & Languages

〒 545-0053 大阪市阿倍野区松崎町 2-9-36
TEL 06-6623-1851
http://www.tg-group.ac.jp/kansaigaigo/kg/
英語国際ビジネス／アジア語文・ビジネス

●

関西看護専門学校

KANSAI NURSING COLLEGE

〒 573-0122 枚方市津田東町 2-1-1
TEL 072-858-1757
http://www.hirakataryoiku-med.or.jp/knc/
看護

●

関西社会福祉専門学校

Kansai College of Social Welfare

〒 545-0037 大阪市阿倍野区帝塚山 1-2-27
TEL 06-6624-2518
http://www.ooya.ac.jp/
介護福祉

●

関西テレビ電気専門学校
KANSAI TV COLLEGE

〒 530-0052 大阪市北区南扇町 3
TEL 06-6314-0261
http://www.ktds.ac.jp
電気テレビ／放送電子

●

北大阪福祉専門学校

KITAOSAKA welfare college

〒 534-0024 大阪市都島区東野田町 4-2-7
TEL 06-6351-2097
http://www.kitaosaka.ac.jp/
介護福祉

●

医療法人錦秀会看護専門学校

Hanwagakuen Kinshukai Nursing School

●

〒 586-0077 河内長野市南花台 4-24-1
TEL 0721-21-9015
http://hanwagakuen.ac.jp
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上級日本語（進学・編入含む）系

大原簿記専門学校 大阪校

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

大阪府

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

大阪府

修成建設専門学校

〒 555-0032 大阪市西淀川区大和田 5-19-30
TEL 06-6474-1644
https://www.syusei.ac.jp
建築／建築 CG デザイン／空間デザイン／住
環境リノベーション／土木工学／建設エンジ
ニア

●

●

ガーデンデザイン

創造社デザイン専門学校

SOZOSHA COLLEGE OF DESIGN

〒 553-0003 大阪市福島区福島 6-25-23
TEL 06-6452-1411
http://www.sozosha.ac.jp/
i.school ビジュアルデザイン／i.school 産業デ
ザイン

●

太成学院大学歯科衛生専門学校

Taisei Gakuin University Dental Hygienist College

〒 530-0054 大阪市北区南森町 2-1-8
TEL 06-6363-2421
http://www.otgd.ac.jp/
歯科衛生士

●

中央工学校 OSAKA

CHUO COLLEGE OF TECHNOLOGY OSAKA

〒 561-0872 豊中市寺内 1-1-43
TEL 06-6866-0800
http://www.chuoko-osaka.ac.jp
建築／住宅デザイン／インテリアデザイン／
建築 CG デザイン

●

日本語（進学 2 年コース）／日本語（進学 1
年 6 か月コース）

●

辻学園栄養専門学校

Tsuji Academy Nutrition College

〒 530-0047 大阪市北区西天満 1-3-17
TEL 06-6367-1268
http://www.sanko.ac.jp/osaka-eiyo/
栄養士

●

辻学園調理・製菓専門学校

TSUJI ACADEMY TECHNICAL COLLEGE

〒 530-0047 大阪市北区西天満 1-3-17
TEL 06-6367-1261
http://www.sanko.ac.jp/osaka-chori/
調理師／上級調理師／製菓パティシエ／製菓
マイスター

●

辻製菓専門学校

Tsuji Institute of Patisserie

〒 545-0053 大阪市阿倍野区松崎町 3-9-23
TEL 06-6629-0141
http://www.tsuji.ac.jp/en/
製菓技術マネジメント／製菓衛生師本科

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

大阪府

辻調理師専門学校

Tsuji Culinary Institute

〒 545-0053 大阪市阿倍野区松崎町 3-16-11
TEL 06-6624-1101
http://www.tsuji.ac.jp/en/
高度調理マネジメント／調理技術マネジメン
ト／調理師本科

●

東洋医療専門学校

Toyo Medical College

〒 532-0004 大阪市淀川区西宮原 1-5-35
TEL 06-6398-2255
http://www.toyoiryo.ac.jp
歯科技工士／鍼灸師／柔道整復師

●

日中文化芸術専門学校

Japan-China College of Culture and Arts
〒 543-0052 大阪市天王寺区大道 3-5-11
TEL 06-6796-8266
http://jccollege.ac.jp
観光・通訳ガイド専攻／日中通訳

●

●

日本語・日本文化

日本コンピュータ専門学校

NIHON COMPUTER PROFESSIONAL TRAINING
COLLEGE

〒 533-0014 大阪市東淀川区豊新 1-21-22
●
TEL 06-7506-9053
http://www.ncp.ac.jp
情報処理システム／Web スペシャリスト／IT
スペシャリスト
デジタルクリエイター

日本写真映像専門学校

●

Japan Institute of Photography and Film.

〒 546-0023 大阪市東住吉区矢田 1-5-9
TEL 06-4700-3820
http://www.shasen.ac.jp
写真コミュニケーション／映像クリエイション

●

日本分析化学専門学校

COLLEGE OF ANALYTICAL CHEMISTRY, JAPAN

〒 530-0043 大阪市北区天満 2-1-8
TEL 06-6353-0347
http://www.bunseki.ac.jp
資源分析化／生命バイオ分析／有機テクノロ
ジー／健康化学分析／分析化学応用

●

日本メディカル福祉専門学校

NIHON MEDICAL WELFARE PROFESSIONAL
TRAINING COLLEGE

●

〒 533-0015 大阪市東淀川区大隅 1-3-14
TEL 06-6329-6553
http://www.nmf.ac.jp
臨床工

●

こども福祉

●

日本語
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上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

大阪府

日本理工情報専門学校

NIHON SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY
PROFESSIONAL TRAINING COLLEGE
〒 533-0015 大阪市東淀川区大隅 1-1-25
TEL 06-6329-6553
http://www.nrj.ac.jp/
情報システム

●

電気デジタル情報／電子・情報工／ロボット
システム

●
●

自動車整備

●

建築デザイン

●

日本語

HAL 大阪

HAL Osaka College of Technology & Design

〒 530-0001 大阪市北区梅田 3-3-1
●
TEL 052-561-0077
https://www.hal.ac.jp/osaka
高度情報処理／WEB 開発／情報処理／WEB／
国家資格
ゲームデザイン／ゲーム企画／ゲーム制作／
CG 映像／グラフィックデザイン／アニメ・イ
ラスト／ミュージック（4 年制、2 年制）／ゲー
ム／CG
カーデザイン／先端ロボット開発／電子制御

専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪

●
●

HIKO MIZUNO COLLEGE OF JEWELRY OSAKA
〒 550-0014 大阪市西区北堀江 2-14-3
TEL 06-6537-4333
http://hiko-osaka.jp
ウォッチコース

●

●

ジュエリーコース

平成医療学園専門学校

HEISEI COLLEGE OF MEDICAL TECHNOLOGIES

〒 531-0071 大阪市北区中津 6-10-15
TEL 06-6454-1500
http://www.heisei-iryo.ac.jp/
日本語（医療福祉系 1 年コース、進学 1．5
年コース、進学 2 年コース）

●

放送芸術学院専門学校
Broadcasting Arts College

〒 530-0042 大阪市北区天満橋 1-5-9
TEL 06-6242-5050
http://www.bac.ac.jp
スーパーメディアクリエイター／メディアク
リエイト／タレント

●

ホスピタリティ ツーリズム専門学校大阪

〒 550-0002 大阪市西区江戸堀 2-1-25
TEL 06-6447-1061
http://www.trajal.info/
旅行／エアライン／鉄道サービス／英語コ
ミュニケーション／エアポート／ウェディン
グプランナー／ドレスコーティネーター／ホ
テル

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養
上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

大阪府

ホンダテクニカルカレッジ関西
Honda Technical College Kansai

〒 589-0012 大阪狭山市東茱萸木 2-1937-1
TEL 072-366-9011
http://www.hondacollege.ac.jp/honda_w/
自動車整備／一級自動車整備研究／自動車研
究開発／自動車整備留学生

●

メディカルエステ専門学校
Medical Esthetic College

〒 530-0052 大阪市北区南扇町 3
TEL 06-6314-0261
http://www.mec.ac.jp
メディカルエステ

●

●

日本語

森ノ宮医療学園専門学校

Morinomiya College of Medical Arts and
Sciences

●

〒 537-0022 大阪市東成区中本 4-1-8
TEL 06-6976-6889
http://www.morinomiya.ac.jp/
鍼灸／柔道整復

履正社医療スポーツ専門学校

RISEISHA COLLGEGE OF MEDICINE & SPORT
〒 532-0024 大阪市淀川区十三本町 3-4-21
TEL 06-6305-6592
http://www.riseisha.ac.jp
スポーツ

●

履正社スポーツ専門学校 北大阪校
RISEISHA COLLGEGE OF SPORT

〒 532-0024 大阪市淀川区十三本町 3-4-21
TEL 072-733-2111
http://www.riseisha.ac.jp
スポーツ

●

理容美容専門学校西日本ヘアメイクカレッジ
NISHI-NIHON HAIR-MAKE COLLEGE

〒 545-0051 大阪市阿倍野区旭町 2-1-2 あべ
のポンテ 2 Ｆ
TEL 06-6632-3274
http://www.nhc.ac.jp
理容／美容

●

兵庫県

ICT 専門学校

ICT vocational school

〒 673-0015 明石市花園町 1-1
TEL 078-926-1600
http://ict.ac.jp
システム開発実践／WEB 開発実践

●

専門学校アートカレッジ神戸
Art College Kobe

〒 658-0032 神戸市東灘区向洋町中 1-15
TEL 078-857-3005
http://art-kobe.ac.jp/
アートデザイン／声優／まんが

●

●

国際コミュニケーション

80

工業

医療

衛生

●

大原医療福祉＆スポーツ保育専門学校
姫路校
Ohara medical care welfare & sports
childcare technical school Himeji school

●

〒 670-0902 姫路市白銀町 61
TEL 079-284-2715
http://www.o-hara.ac.jp/osaka/
介護福祉

大原簿記情報法律専門学校 姫路校

Ohara bookkeeping information law
technical school Himaji school

●

〒 670-0902 姫路市白銀町 61
TEL 079-284-2715
http://www.o-hara.ac.jp/osaka/
ビジネスライセンス

関西総合リハビリテーション専門学校
Kansai Rehabilitation College

〒 656-2132 淡路市志筑新島 7-4
TEL 0799-60-3600
http://www.krc-net.jp/
理学療法／作業療法／言語聴覚

●

関西保育福祉専門学校

Kansai College of Social Welfare and Child
Education

●

〒 660-0881 尼崎市昭和通 1-20-1
TEL 06-6401-9891
http://www.khf.ac.jp
介護福祉

神戸製菓専門学校

Kobe College of Patisserie

〒 650-0001 神戸市中央区加納町 2-5-1
TEL 078-221-8010
http://www.kobeseika.ac.jp/
製菓本科／製菓衛生師／製パン本科

●

神戸医療福祉専門学校 中央校

Kobe College of Medical Welfare, Chuo Campus
〒 650-0015 神戸市中央区多聞通 2-6-3
TEL 078-362-1294
http://www.kmw.ac.jp/
鍼灸

●

●

企画福祉士
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〒 660-0862 尼崎市開明町 2-30-2
TEL 06-6411-6921
http://www.ikusei.ac.jp
スタンダード調理師

日本語系

Ikusei Cooking College

語学・通訳・翻訳・ガイド系

育成調理師専門学校

スポーツ系

●

動物・ペット系

〒 674-0063 明石市大久保町八木 743-33
TEL 078-936-0718
http://www.amc1.jp/school/index.html
看護

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

Akashi Medical Center Nursing School

文化・教養
マスメディア・映像・写真・音楽系

明石医療センター附属看護専門学校

ファッション系

兵庫県

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養
上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

兵庫県

神戸医療福祉専門学校 三田校

Kobe College of Medical Welfare, Sanda Campus
〒 669-1313 三田市福島 501-85
TEL 079-563-1222
http://www.kmw.ac.jp/
義肢装具士 4 年制／義肢装具士／救急救命士

●

●

理学療法士／作業療法士／言語療法士

●

整形靴

神戸国際調理製菓専門学校

Kobe Kokusai Cooking & Pastry College

〒 650-0023 神戸市中央区栄町通 3-5-1
TEL 06-6411-6921
http://www.ikusei.ac.jp
製菓スペシャリスト本科／製菓衛生師／調理
スペシャリスト本科／プレミアム調理師

●

神戸電子専門学校

KOBE INSTITUTE OF COMPUTING-COLLEGE
OF COMPUTING

〒 650-0002 神戸市中央区北野町 1-1-8
●
TEL 078-242-0014
http://www.kobedenshi.ac.jp
IT エキスパート／ＩＴスペシャリスト／情報
処理
エンターテインメントソフト／ゲームソフト
／３ＤＣＧアニメーション
情報工
建築インテリアデザイン

●
●
●
●

ビジネス処理
サウンドテクニック／サウンドクリエイト／
声優タレント

●
●

グラフィックデザイン／デジタルアニメ

●

日本語

神戸ファッション専門学校
Kobe Fashion Institute

〒 651-0066 神戸市中央区国香通 6-7
TEL 078-241-8611
http://www.kfi.ac.jp/
ファッションクリエーター／ファッションビ
ジネス

●

専門学校神戸文化服装学院

KOBEBUNKA FASHION COLLEGE

〒 650-0017 神戸市中央区楠町 7-1-1
TEL 078-341-1219
http://www.kobebunka.ac.jp
ファッション本科／技術専攻／ファッション
研究

●

神戸元町医療秘書専門学校

Kobe Motomachi College of Medical Secretary
& Welfare

●

〒 650-0012 神戸市中央区北長狭通 4-7-37
TEL 078-335-0850
http://www.sanko.ac.jp/kobe-med/
医療事務／医療秘書
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工業

医療

衛生

文化・教養

兵庫県

神戸元町こども専門学校

Kobe Motomachi Child Career College

〒 650-0012 神戸市中央区北長狭通 4-7-32
TEL 078-325-3401
http://www.sanko.ac.jp/kobe-child/
保育／こども総合

●

神戸リハビリテーション福祉専門学校
KOBE College of Rehabilitation & Welfare

〒 650-0026 神戸市中央区古湊通 1-2-2
TEL 078-361-2888
http://www.sumire-academy.ac.jp/kobe-reha
介護福祉

●

神戸 YMCA 学院専門学校
THE KOBE YMCA COLLEGE

〒 650-0001 神戸市中央区加納町 2-7-11
TEL 078-241-7204
http://www.kobeymca.ac.jp/-/japanese
ホテル／ホテル学専修

●

公立八鹿病院看護専門学校

KOURITHU YOUKA KANGO SENMON GAKKOU
〒 667-0022 養父市八鹿町下網場 381-1
TEL 079-662-6693
http://www.hosp.yoka.hyogo.jp/school
看護

●

東亜学園商業実務専門学校

Toa Accounting Professional Traning School

〒 653-0862 神戸市長田区西山町 4-11-25
TEL 078-691-3171
http://www.toa-kobe.ed.jp/
国際ビジネス

●

東亜経理専門学校 神戸駅前校

TOA Accounting Professional Training College

〒 650-0016 神戸市中央区橘通 2-26
TEL 078-371-0150
http://www.toakeiri.ac.jp
ビジネス国際ビジネスコース／経営ビジネス

●

専門学校トヨタ神戸自動車大学校

TOYOTA AUTOMOTIVE ENGINEERING COLLEGE
OF KOBE
〒 651-2102 神戸市西区学園東町 4-1
TEL 078-796-2111
https://www.toyota-kobe.ac.jp/
自動車整備／高度自動車

●

西神看護専門学校

Seishin Nursing School

〒 651-2301 神戸市西区神出町勝成 78-53
TEL 078-965-1847
http://www.hyogo-kinshukai.jp/hyougokango/
看護

●
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●

上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養
上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

兵庫県

専門学校日本工科大学校
Japan Engeering College

〒 672-8001 姫路市兼田 383-22
TEL 079-246-5888
http://www.seigaku.ac.jp/
自動車工／一級自動車工／車体工／国際自動
車工

●

●

環境建設工／建築マイスター専攻／建築士専攻

●

日本語

●

国際コミュニケーション

阪神自動車航空鉄道専門学校

HANSHIN INSTITUTE OF TECHNOLGY
〒 653-0861 神戸市長田区林山町 27-1
TEL 078-621-5111
http://www.hits.ac.jp/
自動車整備工／二輪整備工

●

姫路福祉保育専門学校

Himeji College of Welfare and Nursery
〒 670-0972 姫路市手柄 1-22-1
TEL 079-281-0555
http://www.himefuku.ac.jp
介護福祉

●

兵庫栄養調理製菓専門学校
Hyogo N.C.C College

〒 662-0833 西宮市北昭和町 9-32
TEL 0798-66-1981
http://hyoei.ac.jp
栄養士／調理師／製菓衛生師

●

兵庫柔整専門学校

Hyogo College of Oriental Medicine Judo
Therapy Course

●

〒 650-0011 神戸市中央区下山手通 4-2-7
TEL 078-334-1045
http://www.hyogo-jusei.ac.jp
第 1 柔整／第 2 柔整

奈良県

大原和服専門学園

Ohara Kimono Professional Training College
〒 631-0078 奈良市富雄元町 1-13-41
TEL 0742-47-1111
http://www.ohhara.ac.jp/
和裁／和裁研究／着物染織

●

大和高田市立看護専門学校

Yamato-Takada Municipal School of Nursing

●

〒 635-0094 大和高田市礒野北町 1-1
TEL 0745-53-2901
http://www.ym-hp.yamatotakada.nara.jp/gakko/

若羽調理専門学校

WAKABANE COOKING COLLEGE INCORPORATION
〒 630-8325 奈良市西木辻町 191-2
TEL 0742-63-1855
http://www.wakabane.ac.jp
家政専門課程料理専科

●

84

工業

医療

衛生

文化・教養

和歌山県

大原簿記法律＆美容製菓専門学校 和歌山校
〒 640-8341 和歌山市黒田 88-1
TEL 073-475-8010
http://www.o-hara.ac.jp/osaka/
製菓

●

● ●

ビジネス・医療・保育

和歌山高等美容専門学校

wakayama beauty art college

〒 640-8266 和歌山市小人町 32
TEL 073-422-5257
http://www.wbac.ac.jp/
美容文化（昼間課程）

●

和歌山コンピュータビジネス専門学校
Wakayama Computer Business College

〒 640-8341 和歌山市黒田 41-1
●
TEL 073-474-0200
http://www.myros.ac.jp
IT システムエンジニアコース／IT エキスパー
トコース
IT コンピュータグラフィックスコース

和歌山 YMCA 国際福祉専門学校

●

WAKAYAMA YMCA INTERNATIONAL COLLEGE
OF HUMAN CARE

●

〒 640-8323 和歌山市太田 1-12-13
TEL 073-473-3338
http://wakayamaymca.ac.jp
介護福祉士

●

日本語

鳥取県

鳥取県立鳥取看護専門学校

Tottori Prefectural Tottori Norsing College
〒 680-0901 鳥取市江津 260
TEL 0857-29-2407
http://www.pref.tottori.lg.jp/tottorikango
看護

●

専門学校米子ビューティーカレッジ
YONAGO BEAUTY COLLEGE

〒 683-0055 米子市冨士見町 1-120
TEL 0859-38-2501
http://www.yonagobc.ac.jp/
美容

●

米子文化服装専門学校

Yonago bunka fashion academy
〒 683-0811 米子市錦町 1-156
TEL 0859-22-3727
http://www.yonago-bunka.jp
洋裁

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

島根県

山陰中央専門大学校
SANIN-CHUO College

〒 690-0001 松江市東朝日町 75-12
TEL 0852-31-5500
http://sicc.sctg.ac.jp
自動車総合

●

●

介護福祉士

島根リハビリテーション学院

SHIMANE REHABILITATION COLLEGE

〒 699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成
1625-1
TEL 0854-54-0001
http://shima-reha.com
理学療法／作業療法

●

浜田ビューティーカレッジ
HAMADA BEAUTY COLLEGE

〒 697-0022 島根県浜田市浅井町 1429-20
TEL 0855-22-7130
http://www.hamada.ac.jp
美容

●

専門学校松江総合ビジネスカレッジ
Matsue Sogo Business College

〒 690-0001 松江市東朝日町 74
TEL 0852-26-8000
http://www.bijisen.ac.jp
IT

●

●

日本語

六日市医療技術専門学校

Muikaichi College of Medical Technology
〒 699-5521 鹿足郡吉賀町真田 1120
TEL 0856-78-1232
http://www.mgakuen.ac.jp
介護福祉

●

岡山県

インターナショナル岡山歯科衛生専門学校
International Dental Hygienist College
〒 700-0913 岡山市北区大供 3-2-18
TEL 086-212-0155
http://motoyama-e.com/idehc/
歯科衛生

●

岡山医療技術専門学校

Okayama Institute for Medical and Technical
Sciences

●

〒 700-0913 岡山市北区大供 3-2-18
TEL 086-233-8020
http://motoyama-e.com/okayamaisen/
理学療法／作業療法

●

医療事務
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上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養
上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

岡山県

岡山医療福祉専門学校

〒 703-8275 岡山市中区門田屋敷 3-5-18
TEL 086-271-6001
http://www.ifukusen.ac.jp
看護

●

●

介護福祉

岡山科学技術専門学校

OKAYAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY
〒 700-0032 岡山市北区昭和町 8-10
TEL 086-255-7171
http://www.oist.ac.jp/
情報システム
映像音響
ものづくり／電気工
国際自動車工／自動車カスタマイズ
建築工／測量環境工
バイオサイエンス（工業専門課程）

●

●
●
●
●
●
●

進学コース 2 年課程／進学コース 1.5 年課程

●

進学準備

岡山商科大学専門学校

College of Okayama Shoka University

〒 700-0016 岡山市北区伊島町 3-738-1
TEL 086-251-9300
http://www.osu-s.ac.jp
大学編入（留学生）／キャリア専攻（留学生）

●

専門学校岡山ビジネスカレッジ
OKAYAMA BUSINESS COLLEGE

〒 700-0022 岡山市北区岩田町 3-22
TEL 086-801-5007
http://www.obcnet.ac.jp/jp
製菓

●

●

介護福祉

●

ファッション

●

国際ビジネス

●

日本語／国際文化

専門学校岡山ビューティモード
OKAYAMA BEAUTY MODE

〒 700-0032 北区昭和町 3-12
TEL 086-214-2555
http://www.obcnet.ac.jp/obm
美容／トータルビューティ

●

専門学校倉敷ファッションカレッジ
KURASHIKI FASHION COLLEGE

〒 710-0055 倉敷市阿知 1-14-13
TEL 086-422-8866
http://www.fashion.ac.jp
インターナショナル

●

87

工業

医療

衛生

文化・教養
上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

岡山県

順正高等看護福祉専門学校

Junsei School of Nursing and Welfare
〒 716-8508 高梁市伊賀町 8
TEL 0866-22-8065
http://junsei.ac.jp/koukan/
介護福祉

●

中国デザイン専門学校
Chugoku Design College

〒 700-0842 岡山市北区船頭町 12
TEL 086-225-0791
http://www.cdc-de.ac.jp
ファッションデザイン

●

ビジュアルデザイン／インテリア・プロダク
ト／総合デザイン／社会人速成

●

津山中央看護専門学校

〒 708-0841 津山市川崎 1760
TEL 0868-21-8230
http://tcsc.tch.or.jp
看護

●

西日本調理製菓専門学校

Nishinihon Cooking and Confectionery College
〒 700-0913 岡山市北区大供 3-2-18
TEL 086-223-8822
http://motoyama-e.com/nishicho/
総合調理専攻／調理師／パティシエ・ブラン
ジェ／スイーツ

●

広島県

IGL 医療福祉専門学校

IGL Medical and Welfare College

〒 731-3164 広島市安佐南区伴東 1-12-18
TEL 082-849-5001
http://igl.ac.jp/int/
鍼灸／柔整／口腔保健

●

●

介護福祉

●

日本語

●

国際教養コミュニケーション

穴吹医療福祉専門学校

ANABUKI MEDICAL & WELFARE COLLEGE
JAPANESE COURSE FUKUYAMA

●

〒 720-0052 福山市東町 2-3-6
TEL 084-973-3448
http://www.anabuki.ac.jp/college/ajf/
日本語

穴吹デザイン専門学校

Anabuki Design College Hiroshima
〒 732-0826 広島市南区松川町 2-24
TEL 082-263-7177
http://www.anabukih.ac.jp
CG・ゲーム
建築／インテリアデザイン

●

●

商品企画デザイン／グラフィックデザイン／
マンガ・アニメーション

●
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工業

医療

衛生

文化・教養
上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

広島県

小井手ファッションビューティ専門学校
koide College of Fashion & Beauty

〒 732-0825 広島市南区金屋町 1-20
TEL 082-263-0001
http://www.koide.ac.jp/
ファッション・メイク／ファッションデザイ
ン／プロフェッショナル

●

トリニティカレッジ広島医療福祉専門学校

Trinity College, Hiroshima Medical Care
and Welfare Professional Training College

●

〒 730-0014 広島市中区上幟町 8-18
TEL 082-223-1164
http://trinity.ac.jp
臨床工

●

介護福祉

日本ウェルネススポーツ専門学校 広島校
JAPAN WELLNESS SPORTS COLLEGE

〒 739-0321 広島市安芸区中野 2-21-26-8
TEL 082-892-3015
http://www.hiroshimawellness.jp
日本語（工部進学 1 年、工部進学 1 年 6ヶ月、
Ⅱ部進学 1 年）

●

●

ウェルネス IT

ヒューマンウェルフェア広島専門学校
HUMAN WEIFARE HIROSHIMA COLLEGE
〒 732-0068 広島市東区牛田新町 3-15-38
TEL 082-224-2240
http://www.human.ed.jp
IT システム

●

●

介護福祉／介護福祉基礎

広島医療保健専門学校

Hiroshima College of Rehabilitation

●

〒 731-3166 広島市安佐南区大塚東 3-2-1
TEL 082-848-7745
http://www.furusawa.com/iryo/

広島県立三次看護専門学校

Prefectural Miyoshi nursing technical school
〒 728-0023 三次市東酒屋町敦盛 518-1
TEL 0824-62-5141
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/179/
第一看護／第二看護

●

専門学校広島工学院大学校

Hiroshima Kogakuin Technical College

〒 731-3166 広島市安佐南区大塚東 3-2-1
TEL 082-848-7780
http://www.furusawa.com/kogaku/
電気・デジタル通信
自動車整備 1 級自動車整備士コース／自動車整
備 2 級自動車整備士コース／自動車車体整備

●

●

89

工業

医療

衛生

文化・教養

●

建築／土木工

●

音響・映像メディア

専門学校広島自動車大学校

Hiroshima Automobile Technical College

〒 735-0006 安芸郡府中町本町 2-9-12
TEL 082-287-0870
http://www.furusawa.com
自動車整備 1 級自動車整備士コース／自動車
整備 2 級自動車整備士コース

●

広島市立看護専門学校

HIROSHIMA CITY NURSING COLLEGE

〒 730-0043 広島市中区富士見町 11-27
TEL 082-243-6146
http://www.city.hiroshima.lg.jp
第一看護

●

広島酔心調理製菓専門学校

Hiroshima Suishin Professional Training College
Of Culinary & Confectionery

●

〒 733-0024 広島市西区福島町 2-4-1
TEL 082-231-8700
http://www.suishin.ac.jp
調理師（2 年制・1 年制）／製菓衛生師（2 年制）

広島製菓専門学校

Ecole de Patisserie de Hiroshima

〒 730-0812 広島市中区加古町 1-19
TEL 082-248-8777
http://furusawa.com
洋菓子／製パン

●

広島ビジネス専門学校

Hiroshima business college

〒 730-0042 広島市中区国泰寺町 2-5-23
TEL 082-245-3900
http://www.hirobi.ac.jp
製菓衛生

●

●

キャリアビジネス

広島ビューティーアート専門学校
Hiroshima Beauty Art College

〒 732-0821 広島市西区大須賀町 15-24
TEL 082-568-6821
http://www.sanko.ac.jp/hiroshima-beauty/
トータルビューティー

●

広島美容専門学校

HIROSHIMA BEAUTY COLLEGE

〒 730-0052 広島市中区千田町 3-15-1
TEL 082-240-1185
http://www.biyo.ac.jp/
美容／トータルビューティ

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

●

日本語系

電気工／機械工

●

語学・通訳・翻訳・ガイド系

〒 733-8533 広島市西区福島町 2-1-1
TEL 082-295-5111
http://www.hitp.ac.jp/
情報／IT スペシャリスト

スポーツ系

広島工業大学専門学校

Hiroshima Institute of Technology Polytechnic

動物・ペット系

広島県

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養
上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

広島県

広島 YMCA 専門学校

HIROSHIMA YMCA COLLEGE

〒 730-8523 広島市中区八丁堀 7-11
TEL 082-223-1292
http://www.hymca.jp/hyc/
ホスピタリティ

●

●

言語コミュニケーション日本語コース
言語コミュニケーショングローバルコミュニ
ケーションコース／大学院進学コース

●

専門学校福山国際外語学院

Fukuyama International Academy of Languages
〒 720-0818 福山市西桜町 1-1-23
TEL 084-983-2630
http://www.fuwai.jp
国際ビジネス情報

●

福山福祉専門学校

Fukuyama Welfare College

〒 720-0072 福山市吉津町 12-27
TEL 084-922-3691
http://fwc.eisu.ac.jp/
介護福祉

●

福山 YMCA 国際ビジネス専門学校

Fukuyama YMCA International Business College
〒 720-8522 福山市西町 2-8-15
TEL 084-926-2211
http://www.hymca.jp/fukuyama/
情報ビジネス

●

●

日本語

山口県

さくら国際言語教育学院

Sakura International Language Educational
College

●

〒 750-0025 下関市竹崎町 3-5-19
TEL 0838-21-7289
http://www.sakura.ac.jp
日本語／国際

下関福祉専門学校

〒 750-1144 下関市小月茶屋 3-4-26
TEL 083-282-0303
http://www.shimonosekigakuin.ac.jp
介護福祉

●

下関文化産業専門学校

〒 750-1144 下関市小月茶屋 3-4-26
TEL 083-282-0303
http://www.shimonosekigakuin.ac.jp
ビジネスライセンス

●

●

ファッションデザイン

日本医療専門学校

〒 751-0806 下関市一の宮町 3-12-28
TEL 083-256-7711
http://nihon-me.toua-u.ac.jp/

●
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工業

医療

衛生

文化・教養
上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

山口県

平生看護専門学校
hiraogakuen

〒 742-1107 熊毛郡平生町大字曽根字宮ノ前 1376-2
TEL 0820-56-5157
http://www.hiraogakuen.jp
看護

●

YIC 看護福祉専門学校

YIC NURSING AND WELFARE COLLEGE
〒 747-0802 防府市中央町 1-8
TEL 0835-26-1122
http://www.yic.ac.jp/nw/
介護福祉

●

YIC キャリアデザイン専門学校
YIC Career Design College

〒 745-0073 周南市代々木通 2-33
TEL 0834-22-9111
http://www.yic.ac.jp/cd/
総合デザイン／デザイン

●

YIC ビジネスアート専門学校
YIC BUSINESS ART COLLEGE

〒 754-0021 山口市小郡黄金町 2-24
TEL 083-976-8354
http://www.yic.ac.jp/ba
IT エンジニア

●

●

Web ビジネス

●

国際ホテルブライダル

●

ペット総合

●

国際ビジネス

YIC ビューティモード専門学校
YIC byuthimordo senmongakkou

〒 754-0021 山口市小郡黄金町 2-24
TEL 083-976-8210
http://www.yic.ac.jp/bm
美容

●

専門学校 YIC リハビリテーション大学校
YIC Rehabilitation College

〒 759-0208 宇部市西宇部南 4-11-1
TEL 0836-45-1000
http://www.yic.ac.jp/rh/
理学療法／作業療法

●

香川県

穴吹医療大学校

〒 760-0020 高松市錦町 1-22-23
TEL 087-823-5700
http://www.anabuki-college.net/amk/
看護

●

●

歯科衛生／医療事務・ドクター秘書

専門学校穴吹工科カレッジ

ANABUKI TECHNICAL COLLEGE TAKAMATSU

〒 761-8056 高松市上天神町 722-1
TEL 087-815-3200
http://www.anabuki.ac.jp/
自動車整備（2 年制）／自動車整備（3 年制）

●

92

工業

医療

衛生

文化・教養

さぬき福祉専門学校

Sanuki school social welfare

〒 763-0085 丸亀市飯野町東分 2700
TEL 0877-21-8500
http://sanukischool.jukoen.jp
介護福祉

●

守里会看護福祉専門学校

Syurikai Nursing Welfare College

●

〒 761-8012 高松市香西本町 17-9
TEL 087-813-3359
http://www.syurikai.ac.jp

●

吉田愛服飾専門学校

AI-YOSHIDA Press making school
〒 760-0017 高松市番町 2-3-11
TEL 087-821-0911
http://ai-yoshida.mods.jp
本科／専攻

●

愛媛県

愛媛コミュニケーションブライダル専門学校
Ehime Communication and Bridal College
〒 790-0878 松山市勝山町 1-5-2
TEL 089-915-1255
https://www.ecom.ac.jp/
コミュニケーション（ホテル・ブライダル）

●

愛媛調理製菓専門学校

Ehime Culinary and Confectionery Vocational
College
〒 790-0878 松山市勝山町 1-1-5
TEL 089-943-7151
http://aicho.ac.jp

河原医療福祉専門学校

KAWAHARA MEDICAL WELFARE COLLEGE
〒 790-0014 松山市柳井町 3-3-13
TEL 089-946-3388
http://www.kawahara.ac.jp/emw/
介護福祉

●

河原デザイン・アート専門学校
kawahara design & art college

〒 790-0002 松山市二番町 1-12-2
TEL 089-931-9111
http://www.kawahara.ac.jp/idea/
デジタルデザイン／漫画クリエイター
インテリア・建築デザイン

●

●
●

グラフィックデザイン／漫画クリエイター
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上級日本語（進学・編入含む）系

〒 760-0017 高松市番町 2-4-14
●
TEL 087-822-3001
http://www.anabuki-college.net/ack/
情報システム／ネットワークセキュリティ／
ゲームクリエーター／情報ビジネス

日本語系

Anabuki Computer College

語学・通訳・翻訳・ガイド系

専門学校穴吹コンピュータカレッジ

スポーツ系

香川県

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

高知県

高知文化服装専門学校

kochi bunka fashion college

〒 780-0901 高知市上町 3-16-1
TEL 088-872-7739
http://www.kochi-bunka.jp
服装／技術専攻／別科／2 部服装

●

国際デザイン・ビューティカレッジ

COLLEGE of INTERNATIONAL DESIGN and
BEAUTY

●

〒 780-0935 高知市旭町 2-22-58
TEL 088-875-0099
http://www.ryoma.ac.jp
日本語

福岡県

専門学校麻生医療福祉＆観光カレッジ

ASO MEDICAL WELFARE AND TOURISM
COLLEGE

●

〒 804-0092 北九州市戸畑区小芝 3-3-1
TEL 093-882-0001
http://www.asojuku.ac.jp/amkc/
介護福祉

●

ホテル・ブライダル

麻生外語観光＆製菓専門学校

ASO FOREIGN LANGUAGE TOURISM AND
PATISSIER COLLEGE

●

〒 812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-14-17
TEL 092-415-2293
http://www.asojuku.ac.jp/aftc/
製菓パティシエ

●

トラベル／ホテル・リゾート

●

英語コミュニケーション／海外ビジネス

●

日本語

麻生建築＆デザイン専門学校
Architecture and Design College

〒 812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-11-13
TEL 092-415-2292
http://www.asojuku.ac.jp/act/
ビジュアルデザイン／プロダクトデザイン／
建築 CAD／建築／建築工

●

麻生情報ビジネス専門学校

Aso Business Computer Fukuoka College

〒 812-0016 福岡市博多区博多駅南 2-12-32
TEL 092-415-2288
●
http://www.asojuku.ac.jp/abcc/
コンピュータネットワーク／ネットワーク・
セキュリティ／情報システム／情報システム
専攻／組込みシステム
CG クリエータ／ゲームクリエータ

●
●

国際ビジネス／情報ビジネス

●

日本語（1 年 6ヶ月）／日本語（2 年）
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上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養
上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

福岡県

大原昴自動車・スポーツ専門学校

Ohara Subaru College of Automobile and
Sports
〒 805-0023 北九州市八幡東区宮の町 1-1-1
TEL 093-651-5569
http://yahata.o-hara.ac/
二級自動車整備／一級自動車整備研究／モー
ターサイクル専攻

●

●

日本語（1.5 年制）／日本語（2 年制）

●

応用日本語

大原簿記公務員専門学校 小倉校

〒 802-0002 北九州市小倉北区京町 3-9-20
TEL 093-551-0820
https://kokura.o-hara.ac/
経理本科 2 年制

●

大村美容ファッション専門学校
OMULA BEAUTY CREATES

●

〒 810-0055 福岡市中央区黒門 2-6
TEL 092-733-1766
http://www.omula.com/

●

九州医療スポーツ専門学校

Kyushu Medical Sports Vocational School
〒 802-0077 北九州市小倉北区馬借 1-1-2
TEL 093-531-5331
http://www.kmsv.jp
生涯スポーツトレーナー介護福祉

●

●

日本語

九州英数学舘

Kyushu Eisu Gakkan Specialized Training
College

●

〒 810-0073 福岡市中央区舞鶴 1-5-30
TEL 092-741-4166
http://www.kyushu-eisu.ac.jp
国際ビジネス

●

大学進

九州外語専門学校

Kyushu Gaigo College

〒 810-0074 福岡市中央区大手門 1-5-2
TEL 092-721-5020
http://www.kyushu-gaigo.com
国際コミュニケーション／専攻

●

九州歯科技工専門学校

KYUSHU DENTAL TECHNICAL COLLEGE
〒 820-0044 飯塚市横田 770-1
TEL 0948-24-6400
http://www.kyushigi.ac.jp
歯科技士

●

専門学校九州スクールオブビジネス
Kyusyu School of Business

〒 812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-8-24
TEL 092-474-9234
www.ksb.ac.jp
国際ビジネス

●
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工業

医療

衛生

文化・教養

福岡県

専門学校九州テクノカレッジ
Kyusyu Techno College

〒 803-0841 北九州市小倉北区清水 4-8-1
TEL 093-561-3914
http://www.kyutec.ac.jp
国際情報ビジネス

●

専門学校九州デザイナー学院
Kyusyu Designer Gakuin

〒 812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-8-24
TEL 092-474-9234
www.kdg.ac.jp
日本語

●

九州電気専門学校

Kyushu Electric College

〒 812-0018 福岡市博多区住吉 4-4-5
TEL 092-471-1901
http://www.kec.ac.jp/
電気工（全日制）

●

健和看護学院

Kenwa college of Nursing

●

〒 803-0814 北九州市小倉北区大手町 15-1
TEL 093-592-0311
http://kenwakai.gr.jp/gakuin/

香蘭ファッションデザイン専門学校
Koran Fashion Design College

〒 810-0074 福岡市中央区大手門 2-10-5
TEL 092-751-1331
http://www.koran.jp
ファッションデザイン専攻／ファッションデ
ザイン／ファッションテクニカル／ファッ
ションビジネス

●

古賀国際看護学院

KOGA International Nursing School
〒 839-0801 久留米市宮ノ陣 3-7-47
TEL 0942-38-3866
http://www.koga-kango-gakuin.jp
看護

●

専門学校コンピュータ教育学院

SENMONGAKKOU COMPUTER KYOIKU
GAKUIN

〒 810-0001 福岡市中央区天神 4-5-5
●
TEL 092-761-6036
http://www.ckg.ac.jp
情報処理技術（2 年課程）／情報処理技術（3
年課程）／IT スペシャリスト

専門学校コンピュータ教育学院大橋校
COMPUTER EDUCATION ACADEMY

〒 815-0035 福岡市南区向野 2-10-30
●
TEL 092-512-7978
http://www.ckg.ac.jp
IT 技術ビジネスライセンス（2 年課程）／IT
技術ビジネスライセンス（3 年課程）
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上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養
上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

福岡県

製菓・医療九州ビジネス専門学校

Sweets & Medical Kyushu Business School
〒 803-0811 北九州市小倉北区大門 2-2-16
TEL 093-561-6162
http://www.kbs.ac.jp
製菓衛生師

●

●

IT

専修学校久留米ゼミナール

KURUME SEMINAR SPECIALIZED TRAINING
COLLEGE

● ●

〒 830-0033 久留米市天神町 2-56
TEL 0942-36-6660
http://www.kusemi.ac.jp

専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ
Nishitetsu International Business College

〒 810-0014 福岡市中央区平尾 1-13-32
TEL 092-522-3135
http://www.ibc.ac.jp/
ホテル／ブライダル／トラベル／鉄道／エアラ
イン／エアポート／国際ホテルマネジメント

●

西鉄自動車整備専門学校

NISHITETSU AUTO MECHANIC SCHOOL
〒 816-0922 大野城市山田 3-12-1
TEL 092-581-7435
http://www.nishitetsu-seibi.ac.jp
自動車整備

●

日本ウェルネススポーツ専門学校 北九州校
Nihon Wellness Sports College

〒 805-0043 北九州市八幡東区勝山 2-7-5
TEL 093-654-3677
http://www.taiken.ac.jp/kitakyushu/
ウェルネス IT

●

福岡医健専門学校

Fukuoka College of Medical Health

〒 812-0032 福岡市博多区石城町 7-30
TEL 0120-717-261
http://www.iken.ac.jp
柔道整復／鍼灸／救急救命／歯科衛生士／薬業

●

●

理学療法／作業療法

●

医療事務ビジネス

●

スポーツ

福岡 ECO 動物海洋専門学校

FUKUOKA COLLEGE OF ECO & ANIMALS
〒 812-0033 福岡市博多区大博町 4-16
TEL 092-262-2177
http://www.eco.ac.jp
エコ・コミュニケーション

●
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工業

医療

衛生

文化・教養

福岡県

福岡医療専門学校

Fukuoka School of Health Sciences
〒 814-0005 福岡市早良区祖原 3-1
TEL 092-833-6120
http://www.jusei.ac.jp
看護

●

●

診療放射線

●

柔道整復／鍼灸／理学療法

福岡医療秘書福祉専門学校

Fukuoka medical secretary welfare collage
〒 812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-16-22
TEL 092-481-3354
http://www.sanko.ac.jp/fukuoka-med/
介護福祉

●

福岡ウェディング＆ブライダル専門学校

〒 812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-10-39
TEL 092-434-7007
http://www.sanko.ac.jp/fukuoka-bridal/
ウェディングプランナー／ブライダルヘアメ
イク＆ドレス

●

福岡外語専門学校

Fukuoka Foreign Language College
〒 812-0054 福岡市東区馬出 1-8-27
TEL 092-631-0147
http://www.f-seikei.ac.jp
日本語

●

福岡介護福祉専門学校

FUKUOKA NURSING WELFARE SCHOOL

●

〒 819-0015 福岡市西区愛宕 4-2-28
TEL 092-882-7004
http://www.fukuoka-kaigofukushi.ac.jp/

福岡キャリナリー製菓調理専門学校
Fukuoka College of Culinary Arts

〒 812-0032 福岡市博多区石城町 20-9
TEL 092-262-5817
http://www.f-culinary.ac.jp
製菓製パン／調理師／カフェ総合

●

福岡デザイン専門学校

FUKUOKA DESIGN SCHOOL

〒 810-0042 福岡市中央区赤坂 1-10-10
TEL 092-716-0094
http://fds.ac.jp
総合デザイン／高度総合デザイン／基礎デザ
イン

●

福岡デザイン＆テクノロジー専門学校

FUKUOKA COLLEGE OF DESIGN & TECHNOLOGY

〒 812-0032 福岡市博多区石城町 21-2
TEL 092-262-2117
http://www.fca.ac.jp
クリエーティブデザイン／スーパークリエー
ター

●

●

クリエーティブデザイン
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上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

福岡県

福岡天神医療リハビリ専門学校

FUKUOKA TENJIN MEDICAL REHABILITATION
ACADEMY

●

〒 810-0004 福岡市中央区渡辺通り 4-3-7
TEL 092-738-7823
http://www.dmr.ac.jp
理学療法／作業療法／鍼灸／柔道整復

福岡ビューティーアート専門学校

〒 812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-16-28
TEL 092-434-7131
http://www.sanko.ac.jp/fukuoka-beauty/
美容／トータルビューティー

●

福岡ブライダル＆ホテル観光専門学校

Fukuoka Bridal, Hotel and Tourism College
〒 812-0032 福岡市博多区石城町 20-9
TEL 092-263-5388
http://www.f-hospitality.ac.jp
ブライダル総合／ホテル＆旅行

●

福岡ベルエポック美容専門学校

Fukuoka Belle epoque College of Beauty

〒 812-0033 福岡市博多区大博町 4-17
TEL 092-282-9100
http://www.fbe.ac.jp
美容師／美容師実践／トータルビューティ／
ヘアメイク

●

佐賀県

佐賀工業専門学校

SAGA KOUGYOU SENMON GAKKOU
〒 849-0921 佐賀市高木瀬西 3-7-1
TEL 0952-31-4628
http://kounan-gakuen.jp/sakousen/
自動車／エアポート・サービス

●

長崎県

こころ医療福祉専門学校

KOKORO Medical & Welfare Professional
College

●

〒 850-0048 長崎市上銭座町 11-8
TEL 095-846-5561
http://kokoro.ac.jp/
介護福祉

こころ医療福祉専門学校 佐世保校
KOKORO COLLEGE SASEBO

〒 857-0051 佐世保市浜田町 1-22
TEL 0956-59-6888
http://sasebo.kokoro.ac.jp
日本語

●

熊本県

専門学校 IEC 熊本国際大学校

IEC Kumamoto International college
〒 866-0896 八代市日置町 651-1
TEL 0965-35-5430
http://www.iec-college.ac.jp
英語セールスフォース

●

●

アスリート英語ビジネス
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日本語系
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スポーツ系

動物・ペット系
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マスメディア・映像・写真・音楽系
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観光・ホテル・ブライダル・エアライン系
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美容・ビューティー系
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医療技術・歯科技術系
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建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

熊本県

上天草看護専門学校

Kamiamakusa School of Nursing

〒 866-0295 上天草市龍ヶ岳町高戸 1419-2
TEL 0969-62-0200
h t t p : / / w w w. c i t y h o s p - k a m i a m a k u s a . j p /
kangaku.html
看護

●

九州技術教育専門学校 熊本校

Kyushu Technical Education College
〒 860-0041 人吉市駒井田町 216-12
TEL 096-211-0181
http://www.ktec.ac.jp
情報システム工／医療情報

●

九州技術教育専門学校 人吉本校
Kyushu Technical Education College
〒 860-0041 人吉市駒井田町 216-12
TEL 0966-22-3412
http://www.ktec.ac.jp
情報システム工／医療情報

●

九州工科自動車専門学校

Kyushu Automobile Technical College
〒 860-0816 熊本市中央区本荘町 657
TEL 096-366-3862
http://kyukoo.ac.jp
国際自動車／自動車整備

●

九州中央リハビリテーション学院
kyushu chuo rehabilitaion gakuin

〒 860-0821 熊本市中央区本山 3-3-84
TEL 096-322-2200
http://kcr.ac.jp
国際介護

●

熊本看護専門学校

Kumamoto School of Nursing

〒 861-0079 熊本市西区上熊本 1-10-8
TEL 096-355-4401
http://www.kumamotokango.ac.jp
助産／看護

●

熊本工業専門学校

Kumamoto Technical College

〒 861-8038 熊本市東区長嶺東 5-1-1
TEL 096-380-8645
http://www.kumakosen.jp
電気システム／機械システム
自動車整備工

●

●
●

日本語

熊本歯科衛生士専門学院

〒 860-0863 熊本市中央区坪井 2-3-6
TEL 096-344-6672
http://gakuin.kuma8020.com

●

100

上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養
上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

熊本県

熊本市立総合ビジネス専門学校

KUMAMOTO MUNICIPAL BUSINESS COLLEGE

〒 860-0079 熊本市西区上熊本 3-25-5
TEL 096-352-1768
http://www.kumamoto-kmm.ed.jp/school/h/
business/
総合ビジネス情報ビジネスコース／総合ビジ
ネス経理ビジネスコース

●

●

総合ビジネス観光サービスコース

熊本電子ビジネス専門学校

Kumamoto Professional Training College
of Computer and Business
〒 862-0976 熊本市中央区九品寺 2-2-38
TEL 096-362-5656
http://www.denbi.ac.jp
IT エンジニア
デジタルクリエイター／IT ビジネス

●

●
●

医療事務／総合ビジネス

専修学校熊本 YMCA 学院

Kumamoto YMCA Vocational College

〒 860-8739 熊本市中央区新町 1-3-8
TEL 096-353-6393
http://www.kumamoto-ymca.or.jp/vocational/
建築

●

●

ビジネス総合

●

健康スポーツ

●

日本語

●

グローバルコミュニケーション

八代実業専門学校

YATSUSHIRO VOCATIONAL COLLEGE
〒 866-0055 八代市迎町 1-16-33
TEL 0965-33-1800
http://yatsujitsu.com
美容師養成

●

●

調理師養成

●

福祉医療事務

八代看護学校

〒 866-0074 八代市平山新町 4453-2
TEL 0965-34-5491
http://www.yatsushiro-kango.jp/

●

大分県

大分経理専門学校

ooitakeiri senmongakkou

〒 870-0024 大分市錦町 3-7-28
TEL 097-534-6625
http://www.keiri.ac.jp/
ビジネス管理／短大併修

●

田北調理師専門学校

〒 870-0021 大分市府内町 2-5-7
TEL 097-532-2803
http://www.takita.ac.jp
調理師専攻／調理師

●
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工業

医療

衛生

文化・教養

大分県

田北ビジネス専門学校
Takita business college

〒 870-0021 大分市府内町 2-5-7
TEL 097-532-2803
http://www.takita.ac.jp
情報経理

●

中津ファビオラ看護学校

NAKATU FABiORA KANGO GAKKOU

●

〒 871-0162 中津市大字永添字小森 2110
TEL 0979-24-7270
http://www.fabiola.jp

宮崎県

小林看護医療専門学校

Kobayashi Nursing and Medical College
〒 886-0009 小林市駅南 309
TEL 0984-27-3010
http://www.kobayashi-kango.ac.jp/
医療秘書

●

宮崎サザンビューティー美容専門学校
MIYAZAKI SOUTHERN BEAUTY COLLEGE
〒 880-0801 宮崎市老松 2-1-17
TEL 0985-22-2000
http://www.beauty.ac.jp/
トータルビューティ

●

宮崎情報ビジネス医療専門学校

Miyazaki Information Business Medical
College
〒 880-0806 宮崎市広島 2-10-21
TEL 0985-22-1030
http://www.miyajobi.ac.jp/
情報システム（2 年制）／総合情報

●

●

総合ビジネス
日本語 1 年コース／日本語 1.5 年コース／日
本語 2 年コース

●

宮崎ビジネス公務員専門学校

Miyazaki Business Public Official College

●

〒 880-0812 宮崎市高千穂通 2-2-27
TEL 0985-22-6887
http://www.bijikou.jp/

宮崎ペットワールド専門学校
〒 880-0801 宮崎市老松 1-3-5
TEL 0985-22-3100
http://www.pet-animal.ac.jp/
動物健康管理

●

鹿児島県

出水郡医師会広域医療センター附属
阿久根看護学校
akune nursing school

●

〒 899-1611 阿久根市赤瀬川 4513
TEL 0996-73-1345
http://akune-kango.jp
看護
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上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

鹿児島県

鹿児島医療技術専門学校

KAGOSHIMA MEDICAL PROFESSIONAL
COLLEGE

●

〒 891-0133 鹿児島市平川町字宇都口 5417-1
TEL 099-260-4151
https://www.harada-gakuen.ac.jp/igisen/
介護福祉

鹿児島外語学院

Kagoshima Gaigo Gakuin

〒 890-0056 鹿児島市下荒田 4-41-4
TEL 099-254-9290
http://kgaigo.org
英語／国際

●

鹿児島キャリアデザイン専門学校
Kagoshima Career Design College

〒 891-0141 鹿児島市谷山中央 2-4173
TEL 099-267-2411
https://www.harada-gakuen.ac.jp/career/
IT スペシャリスト

●

●

こども

●

TV 映像音響

●

グラフィック

●

日本語

鹿児島歯科学院専門学校

〒 892-0841 鹿児島市照国町 13-15
TEL 099-223-7851
http://www.kdic.ac.jp
歯科技工士／歯科衛生士

●

鹿児島情報ビジネス専門学校

Kagoshima College of Computer Business
and Public Service

●

〒 892-0842 鹿児島市東千石町 19-32
TEL 099-223-8400
https://www.kbcc.ac.jp
総合ビジネス

●

日本語

神村学園専修学校

KAMIMURA GAKUEN VOCATIONAL COLLEGE
〒 896-8686 いちき串木野市別府 4460
TEL 0996-21-2105
http://www.kamimura.ac.jp
看護

●

●

理学療法／作業療法

●

日本語

沖縄県

沖縄福祉保育専門学校

okinawa fukushihoiku senmongakkou

〒 900-0033 那覇市久米 1-5-17
TEL 098-868-5796
http://www.ooba-gakuen.ac.jp/okifuku/index.html
ヒューマン介護福祉／こども未来

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系

教育・
服飾・
商業実務
社会福祉
家政
介護・福祉系

調理・栄養・製菓系

美容・ビューティー系

理学療法・作業療法系

医療技術・歯科技術系

看護系

バイオ・環境・生命工学技術系

建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

工業

医療

衛生

文化・教養

沖縄県

サイ・テク・カレッジ
Sci･Tec･College Mihama

〒 904-0115 中頭郡北谷町美浜 1-5-16
TEL 098-926-1800
http://www.sci-tec.ac.jp
IT 総合

●

サイ・テク・カレッジ那覇
Sci･Tec･College NAHA

〒 900-0005 那覇市天久 2-1-13
TEL 098-865-2800
http://www.stc-naha.ac.jp/
情報システム

●

●

国際情報ビジネス

●

日本語

JSL インターナショナルカレッジ
JSL International College

〒 901-2125 浦添市仲西 1-1-1
TEL 098-875-1456
http://jslnippon.jp/
国際観光ビジネス

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

スポーツ系

動物・ペット系

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

マスメディア・映像・写真・音楽系

ファッション系

観光・ホテル・ブライダル・エアライン系

ビジネス・経理系
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建築・土木・インテリア系

農業・畜産・園芸系

自動車・バイク・航空系

工業・電気・電子・通信系

ＣＧ・ゲーム系

ＩＴ・情報処理系

学校名／学科名

所在地／TEL／URL

農業

