留学生受け入れ専門学校名簿

文部科学省の平成 28 年度「専修学校留学生就職アシスト事業」に、本財団
として『専門学校留学生状況調査と情報提供事業の推進』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、留学生の就職をアシスト・支援する情報を収集して、全国の専門
学校に広く情報提供を行うため「平成 28 年度専門学校留学生受け入れ実態に
関する調査」を実施いたしました。
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（913 校）のみ、県別・
五十音順で載せております。
※この一覧は平成 28 年 5 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。

『専門学校留学生状況調査と情報提供事業の推進』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

旭川医療情報専門学校

Asahikawa College of Medical Information
〒 070-0039 旭川市九条通 11- 左 3
TEL 0166-24-8008
http://www.atg-web.ac.jp
医療事務／医療情報

●

●

旭川調理師専門学校

〒 078-8271 旭川市工業団地一条 1-316-2
TEL 0166-36-5111
http://www.asacho.ac.jp/
調理

●

池上学院グローバルアカデミー専門学校
Ikegamigakuin

〒 062-0906 札幌市豊平区豊平六条 6-5-1
TEL 011-811-5515
http://iga.ac.jp
情報システム

●

エス・ワン動物専門学校

〒 060-0001 札幌市中央区北一条西 19-2-7
TEL 011-623-1121
http://www.s-1gs.co.jp
犬の美容／動物看護／ペットライフ

●

大原医療福祉専門学校

O-HARA College of Business

〒 060-0806 札幌市北区北六条西 8-3-2
TEL 011-707-0088
http://www.o-hara.ac.jp/
医療事務歯科アシスタント／医療事務

●

●

介護福祉／幼児保育夜間

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

〒 060-0806 札幌市北区北六条西 8-8-4
TEL 011-707-0088
http://www.o-hara.ac.jp/
法律行政

●

大原簿記公務員情報医療専門学校 函館校
〒 040-0063 函館市若松町 7-5
TEL 0138-23-0081
http://www.o-hara.ac.jp/s/hok

●

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

〒 060-0806 札幌市北区北六条西 8-8-1
TEL 011-707-0088
http://www.o-hara.ac.jp/
ビジネスキャリア／会計システム 2 年制／会
計システム 4 年制
情報システム

●

●

オホーツク社会福祉専門学校

ohotuku shakaifukushi senmongakkou
〒 090-0817 北見市常盤町 3-14-10
TEL 0157-24-1560
http://www.kurihara.ac.jp
介護福祉

●

2

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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

Kurihara Educational Corporation Kitami Information
Business Professional Training College
〒 090-0817 北見市常盤町 3-14-18
TEL 0157-61-5588
http://www.kurihara.ac.jp

●

● ●

北見美容専門学校

Kitami Beauty College

〒 090-0066 北見市花月町 17-15
TEL 0157-24-3604
http://www.k-bc.info
美容本科

●

釧路孝仁会看護専門学校

Kushiro kojinkai nursing school

〒 085-0062 釧路市愛国 191-212
TEL 0154-39-1230
http://www.kojinkai.or.jp/school
看護

●

釧路商科専門学校

〒 085-0048 釧路市駒場町 3-35
TEL 0154-22-3337
http://shousen946.com/koutou/index.html
会計情報ビジネス

●

経専調理製菓専門学校

〒 062-0933 札幌市豊平区平岸三条 2-5
TEL 011-823-9636
http://www.keisen-chouri.com
調理師専攻／製菓パティシエ学

●

経専北海道保育専門学校

〒 005-0004 札幌市南区澄川四条 4-1-1
TEL 011-812-9626
http://www.keisen-hoiku.com

●

札幌青葉鍼灸柔整専門学校

〒 060-0053 札幌市中央区南三条東 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/

● ●

3

上級日本語（進学・編入含む）系

北見情報ビジネス専門学校

日本語系

●

語学・通訳・翻訳・ガイド系

〒 079-1371 芦別市上芦別町 118-132
TEL 0124-22-3811
http://www.a-tec.jp/
自動車整備

動物・ペット・スポーツ系

kitanipon automobile technical college

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

専門学校北日本自動車大学校

文化・教養
マスメディア・映像・写真・音楽系

北海道

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
家政
社会福祉
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

〒 060-0042 札幌市中央区大通西 17-1-22
TEL 011-631-8811
http://www.s-kagisen.ac.jp
自動車工

●

●

自然環境／バイオテクノロジー／海洋生物

●

建築技術

●

電気技術
情報システム

●

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 011-272-2821
http://www.skb.ac.jp/
エアライン／観光総合／ホテル／ブライダル

●

●

製菓

札幌商工会議所付属専門学校

〒 003-0026 札幌市白石区本通 17- 南 5-15
TEL 011-866-8088
http://www.sapporo-cci.ac.jp
経営情報

●

●

●

システム会計／税務会計／総合ビジネス
ビジネス情報

●
● ●

北海道観光

札幌スイーツ & カフェ専門学校
Sapporo Sweets & Cafe

〒 060-0061 札幌市中央区大通南一条西 8-11-2
TEL 011-222-6050
http://www.sanko.ac.jp/sapporo-sweets/
スイーツパティシエ

●

専門学校札幌スクールオブビジネス
〒 060-0042 札幌市中央区大通西 9-3-12
TEL 011-272-2811
http://www.ssb.ac.jp/
ペット／医療・医薬

●

札幌スクールオブミュージック＆ダンス専門学校
Sapporo School of Music

〒 060-0001 札幌市中央区北一条西 8-2-75
TEL 011-280-2100
http://www.ssm.ac.jp
パフォーミングアーツ／商業音楽

●

札幌スポーツ＆メディカル専門学校
Sapporo sports and medical school

〒 060-0061 札幌市中央区南一条西 8-11-1
TEL 011-233-3555
http://www.sanko.ac.jp/sapporo-sports
スポーツトレーナー／アスレティックトレー
ナー／健康スポーツ／スポーツ保育

●

●

鍼灸／柔整

4

上級日本語（進学・編入含む）系

札幌科学技術専門学校

日本語系

北海道

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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 011-272-2822
http://www.visualarts.ac.jp/
パフォーマンス

●

●

音響／ゲームクリエイティブ／写真

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

〒 060-0061 札幌市中央区南一条西 8-11-1
TEL 011-232-3230
http://www.sanko.ac.jp/sapporo-beauty/
美容／トータルビューティー

●

札幌ブライダル専門学校
SAPPORO BRIDAL 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/
ウェディングプランナー

●

●

ブライダルコーディネーター

札幌ベルエポック製菓調理専門学校

Sapporo Belle epoque College of Confectionery
and Culinary

〒 065-0026 札幌市東区北二十六条東 14-1-45
TEL 0120-877-667
http://www.foods.belle.ac.jp
製菓・製パン・ショコラ／パティシエ実践／
調理師／調理実践／製菓調理／カフェ

●

札幌放送芸術専門学校

Sapporo Broadcasting Arts College

〒 060-0001 札幌市中央区北一条西 8-2-75
TEL 011-280-5100
http://www.ssm.ac.jp
放送芸術／タレント総合／

●

●

クリエーティブデザイン

専門学校札幌マンガ・アニメ学院

〒 060-0042 札幌市中央区大通西 9-3-12
TEL 011-272-2866
http://www.smg.ac.jp/
マンガデザイン／アニメーションデザイン／
声優

●

5

上級日本語（進学・編入含む）系

〒 060-0042 札幌市中央区大通西 9-3-12
TEL 011-272-2800
http://www.sdg.ac.jp/
ビジュアルデザイン

日本語系

専門学校札幌デザイナー学院

語学・通訳・翻訳・ガイド系

北海道

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

NIHON KOGAKUIN COLLEGE OF HOKKAIDO

〒 059-8601 登別市札内町 184-3
TEL 0143-88-0888
http://www.nkhs.ac.jp/
ゲームクリエイター／ＣＧデザイナー／情報
処理

●

●

自動車整備

●

電気工

●

建築

●

医療秘書／柔道整復

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/isca/
職業実践専門課程調理師

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 012-36-2311
http://eco.hht.ac.jp
動物自然／ペット／動物看護師

●

●

バイオテクノロジー

●

医療事務／診療情報
視能訓練士／臨床工学技士／歯科衛生士／義
肢装具士
ＩＴメディア

●
●

北海道歯科技術専門学校

〒 061-1121 北広島市中央 3-4-1
TEL 011-372-2457
http://www.hokkaidodentaltec.ac.jp/
歯科技工士

●

専門学校北海道自動車整備大学校

〒 007-0892 札幌市東区中沼西四条 2-1-15
TEL 011-790-1205
http://www.yoshida-seibi.jp/
一級自動車整備／二級自動車整備

●

専門学校北海道体育大学校

〒 065-0011 札幌市東区北十一条東 6-1-30
TEL 011-753-7073
http://www.yoshida-dotai.jp/

●

北海道中央調理技術専門学校

〒 062-0023 札幌市豊平区月寒西三条 6-1-20
TEL 011-856-0022
http://www.yamaguchigakuen.ac.jp
調理師

●

6

上級日本語（進学・編入含む）系

日本工学院北海道専門学校

日本語系

北海道

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

北海道ドレスメーカー学院

〒 064-0801 札幌市中央区南一条西 22-1-1
TEL 011-618-1939
http://www.doreme.ac.jp/
ファッション総合／ファッション専攻

●

北海道ハイテクノロジー専門学校
〒 061-1396 恵庭市恵み野北 2-10-1
TEL 012-36-8119
http://www.hht.ac.jp
日本語

●

●

バイオテクノロジー
医療ビジネス／診療情報管理士専攻／視能訓
練士／臨床工学技士／歯科衛生士／義肢装具
士
情報システム

●
●
●

子ども・こころ

北海道福祉教育専門学校

〒 051-0004 室蘭市母恋北町 1-5-11
TEL 0143-22-7711
http://www.hokuto-bunka.ac.jp/wevs
介護福祉

●

専門学校北海道福祉大学校

〒 060-0063 札幌市中央区南三条西 1-15
TEL 011-272-6085
http://www.yoshida-fukushi.jp/

●

北海道文化服装専門学校

〒 062-0904 札幌市豊平区豊平四条 8-1-7
TEL 011-811-0101
http://h-bunka.jp/index.html
ファッションクリエイト

●

北海道メディカル・スポーツ専門学校
Hokkaido College of Medical Sports
〒 061-1490 恵庭市恵み野北 2-12-4
TEL 012-36-5530
http://hms.hht.ac.jp
スポーツ

●

医療事務／診療情報管理士専攻／視能訓練士
／臨床工技士／歯科衛生士／義肢装具士
ＩＴメディア

●
●

専門学校北海道リハビリテーション大学校
〒 060-0063 札幌市中央区南三条西 1-15
TEL 011-272-3364
http://www.yoshida-rehabili.jp/
理学療法／作業療法／言語聴覚

●

宮島学園北海道調理師専門学校
CULINARY INSTITUTE OF HOKKAIDO

〒 065-0026 札幌市東区北二十六条東 3-1-35
TEL 011-712-2525
http://www.miyajima.ac.jp
調理師／調理総合／調理速成

●
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

〒 001-0015 札幌市北区北十五条西 4-7
TEL 011-736-2121
http://www.miyajima.ac.jp
販売速成

●

●

服装総合／服飾研究家

吉田学園医療歯科専門学校

〒 060-0063 札幌市中央区南三条西 1-11
TEL 011-272-3030
http://www.yoshida-iryoshika.jp/
救急救命／臨床工／臨床検査／視能訓練／歯
科衛生／歯科技工／医療事務クラーク

●

吉田学園情報ビジネス専門学校
〒 065-0015 札幌市東区十五条 6-3-1
TEL 011-711-6311
http://www.yoshida-jobi.jp/
情報システム

コンピュータグラフィックス／ゲームスペシ
ャリスト／ゲーム

●

●

吉田学園動物看護専門学校

〒 065-0016 札幌市東区北十六条東 5-4-7
TEL 011-712-1633
http://www.yoshida-doubutsu.jp/
動物看護／トリマー／トリマー専攻科

●

青森県

青森県ヘアアーチスト専門学校
Aomori Hair Artist Academy
〒 036-8096 弘前市表町 6-4
TEL 0172-31-2200
http://hair-artist.com/
理容／美容

●

八戸調理師専門学校

〒 039-1166 八戸市根城 5-14-24
TEL 0178-43-2849
http://www.hayashigakuen.ac.jp

●

岩手県

岩手理容美容専門学校

Iwate Riyo Biyo Beauty School

●

〒 025-0097 花巻市若葉町 2-14-39
TEL 0198-23-4239
http://www.iwateribi.com/

上野法律ビジネス専門学校

Ueno Law And 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

●

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

宮島学園北海道ファッション専門学校

日本語系

北海道

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

岩手県

北日本医療福祉専門学校

KITA-NIHON MEDICAL WELFARE COLLEGE
〒 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

●

●

薬業

北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ

KITA-NIHON HIGH TECHNICAL COOKING COLLEGE

●

〒 020-0045 盛岡市盛岡駅西通 2-5-15
TEL 019-621-2106
http://www.kitakita.ac.jp

北日本ヘア・スタイリストカレッジ
KITA-NIHON HAIR STYLIST COLLEGE

●

〒 020-0045 盛岡市盛岡駅西通 2-5-15
TEL 019-606-0082
http://www.kitakita.ac.jp

盛岡医療福祉専門学校

College of Morioka Medical and Welfare

●

〒 020-0025 盛岡市大沢川原 3-5-18
TEL 019-624-8600
http://www.morii.ac.jp

●

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

〒 020-0111 盛岡市大沢川原 3-1-18
TEL 019-651-5001
http://www.moricolle.ac.jp
ホテルビジネス／ブライダルビジネス／トラ
ベルビジネス

●

●

ファッション・ショップビジネス

●

パティシエ

●

総合ビジネス／国際ビジネス

盛岡情報ビジネス専門学校

Morioka IT and Business College
〒 020-0021 盛岡市中央通 3-2-17
TEL 019-651-5530
http://www.mjls.jp
日本語

● ●

●

● ●

大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校盛岡校
〒 020-0045 盛岡市盛岡駅西通 2-21-1
TEL 019-681-0070
http://www.o-hara.ac.jp/ryugaku/
経理本科

●

●

介護福祉

宮城県

赤門鍼灸柔整専門学校

〒 980-0845 仙台市青葉区荒巻字青葉 33-1
TEL 022-222-8349
http://www.akamon.ac.jp/
鍼灸指圧／鍼灸／柔道整復

●
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工業

医療

衛生

文化・教養

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
国際観光／国際ホテル／ブライダルビジネス

●

●

販売ビジネス／日本語ビジネス

●

総合英語

仙台青葉服飾専門学校

Sendaiaoba Fashion and KIMONO Professijonal
Training College

●

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

仙台医健専門学校

Sendai College of Medical Health

〒 984-0051 仙台市若林区新寺 2-1-11
TEL 022-292-2141
http://www.sendai-iken.ac.jp
理学療法

●

スポーツ科学

●

こども・保育

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 0120-200-941
http://www.sif.ac.jp/
国際総合ビジネス

仙台ウェディング＆ブライダル専門学校

〒 983-0852 仙台市宮城野区榴岡 3-8-3
TEL 022-742-5682
http://www.sanko.ac.jp/sendai-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

●

仙台大原簿記情報公務員専門学校

Sendai Ohara Vocational College of Business,
Information and Administration
〒 980-0021 仙台市青葉区中央 4-2-25
TEL 022-722-8621
http://www.hokuto.ac.jp
経理事務／ＯＡ事務

●

情報システム

●

●

●

ビジネス

仙台こども専門学校

Sendai Kodomo senmon gakkou

〒 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

●
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

Sendai Communication Arts College
〒 984-0051 仙台市若林区新寺 2-1-11
TEL 022-292-2122
http://www.sendai-com.ac.jp
音楽コミュニケーション
クリエーティブコミュニケーション

●

●

●
●

エコ・コミュニケーション

●

カフェ・パティシエ／調理師

仙台スイーツアンドカフェ専門学校

GAKKOHOJIN SANKOGAKUEN SENDAI SUITS
AND KAFUE SENMONGAKKO

●

〒 983-0852 仙台市宮城野区榴岡 3-8-5
TEL 022-742-5680
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／フラワー

●

●

●

販売ビジネス

●

ブライダル

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
sendai beauty art 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 Hair Make College

〒 980-0021 仙台市青葉区中央 3-4-8
TEL 022-722-5780
http://www.shm.ac.jp
ビューティービジネス

●

仙台保健福祉専門学校

〒 981-3206 仙台市泉区明通 2-1-1
TEL 022-378-1100
http://www.sugawara.ac.jp/welfare/

●

仙台リゾートアンドスポーツ専門学校
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
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上級日本語（進学・編入含む）系

仙台コミュニケーションアート専門学校

日本語系

宮城県

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

宮城県

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
https://www.sendai-ymca.ac.jp/
ホテル／国際おもてなし

●

ホテルパティシエ

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/
国際情報ビジネス
ＩＴソリューション
ゲームクリエイター／ＣＧクリエイター

●

●
●
●

デザイン
ミュージックアーティスト／ミュージックス
タッフ

●

声優

●

まんがアニメ

●

●

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
日本語

●

●

国際総合ビジネス

東北歯科技工専門学校

Tohoku 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/
歯科技工士

●

東北電子専門学校

Tohoku Computer College

〒 980-0013 仙台市青葉区花京院 1-3-1
TEL 022-224-6501
http://jc-21.ac.jp
国際ビジネス

●

東北文化学園専門学校

Tohoku Bunka Gakuen College

〒 981-8552 仙台市青葉区国見 6-45-16
TEL 022-233-8163
http://college.tbgu.ac.jp/
視能訓練士

●

東北保健医療専門学校

TOHOKU MEDICAL CARE COLLEGE

〒 980-0013 仙台市青葉区花京院 1-3-1
TEL 022-745-0001
http://www.tmc.ac.jp/
介護福祉

●
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

●

東日本航空専門学校

EAST JAPAN AIR TECHNICAL SCHOOL

〒 989-2421 岩沼市下ノ郷字菱沼 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 FUKUSO SENMON GAKKO
〒 984-0073 仙台市若林区荒町 209
TEL 022-227-1345
http://www.miyagibunka.ac.jp
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

●
●

ファッションスペシャリスト

●
●

服装／夜間二部服装

●

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

新庄コアカレッジ

SHINJO CORE COLLEGE

〒 996-0091 新庄市十日町 6162-11
TEL 0233-29-2121
http://scc.core.ac.jp
介護福祉
情報システム

●

●

明徳福祉専門学校

Meitoku Care Workers Training College
〒 990-0047 山形市旅篭町 3-2-14
TEL 023-625-4475
http://yamagatameitoku.ac.jp/care/
介護福祉

●
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●

●

上級日本語（進学・編入含む）系

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

日本語系

専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校

語学・通訳・翻訳・ガイド系

宮城県

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

YAMAGATA Art College of Design

●

〒 990-0054 山形市六日町 5-26
TEL 023-631-3572
http://www.yacd.ac.jp/

福島県

会津服装専門学校
Aizu Fashion College

●

〒 965-0871 会津若松市栄町 5-23
TEL 0242-22-0824
洋裁

今泉女子専門学校

IMAIZUMI TECHNICAL SCHOOL
〒 963-8001 郡山市大町 1-2-3
TEL 024-932-0429
http://www.imajo.net
プロフェッショナル

●

服飾科ファッションクリエイト／服飾科きも
の

●

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://www.iwaki-gakugei.ac.jp
情報技術

●

郡山ヘアメイクカレッジ

〒 963-8873 郡山市愛宕町 6-27
TEL 024-932-1612
http://www.khc.ac.jp

●

専門学校国際情報工科自動車大学校
（2017 年 4 月校名変更予定 現：専門
学校国際情報工科大学校）

●

〒 963-8041 郡山市方八町 2-4-15
TEL 024-956-0030
http://www.wiz.ac.jp/index.html
国際自動車
国際ＩＴ・ゲーム

●

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

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

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

山形デザイン専門学校

日本語系

山形県

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

Ibaraki Central College of Welfare
〒 319-0323 水戸市鯉淵町 2222-2
TEL 029-259-9292
http://www.ibachu.ac.jp
介護福祉

●

茨城北西看護専門学校

〒 319-2131 常陸大宮市下村田 2304-4
TEL 0295-54-1422
http://www.ihnc.ac.jp/
看護

●

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

●

●

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

●

晃陽看護栄養専門学校
Koyo-gakuen

〒 306-0011 古河市東 1-5-26
TEL 0280-31-7888
http://www.koyo-gakuen.ac.jp
栄養士／調理師／グランシェフ／製菓製パン
衛生師

●

古河テクノビジネス専門学校
Koga Techno Business College

〒 306-0033 古河市中央町 1-10-10
TEL 0280-22-2411
http://www.koga.ac.jp
ビジネスＩＴ

●

つくば国際ペット専門学校

Tsukuba 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

●

つくば歯科衛生専門学校

Tsukuba dental hygienis college

〒 308-0811 筑西市茂田ザ・ヒロサワ・シティ
TEL 0296-23-1220
http://www.hirosawa.ac.jp/
歯科衛生士

●

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
国際自動車整備士／自動車工

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

いばらき中央福祉専門学校

日本語系

茨城県

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

茨城県

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
ビジュアルデザイン

●

情報処理

● ●

総合ビジネス／医療ビジネス

●

●

●
● ●

ブライダルビジネス

日立メディカルセンター看護専門学校
Hitachi medical center school of nursing

●

〒 317-0066 日立市高鈴町 1-4-10
TEL 0294-59-3200
http://www.hitachi-medical-kango.ac.jp

専門学校文化デザイナー学院
〒 310-0026 水戸市泉町 1-3-22
TEL 029-303-1010
http://www.bunka-gakuen.ac.jp
広告プロモーションデザイン

●

●

ファッションコーディネート
インテリアデザイン

●

水戸日建工科専門学校

〒 310-0012 水戸市城東 3-5-10
TEL 029-231-4551
http://www.mitonikken.com
建築設計／建築インテリアデザイン

●

リリーこども＆スポーツ専門学校
〒 310-0022 水戸市梅香 2-1-44
TEL 029-226-0206
http://www.lily.ac.jp/

栃木県

アジア農村指導者養成専門学校
〒 329-2703 那須塩原市槻沢 442-1
TEL 0287-36-3111
http://www.ari-edu.org
農村開発／研究

●

専門学校足利コミュニティーカレッジ

A PROFESSIONAL SCHOOL ASHIKAGA COMMUNITY
COLLEGE

●

〒 326-0803 足利市家富町 2330
TEL 0284-41-6131
http://onuki-acc.jp/
日本語

●

アパレルデザイン

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
クリエイティブ・デザイン

●

●

ファッションデザイン

●

トータルビューティ／美容総合

16

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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

栃木県

宇都宮アート＆スポーツ専門学校
〒 320-8533 宇都宮市大寛 1-1-1
TEL 028-635-3211
http://www.ubdc.ac.jp/art_sports/
スポーツビジネス

●

文芸創作／芸術・デザイン

● ●

声優・アナウンス

●
●

ファッションビジネス

宇都宮日建工科専門学校

Utsunomiya 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

●

宇都宮ビジネス電子専門学校
〒 320-8533 宇都宮市大寛 1-1-1
TEL 028-635-3211
http://www.ubdc.ac.jp/business/
電子情報処理

● ●

●

医療秘書

●
● ●

経営ビジネス
ビジネス選択

●

●

宇都宮美容専門学校

UTSUNOMIYA BEAUTY SCHOOL

〒 321-0108 宇都宮市春日町 16-4
TEL 028-658-2793
http://ubisen.tochigi.com
美容

●

宇都宮メディア・アーツ専門学校
〒 320-0806 宇都宮市中央 1-10-12
TEL 028-610-7070
http://www.media-arts.ac.jp/
放送・映像・音響

●

●

ビジュアルデザイン／まんがアート

●

建築インテリアデザイン

大原スポーツ公務員専門学校宇都宮校
〒 321-0953 宇都宮市東宿郷 2-5-4
TEL 028-637-9100
http://utsunomiya.o-hara.ac/
スポーツ

●

大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校
宇都宮校
〒 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

●

17

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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

栃木県

国際自動車・ビューティ専門学校

Educational Foundation TBC Academy Kokusai
Automobil & Beaiuty College
〒 324-0058 大田原市紫塚 2-2609-2
TEL 0287-23-8484
http://www.tbcgakuin.ac.jp/tbc_hp/
ＩＴビジネス

●

●

●

二級自動車整備士

●

美容師

国際情報ビジネス専門学校

〒 320-0811 宇都宮市大通り 1-2-5
TEL 028-622-8110
http://www.tbc-u.ac.jp/business/
国際ＩＴビジネス

●

●

日本語

国際ＴＢＣ調理・パティシエ専門学校

〒 323-0821 小山市三峯 1-10-21
TEL 0285-28-0525
http://www.oyama.ac.jp/cook/
シェフ（調理経営）／パティシエ（製菓衛生師）
／調理師

●

国際テクニカル調理製菓専門学校
〒 320-0811 宇都宮市大通り 4-1-19
TEL 028-622-3090
http://u.tec.ac.jp/cook/
調理経営

●

●

●

調理師

国際テクニカルデザイン・自動車専門学校
〒 323-0821 小山市三峯 1-10-21
TEL 0285-28-0777
http://www.oyama.ac.jp/design/
国際ＩＴキャリア

●

●

●

自動車整備／一級自動車整備工

●

医療事務
デザインクリエイター

●

●
●

アーティストプロモーション

国際テクニカル美容専門学校
〒 323-0807 小山市城東 1-6-33
TEL 0285-21-3991
http://www.oyama.ac.jp
トータルビューティ／美容

●

●

ブライダル・ホテル

国際テクニカル理容美容専門学校
〒 320-0811 宇都宮市大通り 4-1-19
TEL 028-622-3091
http://www.tec.ac.jp
理容／美容・ビューティー系

●
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

International Fashion Beauty Vocational
Colleague

●

〒 320-0804 宇都宮市二荒町 6-6
TEL 028-614-2336
http://www.fashionpet.ac.jp
ファッション

●

ブライダルスペシャリスト

●

トータルビューティ／メイク・ネイル

国際ペット総合専門学校

International Pet Vocational Colleaque

〒 320-0804 宇都宮市二荒町 6-6
TEL 028-614-2337
http://www.fashionpet.ac.jp
トリマー／飼育・しつけ／動物看護師／ペッ
トスペシャリスト

●

中央アートスクール
Chuo Art School

〒 323-0022 小山市駅東通り 2-24-28
TEL 0285-24-3715
http://chuo-art.jp/
アート

● ●

中央福祉医療専門学校

Chuo College of Social Work

〒 323-0022 小山市駅東通り 2-24-28
TEL 0285-24-3715
http://chuo-fukushiiryou.ac.jp/
介護福祉／医療福祉／社会福祉

●

東洋パラメディカル学院

TOYO PARAMEDICAL COLLEGE
〒 320-1321 さくら市馬場 410
TEL 028-681-1301
http://www.toyopara.ac.jp
臨床工

●

● ●

救急救命

栃木介護福祉士専門学校

Tochigi Institute of Welfare Nursing
〒 320-0061 宇都宮市宝木町 2-988-5
TEL 028-652-5070
http://www.tochikai.ac.jp/
介護福祉

●

専門学校日産栃木自動車大学校

NISSAN AUTOMOBILE TECHNICAL COLLEGE
TOCHIGI
〒 329-0604 河内郡上三川町大字上郷 2120
TEL 0285-56-3585
http://www.nissan-gakuen.ac.jp/school/
tochigi/
一級自動車工／自動車整備

●

ヤマトファッションビジネス専門学校

YAMATO FASHION BUSINESS Technical School
〒 328-0045 栃木市湊町 1-3
TEL 0282-23-1211
http://yfb.or.jp
ファッションビジネス／デザイン

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

国際ファッションビューティ専門学校

日本語系

栃木県

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

〒 370-0846 高崎市下和田町 5-3-16
TEL 027-325-1100
http://takasaki.o-hara.ac/
経理本科

●

●

●

介護福祉

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

●

群馬社会福祉専門学校

〒 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

●

群馬動物専門学校

〒 371-0846 前橋市元総社町 108
TEL 027-252-3330
http://www.worlddog.co.jp
動物総合

●

群馬パース大学福祉専門学校

Gumma Paz Professional Care Workers
Training College

●

〒 377-0702 吾妻郡高山村中山 6859-251
TEL 0279-63-3470
http://www.paz.ac.jp
介護福祉

専門学校高崎福祉医療カレッジ

Takasaki College of Welfare and Medical
〒 370-0045 高崎市東町 28-1
TEL 027-386-2323
http://www.tojinkan.ac.jp
介護福祉

●

中央医療歯科専門学校

〒 373-0026 太田市東本町 41-12
TEL 0276-25-8833
http://www.chuo.ac.jp/cis/
歯科衛生士

●

中央工科デザイン専門学校

〒 371-0844 前橋市古市町 1-48-1
TEL 027-255-1544
http://www.chuo.ac.jp/cit/

●

中央情報経理専門学校

Chuo Institute of Information Accounting
〒 371-0844 前橋市古市町 1-49-4
TEL 027-253-5544
http://www.chuo.ac.jp/cia/
情報経理

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

大原簿記情報ビジネス医療福祉保育
専門学校

日本語系

群馬県

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

群馬県

中央情報経理専門学校 高崎校

CHUO JYOUHOU KEIRI SENMONGAKKOU
TAKASAKIKOU

●

〒 370-0841 高崎市栄町 13-2
TEL 027-324-8511
http://www.chuo.ac.jp/cic/
国際ビジネス

●

日本語
情報システム

●

中央農業グリーン専門学校

CHUO AGRICULTURE GREEN 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

●

●

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://nippon-academy.ac.jp/index_omo.html
おもてなし

●

東日本製菓技術専門学校

Higashi Nippon Vocational School of
Confectionery Technology
〒 379-2184 前橋市小屋原町 1145-1
TEL 027-267-1151
http://www.c-p.ac.jp/seika/
製菓製パン本科

●

製菓衛生師

●

●

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

●

東日本デザイン＆コンピュータ専門学校
Higashinihon design & computer college
〒 379-2184 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

●

● ●

東日本ブライダル・ホテル・トラベル
専門学校
Vocational School of bridal・hotel・travel

●

〒 379-2184 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
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

〒 371-0006 前橋市石関町 122-6
TEL 027-269-1600
http://www.e-mirai.com/
介護福祉

●

●

理学療法／作業療法／言語聴覚

●

歯科衛生／医療秘書

前橋東洋医学専門学校

MAEBASHI SCHOOL OF ORIENTAL MEDICINE
〒 371-0843 前橋市新前橋町 21-16
TEL 027-253-1205
http://www.ist.ac.jp
柔道整復

●

前橋東看護学校

Maebashi East Nursing School

〒 371-0002 前橋市江木町 1241
TEL 027-264-7070
http://www.higashi-k.jp/
看護

●

埼玉県

葵メディカルアカデミー
Aoi Medical Academy

〒 366-0824 深谷市西島町 3-14-4
TEL 048-573-9321
http://www.aoi.ac.jp/medical/
理学療法

●

●

歯科衛生

アルスコンピュータ専門学校
〒 360-0046 熊谷市鎌倉町 124
TEL 048-526-0919
http://www.arsnet.ac.jp/school
ＩＴ総合研究
情報システム／情報ビジネス

●

● ●

●
●

福祉保健

医学アカデミー

〒 350-1138 川越市中台元町 1-18-1
TEL 049-245-6853
http://www.iapt.jp

浦和専門学校

〒 330-0055 さいたま市浦和区東高砂町 30-8
TEL 048-881-7111
http://www.urasen.jp/
情報ＩＴ／情報ビジネス

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

Mirai Gakuen

日本語系

前橋医療福祉専門学校

語学・通訳・翻訳・ガイド系

●

動物・ペット・スポーツ系

〒 371-0805 前橋市南町 2-38-2
TEL 027-223-2100
http://www.felica.ac.jp
建築設計工／建築／インテリア設計

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

Felica Architecture & Design College

文化・教養
マスメディア・映像・写真・音楽系

フェリカ建築 & デザイン専門学校

ファッション系

群馬県

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
家政
社会福祉
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

Ohkawagakuen 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

●

大宮医療秘書専門学校

〒 330-0854 さいたま市大宮区桜木町 1-197-1
TEL 048-658-0850
http://www.sanko.ac.jp/omiya-med/
医療秘書

●

●

●

医療事務

大原医療秘書福祉専門学校 大宮校
〒 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

●

大宮国際動物専門学校

〒 330-0854 さいたま市大宮区桜木町 2-289-2
TEL 048-648-8400
http://iac.ac.jp
動物看護・栄養／美容・デザイン／国際海洋・
飼育／ Dog トレーナー

●

大宮こども専門学校

〒 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
OMIYA SWEETS AND CAFE COLLEGE

〒 330-0854 さいたま市大宮区桜木町 1-389-3
TEL 0120-975-038
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
OMIYA BEAUTY ART COLLEGE

〒 330-0854 さいたま市大宮区桜木町 1-389-3
TEL 0120-975-038
http://www.sanko.ac.jp/omiya-beauty/
トータルビューティー／ウエディングプラン
ナー／ブライダルヘアメイク＆ドレス／美容
師

●

大原簿記情報ビジネス専門学校 大宮校
〒 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

●

専門学校越生自動車大学校
Ogose Automobile College

〒 350-0417 入間郡越生町上野東 1-3-2
TEL 049-292-2012
http://www.ogosejidai.ac.jp
自動車整備
情報システム

● ●

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

大川学園医療福祉専門学校

日本語系

埼玉県

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

〒 332-0016 川口市幸町 3-5-33
TEL 048-253-0331
http://www.fashionbunka.jp/
服装

●

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
二級自動車整備／国際サービス・エンジニア

●

関東福祉専門学校

Social welfare corporation Genkimura Kanto
welfare college

●

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

ＣＡＤ製図専門学校

〒 343-0845 越谷市南越谷 4-17-11
TEL 048-987-2711
http://www.cadseizu.ac.jp
ＣＡＤ製図

●

ＣＡＤビジネス高度専門士

● ●

ＣＡＤビジネス／ＣＡＤＩＴ

●

ＣＡＤデザイン

●

●

●
●

インテリアコーディネーター

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

● ●

〒 359-8555 所沢市並木 4-1
TEL 04-2995-3100
http://www.rehab.go.jp/college/japanese/
言語聴覚

●

義肢装具
視覚障害／手話通訳／リハビリテーション体
育

●

埼玉医療福祉専門学校

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

●

専門学校埼玉自動車大学校

〒 362-0806 北足立郡伊奈町小室 1123
TEL 048-723-5522
http://www.saijidai.ac.jp/
一級自動車整備／二級自動車整備／カスタム
ボディ／自動車車体整備

●

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

kawaguchi bunka fashion college

日本語系

川口文化服装専門学校

語学・通訳・翻訳・ガイド系

埼玉県

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

埼玉コンピュータ＆医療事務専門学校

〒 330-0855 さいたま市大宮区上小町 1450-3 ●
TEL 048-642-0020
http://www.saitama-cmcc.ac.jp/

●

埼玉動物海洋専門学校

Saitama Animal & Ocean College

〒 330-0856 さいたま市大宮区三橋 2-153
TEL 048-647-5516
http://sao-c.com
動物飼育／海洋生物飼育

●

埼玉福祉専門学校

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／社会福祉士／保育士

●

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

●

専門学校トータルビューティカレッジ川越
〒 350-1124 川越市新宿町 1-20-9
TEL 049-247-7780
http://www.tbck.jp/
美容

●

東京国際学園外語専門学校

TOKYO INTERNATIONAL LANGUAGE COLLEGE
〒 350-1133 川越市大字砂 1071-5
TEL 049-245-2882
http://tilcollege.com/
日本語

●

日本産業専門学校

〒 332-0012 川口市本町 4-8-3
TEL 048-224-8155
http://nss.ed.jp/

●

ハンサム銀座理容美容専修学校

Handsomeginza Hairdresing & Beauty
Vocational College

●

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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

ホンダテクニカルカレッジ関東

HONDA TECHNICAL 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／一級自動車整備研究／自動車開
発エンジニア

●

ミス・パリ・ビューティ専門学校 大宮校

Miss Paris School of Beauty and Esthetics, Omiya
〒 330-0803 さいたま市大宮区高鼻町 1-46
TEL 048-640-6411
http://www.miss-paris.ac.jp/omiya/
トータルビューティ／美容

●

吉川福祉専門学校

YOSHIKAWA WELFARE 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 18-10
TEL 043-243-7611
http://www.eastwest-college.ac.jp/
国際ビジネス／言語コミュニケーション

●

上野法科ビジネス専門学校

〒 260-0842 千葉市中央区南町 1-10-15
TEL 043-261-4959
http://www.uenohouka.ac.jp
情報ビジネス

●

●

日本語教師

●
●

日本語

江戸川大学総合福祉専門学校

EDOGAWA UNIVERSITY HEALTH AND WELFARE
TECHNICAL COLLEGE

●

〒 270-0198 流山市駒木 474
TEL 04-7155-2691
http://edosen.jp
介護福祉

大原医療秘書福祉専門学校 千葉校
〒 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

●
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

千葉県

大原簿記公務員専門学校 千葉校
〒 260-0045 千葉市中央区弁天 1-16-2
TEL 043-290-0008
http://www.o-hara.ac.jp/
経理本科

●

関東鍼灸専門学校

〒 261-0014 千葉市美浜区若葉 2-9-2
TEL 043-273-5030
http://www.kanshinko.ac.jp/
はり・きゅう

●

国際トラベル・ホテル・ブライダル
専門学校
International Travel Hotel & Bridal College

●

〒 260-0021 千葉市中央区新宿 2-11-12
TEL 043-204-5050
http://www.ithb.ac.jp/
観光総合

国際理工情報デザイン専門学校
〒 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

専門学校新国際福祉カレッジ

New International College of Welfare
〒 284-0022 四街道市山梨 1316-1
TEL 043-432-2797
http://www.kokufuk.jp
介護福祉

●

スカイ総合ペット専門学校
SKY SOGO PET COLLEGE

〒 270-1167 我孫子市台田 4-1-41
TEL 04-7197-7333
http://sky.ac.jp
ペット総合／ペットトリマー

●

千葉医療秘書専門学校

Chiba Medical Secretary College

〒 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／医療事務／診療情報管理士

●

千葉・柏リハビリテーション学院
〒 277-0902 柏市大井 2673-1
TEL 04-7190-3000
http://www.aoikai.ac.jp
理学療法／作業療法

●

専門学校千葉県自動車大学校
Chiba Automobile College

〒 261-0002 千葉市美浜区新港 156
TEL 043-247-0848
http://www.cats.ac.jp
一級自動車研究／二級自動車研究

●
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工業

医療

衛生

文化・教養

Chiba Child Career College

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

●

千葉情報経理専門学校

〒 260-0021 千葉市中央区新宿 2-5-2
TEL 043-246-4211
http://www.akibagakuen.jp/

●

千葉中央看護専門学校

〒 260-0842 千葉市中央区南町 1-8-1
TEL 043-268-1861
http://www.cckango-seikeikai.jp/

●

千葉デザイナー学院

CHIBA DESIGNER GAKUIN COLLEGE

〒 260-0031 千葉市中央区新千葉 3-1-6
TEL 043-204-7718
http://www.cdg.ac.jp
デザイン

●

● ●

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

千葉美容専門学校

CHIBA BEAUTY SCHOOL

●

〒 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷 1-22-6
TEL 043-273-5151
http://www.chibabi.ac.jp

千葉薬事専門学校

CHIBAYAKUJISENNMONNGAKKOU

〒 275-0016 習志野市津田沼 612-12
TEL 047-451-4611
http://narashino.mypl.net/shop/00000348621/
薬用応用

●

千葉リゾートアンドスポーツ専門学校
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

School Corporation Toki Academy Chuo
Vocational Training School for Care Workers

●

〒 263-0023 千葉市稲毛区緑町 1-5-17
TEL 043-242-0201
http://www.tokigakuen.ac.jp/kaigo/
介護福祉
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上級日本語（進学・編入含む）系

千葉こども専門学校

日本語系

千葉県

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

千葉県

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

●

専門学校日本自動車大学校
NIHON AUTOMOBILE COLLEGE
〒 287-0217 成田市桜田 296-38
TEL 0476-73-5507
http://www.nats.ac.jp
自動車整備

●

専門学校藤リハビリテーション学院

FUJI PROFESSIONAL SCHOOL OF REHABILITATION
〒 286-0845 成田市押畑 908-1
TEL 0476-23-3675
http://www.fuji-reha.com/
理学療法

●

船橋情報ビジネス専門学校

Funabashi Joho-Bijinesu College of Technoloby

〒 273-0005 船橋市本町 7-12-16
●
TEL 047-425-1051
http://www.chiba-fjb.ac.jp/www/
情報処理／ビジネスライセンス／情報ネット
ワーク／ Web クリエイター／ＩＴエンジニア

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

●

ミス・パリ・ビューティ専門学校 千葉校
Miss Paris Beauty Professional School

〒 260-0031 千葉市中央区新千葉 2-7-10
TEL 043-302-3831
http://www.miss-paris.jp
トータルビューティ／スパ・セラピスト

●

明生情報ビジネス専門学校
Meisei Institute of Cybernetics

〒 270-0034 松戸市新松戸 4-2-1
TEL 047-341-5888
http://www.meisei-mic.ac.jp/top/index.html
ビジネススペシャリスト

●

● ●

日本語

ユニバーサルビューティーカレッジ
universal beauty college

〒 273-0005 船橋市本町 3-5-3
TEL 047-422-4318
http://www.unibi.jp
総合美容／ビジネスビューティー

●
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工業

医療

衛生

文化・教養

東京都

愛歯技工専門学校

AISHI College of Dental Technology
〒 173-0003 板橋区加賀 1-16-6
TEL 03-5375-5516
http://www.aishi.ac.jp
歯科技工士

●

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
http://www.aoyamaseizu.ac.jp
建築工／建築設計デザイン／建築インテリア
工／商空間デザイン／建築設計研究

●

●

専門学校アジア・アフリカ語学院
〒 181-0004 三鷹市新川 5-14-16
TEL 0422-48-5515
http://www.aacf.or.jp
日本語

●

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

●

アポロ美容理容専門学校

〒 192-0903 八王子市万町 23-2
TEL 042-621-6161
http://www.apollobb.ac.jp
美容／理容

●

ＥＳＰアニメーション声優専門学校
ESP Animation Voice Actor

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

●

専門学校ＥＳＰミュージカルアカデミー
ESP MUSICAL ACADEMY

●

〒 169-0075 新宿区高田馬場 3-3-19
TEL 03-3368-6840
http://www.esp.ac.jp/index.cgi

板橋中央看護専門学校

Itabashi Central Nursing School
〒 174-0051 板橋区小豆沢 2-6-4
TEL 03-3967-0502
http://www.ims.gr.jp/itakango/
第 1 ／第 2

●

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
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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

●

大原法律専門学校

O-HARA COLLEGE OF BUSINESS

●

〒 101-8351 千代田区西神田 2-4-11
TEL 03-3237-8711
http://www.o-hara.ac.jp

大原簿記医療秘書公務員専門学校町田校
O-HARA College of Business

〒 194-0022 町田市森野 1-9-21
TEL 042-728-7621
http://www.o-hara.ac.jp
経理本

●

大原簿記学校

O-HARA College of Business

〒 101-8351 千代田区西神田 2-4-11
TEL 03-3237-8711
http://www.o-hara.ac.jp/
経理本科

●

大原簿記公務員医療福祉保育専門学校
立川校
〒 190-0014 立川市緑町 4-8
TEL 042-528-8023
http://www.o-hara.ac.jp/ryugaku/
情報ビジネス

●

●

●

経理ビジネス

織田栄養専門学校

〒 164-0001 中野区中野 5-32-8
TEL 03-3228-2111
http://www.oda.ac.jp/
栄養士

●

織田きもの専門学校

〒 164-0001 中野区中野 5-32-8
TEL 03-3228-2111
http://www.oda.ac.jp/
きもの

●

●

きもの専攻

●

織田製菓専門学校

〒 164-0001 中野区中野 5-15-6
TEL 03-3228-2111
http://www.oda.ac.jp/
コンフェクション 2 年

●

● ●

コンフェクション 1 年

●

●

調理製菓製パン／ベーカリー＆スイーツコー
ス

●
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●

上級日本語（進学・編入含む）系

●

日本語系

〒 170-0013 豊島区東池袋 1-20-17
TEL 03-5952-0080
http://www.o-hara.ac.jp
情報処理／ＯＡビジネス

語学・通訳・翻訳・ガイド系

O-HARA College of Business

動物・ペット・スポーツ系

大原情報ビジネス専門学校

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
家政
社会福祉
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

織田調理師専門学校

〒 164-0001 中野区中野 5-32-8
TEL 03-3228-2111
http://www.oda.ac.jp/
調理技術経営

●

●

●

調理師／調理製菓製パン

織田ファッション専門学校

〒 164-0001 中野区中野 5-32-8
TEL 03-3228-2111
http://www.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

音響芸術専門学校

Institute of Sound Arts

〒 105-0003 港区西新橋 3-24-10
TEL 03-3434-3866
http://www.onkyo.ac.jp
録音・PA 技術／ライブ音響・コンサートスタ
ッフ／音響・映像技術／音響監督・ビジュア
ルアーツ制作

●

●

● ●

声優・ボーカリスト／映像・舞台演技

香川調理製菓専門学校

KAGAWA College of Culinary and Confectionery Arts
〒 170-8481 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

●

蒲田保育専門学校

Kamata Childcare Vocational School
〒 144-8544 大田区本羽田 1-4-1
TEL 03-3741-7460
http://www.kanno.ac.jp/kamatahoiku
幼稚園教諭・保育士養成

●

専門学校神田外語学院

Kanda Institute of Foreign Languages

〒 101-8525 千代田区内神田 2-13-13
TEL 03-3258-5838
http://www.kandagaigo.ac.jp/kifl/
英語専攻／児童英語教育／アジア／ヨーロッ
パ言語

●

●

●

国際ビジネスキャリア
国際エアライン／国際観光
国際ホテル／グローバルコミュニケーション
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

北豊島医療専門学校

〒 116-0012 荒川区東尾久 6-32-8
TEL 03-3895-3058
http://www.kitatoshima-jyusei-iryo.jp/
柔道整復

●

グレッグ外語専門学校

GREGG INTERNATIONAL COLLEGE
〒 152-0035 目黒区自由が丘 1-14-6
TEL 03-3724-0551
http://www.gregg.ac.jp
外国語／国際ビジネス

●

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://www.kds.ac.jp/
総合デザイン

●

江東服飾高等専修学校

〒 135-0016 江東区東陽 3-3-1
TEL 03-3645-9891
http://www.koutou-f.ac.jp
高等課程服飾／専門課程ファッション

●

国際製菓専門学校

KOKUSAISEIKAsenmongakkou

〒 190-0012 立川市曙町 1-32-1
TEL 042-540-8181
http://www.tanaka.ac.jp/patisserie/course.php
製菓総合専門士／菓子・製パン／洋菓子専／
製パン専

●

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://www.ict-t.jp
国際観光／国際ホテル／航空貿易

●

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

●

国際パティシエ調理師専門学校

〒 187-0031 小平市小川東町 5-21-14
TEL 042-344-5880
http://www.tanaka.ac.jp/patisserie_kodaira/
パティシエブーランジェ

●

国立療養所多磨全生園附属看護学校

School of Nursing National sanatorium
Tamazenshoen
〒 189-8550 東京都東村山市青葉町 4-1-1
TEL 042-395-6059
http://www.nhds.go.jp/~zenshoen/indexgakkou.
html
看護

●
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

佐伯栄養専門学校

THE SAIKI NUTRITION COLLEGE
〒 144-0052 大田区蒲田 5-45-5
TEL 03-5711-7088
http://www.saiki.ac.jp/
栄養士

●

ＪＴＢトラベル＆ホテルカレッジ

JTB TRAVL & HOTEL COLLEGE (Educational
Institution JTP International Cultural Academy)

●

〒 178-0002 豊島区巣鴨 3-2-12
TEL 03-3910-5551
http://www.jtb-college.ac.jp
商業実務

秀林外語専門学校

〒 136-0072 江東区大島 3-4-7
TEL 03-3638-7511
http://www.shurin.ac.jp
日韓通訳・翻訳／日中通訳・翻訳／日越通訳・
翻訳

●

情報ビジネス

●

●

コミュニケーション

●

● ●

首都医校

Shuto Iko College of Medical Care & Welfare
〒 160-0023 新宿区西新宿 1-7-3
TEL 03-3346-3000
http://www.iko.ac.jp
救急救命／臨床工／臨床工士特

●

高度専門看護／高度看護保健／実践看護Ⅰ／
実践看護Ⅱ

●
●

歯科衛生

●

理学療法／作業療法／言語聴覚／視能療法

●

鍼灸／柔道整復

●

介護福祉／精神保健福祉／社会福祉

●

診療情報管理

●

医療秘書／歯科秘書

●

アスレティックトレーナー／スポーツトレー
ナー

●

新宿情報ビジネス専門学校

SHINJUKU COLLEGE OF INFORMATION
TECHNOLOGY

●

〒 164-0001 中野区中野 5-15-2
TEL 03-5380-0777
http://www.scit.ac.jp
情報ビジネス

新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校

〒 160-0017 新宿区左門町 5
TEL 03-3352-6811
http://www.ssjs.ac.jp
ヒューマンサイエンス鍼灸／ヒューマンサイ
エンス柔道整復／歯科衛生

●

34

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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

新東京歯科衛生士学校

SHINTOKYO DENTAL HYGENIST SCHOOL
〒 143-0016 大田区大森北 1-18-2
TEL 03-3763-2211
http://www.dh.ntdent.ac.jp
歯科衛生士

●

新東京歯科技工士学校

SHINTOKYO 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／情報処理専

● ●

西武学園医学技術専門学校東京新宿校
〒 169-0073 新宿区百人町 2-5-9
TEL 03-3360-6217
http://seibugakuen.ac.jp
義肢装具

●

草苑保育専門学校

Soen Nursery College

〒 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

●

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

●

タカラ美容専門学校

TAKARA BEAUTY COLLEGE

〒 107-0052 港区赤坂 7-2-29
TEL 03-3403-7779
http://www.takara.ac.jp/
美容

●

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

〒 150-0005 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／ファッション
専攻

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

●

日本語系

〒 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

語学・通訳・翻訳・ガイド系

Shinjuku Culinary College

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

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
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
機械／メカニカルデザイン／ 3 Ｄ - ＣＡＤ

●

●

●
●

スポーツ健康
情報ビジネス

●

国際コミュニケーション

●

●

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

●

中央美術学園

Central Art School Tokyo

〒 177-0051 練馬区関町北 2-34-12
TEL 03-3929-1230
http://www.chubi.ac.jp
造形芸術

●

専門学校デジタルアーツ東京
〒 171-0021 豊島区西池袋 2-38-8
TEL 03-5992-5800
http://www.hanada.ac.jp/
国際情報ビジネス
ゲーム

●

● ●

アニメ／イラスト・マンガ／ノベルス・シナ
リオ／フィギュア造形／声優

● ●

専門学校東京アナウンス学院

TOKYO ANNOUNCE GAKUIN Performing
Arts College
〒 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

●

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
アニメーション

●

● ●

●

●
●

マンガ・イラスト

36

●

工業

医療

衛生

文化・教養

東京都

東京アニメ・声優専門学校
Tokyo College of Anime

〒 134-0081 江戸川区北葛西 4-10-1
TEL 0120-233-601
http://www.anime.ac.jp/
アニメ総合制作

● ●

●

パフォーミングアーツ

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/
医療秘書／診療情報管理士／医療事務／くす
りアドバイザー／歯科アシスタント

●

●

医療保育／介護福祉

専門学校東京ウェディングカレッジ
TOKYO WEDDING COLLEGE

〒 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

●

東京ウェディング＆ブライダル専門学校

〒 113-0033 文京区本郷 5-24-3
TEL 0120-938-874
http://www.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

●

東京エアトラベル・ホテル専門学校
Tokyo Air Travel Hotel College

〒 184-8543 小金井市前原町 5-1-29
TEL 042-387-5111
http://www.technosac.jp/air/
エアライン／エアポートサービス／ホテル／
ブライダル

●

ビジネスマナー・秘書／ファッションビジネ
ス

●

観光旅行

● ●

鉄道交通

●
●

英語キャリア

●

東京栄養食糧専門学校

TOKYO SHOKURYO DIETITIAN ACADEMY
〒 154-8544 世田谷区池尻 2-23-11
TEL 03-3424-9113
http://www.dietitian.ac.jp/
栄養士／管理栄養士

●

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://www.tflc.ac.jp
日本語

●

通訳翻訳／国際日本語／国際コミュニケーシ
ョン

●
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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 INSTITUTE OF TOURISM

〒 162-0843 新宿区市谷田町 3-21
TEL 0120-67-6006
http://www.tit.ac.jp/
観光ビジネス／旅行／ホテル／エアライン／
おもてなし

●

●

カフェ

専門学校東京経理綜合学院
〒 169-0073 新宿区百人町 1-5-6
TEL 03-3200-7311
経理本科

●

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

●

●

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
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
自動車整備／ 1 級自動車エンジニア

●

東京国際福祉専門学校

Tokyo International Welfare College
〒 160-0022 新宿区新宿 1-11-7
TEL 03-3352-9280
http://www.ti-fukushi.ac.jp
介護福祉／国際福祉ビジネス

●

東京コミュニケーションアート専門学校
Tokyo Communication Arts College

〒 134-0088 江戸川区西葛西 6-29-9
TEL 03-3688-6501
http://www.tca.ac.jp/
クリエーティブデザイン／コンピュータエン
ターテインメント／自動車デザイン／スーパ
ークリエーター

●

● ●

エコ・コミュニケーション

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

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

東京観光専門学校

日本語系

東京都

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

TOKYHO 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

●

専門学校東京声優アカデミー
TOKYO VOICE ACTOR ACADEMY

〒 150-0022 渋谷区恵比寿南 3-1-5
TEL 03-3719-0811
http://t-m-a.jp
声優養成

●

東京商科・法科学院専門学校

TOKYO SHOKA & HOKA 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
キャリアデザイン

● ●

●

国際経営

東京スイーツ＆カフェ専門学校
〒 113-0033 文京区本郷 3-43-9
TEL 03-5842-6878
http://www.sanko.ac.jp/tokyo-sweets/
スイーツパティシエ

●

専門学校東京スクール・オブ・ビジネス

〒 151-0053 渋谷区代々木 1-56-1
TEL 03-3370-2222
● ●
http://www.tsb-yyg.ac.jp
経営／ＩＴビジネス／マスコミ出版・芸能／
スポーツビジネス／ペットビジネス／ショッ
プビジネス／ファッションビジネス

●

● ●

●

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷
Tokyo School of Music, Shibuya Campus
〒 150-0002 渋谷区渋谷 2-19-21
TEL 03-5766-5181
http://www.shibuya.ac.jp/
パフォーミングアーツ／音楽テクノロジー

●

東京すし和食調理専門学校

TOKYO COLLEGE OF SUSHI & WASHOKU
〒 154-0001 世田谷区池尻 2-30-14
TEL 03-5431-5961
http://sushi-tokyo.jp
すし職人コース／和食料理人コース

●

東京スポーツ・レクリエーション専門学校
Tokyo College of Sports and Recreation

〒 134-0088 江戸川区西葛西 7-13-12
TEL 03-5696-9090
http://www.tsr.ac.jp/
スポーツトレーナー / スポーツインストラク
ター／アスレティックトレーナー養成

●

●

こども保育スポーツ

●

スポーツビジネス
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専門学校東京自動車大学校

日本語系

東京都

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

●

〒 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

東京多摩調理製菓専門学校

Tokyo-Tama Vocational College For Cooking
and Confectionery
〒 206-0011 多摩市関戸 4-20-3
TEL 042-375-8215
http://www.tamacho.ac.jp/
調理高度技術／調理師／調理師／製菓・製パ
ン

●

東京ダンス＆アクターズ専門学校
Tokyo College of Dance & Acting
〒 150-0002 渋谷区渋谷 1-24-6
TEL 03-5468-8982
http://www.da-tokyo.ac.jp/
ダンス＆アクターズ

●

●

専門学校東京テクニカルカレッジ
Tokyo Technical College

〒 164-0013 中野区東中野 4-2-3
TEL 03-3360-8881
http://www.tera-house.ac.jp/
建築監督／建築／インテリア
情報処理／ Web 動画クリエイター
ゲームプログラミング

●

●
●
●

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

〒 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

●

東京デザイン専門学校
TOKYO DESIGN ACADEMY

〒 151-0051 渋谷区千駄ヶ谷 3-62-8
TEL 03-3475-0171
http://www.tda.ac.jp
インテリアデザイン

●

ビジュアルデザイン／クリエイティブアート
／グラフィックデザイン／イラストレーショ
ン／マンガ／アニメーション／ディスプレイ
デザイン／ファッションアクセサリー

●

東京デザインテクノロジーセンター
専門学校
TOKYO DESIGN TECHNOLOGY CENTER

〒 169-0075 新宿区高田馬場 2-11-10
● ●
TEL 03-3205-3611
http://www.tech.ac.jp/
スーパーＩＴ／ＩＴ・デザイン／ＩＴ・デザ
インコミュニケーション
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TECHNICAL COLLEGE OF COOKING
ATTACHED TO TOKYO SEIEI COLLEGE

日本語系

東京聖栄大学附属調理師専門学校

語学・通訳・翻訳・ガイド系

東京都

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

東京豊島ＩＴ医療福祉専門学校
〒 171-0022 豊島区南池袋 2-8-9
TEL 03-3984-6220
http://tokyo-toshima.jp
国際ビジネス

●

●

●

国際コミュニティ

●

医療福祉事務

東京都立広尾看護専門学校

TOKYO METROPOLITAN HIROO SCHOOL
OF NURSING
〒 150-0013 渋谷区恵比寿 2-34-10
TEL 03-3443-0642
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/
hiroo/index.html
看護系

●

●

介護福祉

東京西の森歯科衛生士専門学校
〒 196-0002 昭島市拝島町 3970-13
TEL 042-543-0118
http://www.ntdhc.ac.jp

●

東京バイオテクノロジー専門学校
TOKYO COLLEGE OF BIOTECHNOLOGY
〒 144-0032 大田区北糀谷 1-3-14
TEL 03-3745-5000
http://www.bio.ac.jp
バイオテクノロジー

●

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／美容研究

●

東京フィルムセンター映画・俳優専門学校
Tokyo Film Center College of Arts

〒 134-0088 江戸川区西葛西 3-14-9
TEL 03-5675-2009
http://www.movie.ac.jp/
映画制作

● ●

●

映画俳優

東京福祉専門学校

〒 134-0088 江戸川区西葛西 5-10-32
TEL 03-3804-1515
http://www.tcw.ac.jp/
介護福祉士／介護福祉士養成

●

●

作業療法士

東京福祉保育専門学校
SUNSHINE COLLEGE

〒 170-8434 豊島区東池袋 4-23-4
TEL 03-3987-5614
http://www.sunshine.ac.jp
日本語

●

●

国際ビジネス／国際ＩＴ

●

介護福祉士／経営福祉
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日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

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／ファッション専攻

●

東京ブライダル専門学校
Tokyo Bridal College

〒 164-8550 中野区東中野 3-17-11
TEL 03-3360-2801
http://tokyo-bridal.ac.jp/
ブライダル

●

東京ベルエポック製菓調理専門学校

Tokyo Belle epoque College of Confectionery,
Chulinary

〒 134-0088 江戸川区西葛西 5-2-11
TEL 0120-080-332
http://www.seika.belle.ac.jp
パティシエ／調理師／カフェビジネス／スイ
ーツ＆パン

●

東京ベルエポック美容専門学校

Tokyo Belle epoque College of Beauty
〒 134-0088 江戸川区西葛西 6-24-16
TEL 03-5659-9090
http://www.tbe.ac.jp
美容師

●

東京マスダ学院調理師専門学校

TOKYO MASUDA COLLEGE PROFFESSIONAL
COOKING SCHOOL

●

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

東京マックス美容専門学校
〒 140-0014 品川区大井 1-48-11
TEL 03-3774-1551
http://www.max.ac.jp
美容

●

東京南看護専門学校

Tokyominami Nursing School

〒 206-0824 稲城市若葉台 3-8-2
TEL 042-331-6151
http://minamikango.or.jp
看護

●
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●

日本語系

〒 170-0002 豊島区巣鴨 1-19-7
TEL 03-3946-7321
http://www.tfac.ac.jp
アパレル造形デザイナー／アパレル造形パタ
ンナー／アパレル技能テクニカル／ファッシ
ョンビジネス／スタイリスト科スタイリスト
／スタイリスト科モデル

語学・通訳・翻訳・ガイド系

Tokyo Fashion Art College

動物・ペット・スポーツ系

東京服飾専門学校

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
家政
社会福祉
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

〒 120-0005 足立区綾瀬 2-30-6
TEL 03-5629-3780
http://www.sanko.ac.jp/tokyo-fukushi/

●

東京メディカル・スポーツ専門学校
Tokyo College of Medical Sports

〒 134-0088 江戸川区西葛西 3-1-16
TEL 03-5605-2930
http://www.tokyo-medical.ac.jp
理学療法・作業療法

●

東京リゾートアンドスポーツ専門学校
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/
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

東京リハビリテーション専門学校

G a k k o u h o u j i n A z a l e e g a k u e n To k y o
Rehabilitation senmongakkou (College)

●

〒 132-0021 江戸川区中央 1-8-21
TEL 03-3674-0233
http://tokyo-reha.azalee.or.jp/
理学療法

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
介護福祉

●

●

作業療法

東京ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校

TOKYO YMCA COLLEGE OF HOTEL
MANAGEMENT

●

〒 169-0051 新宿区西早稲田 2-18-12
TEL 03-3202-7480
http://hotel.ymsch.jp/
ホテル

東京ＹＭＣＡ社会体育・保育専門学校

TOKYO YMCA COLLEGE PHYSICAL AND
EARLY CHILDHOOD CARE EDUCATION
〒 135-0016 江東区東陽 2-2-15
TEL 03-3615-5577
http://sports.ymsch.jp
スポーツトレーナー／スポーツインストラク
ター

●

●

保育
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東京未来大学福祉保育専門学校

日本語系

東京都

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

〒 160-0023 新宿区西新宿 1-7-3
TEL 03-3344-6000
http://www.mode.ac.jp
ファッションデザイン／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／ヘアーメイクアーテ
ィスト／美容

●

●

東放学園映画専門学校

TOHOGAKUEN Film Techniques Training
College

●

〒 160-0023 新宿区西新宿 5-25-8
TEL 03-5333-5080
http://www.tohogakuen.ac.jp/
アニメーション映像

●

映画制作／プロモーション映像

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
放送芸術／放送音響

放送技術／照明クリエイティブ

●

●
● ●

テレビ美術

東放学園音響専門学校

〒 151-0071 渋谷区本町 4-20-7
TEL 03-3299-7981
http://www.tohogakuen.ac.jp
音響技術／音響芸術

●

東邦歯科医療専門学校

〒 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

●

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 042-663-3212
https://www.toyota-jaec.ac.jp/
1 級自動車／自動車整備／ 1 級専攻
ボデークラフト
スマートモビリティ

●

● ●
●

●

中野健康医療専門学校

Nakano Kenko Iryo College

〒 164-0001 中野区中野 2-20-3
TEL 03-5342-1790
http://www.nki.ac.jp
健康スポーツ鍼灸

●
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Tokyo Mode Gakuen College of Fashion &
Design

日本語系

東京モード学園

語学・通訳・翻訳・ガイド系

東京都

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

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

〒 180-0003 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／財務会計ビジネ
ス／英語ビジネス／スマホアプリビジネス

●

●

トラベルビジネス

日商簿記三鷹福祉専門学校

Nissho School of Bookkeeping and Welfare
in Mitaka

●

〒 181-0013 三鷹市下連雀 4-19-11
TEL 0422-44-6121
http://www.sb-nm.ac.jp
情報ビジネス／経営ビジネス

日中学院

THE INSTITUTE OF JAPANESE-CHINESE
STUDIES

●

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

●

日本語

日本医学柔整鍼灸専門学校

Japan Judo Therapy, Acupuncture &
Moxibusion Therapy College

●

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

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Ⅰ部

●

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

●

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

●

日本菓子専門学校

Japan Cake & Confection College

〒 158-0093 世田谷区上野毛 2-24-21
TEL 03-3700-2615
http://www.nihon-kashi.ac.jp/
製菓技術／製パン技術／ハイテクニカル

●
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日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

NIPPON ENGINEERING COLLEGE

〒 144-8655 大田区西蒲田 5-23-22
TEL 03-3732-1111
http://www.neec.ac.jp/
声優・演劇／演劇スタッフ／放送・映画
ＣＧ映像／ゲームクリエイター

●

●
●

マンガ・アニメーション
情報処理／パソコン・ネットワーク／情報ビ
●
ジネス
コンサート・イベント／ダンスパフォーマン
ス／レコーディングクリエイター／ミュージ
ックアーティスト

●

環境・バイオ

●

電子・電気／建築設計／機械設計

●

●
●

グラフィックデザイン／ Web クリエイター／
インテリアデザイン／プロダクトデザイン

●

日本工学院八王子専門学校

NIHON KOUGAKUIN COLLEGE OF HACHIOJI
〒 192-0983 八王子市片倉町 1404-1
TEL 042-637-3111
http://www.neec.ac.jp/
放送・映画／声優・演劇

●

●

マンガ・アニメーション
ゲームクリエイター／ＣＧ映像

●
●

グラフィックデザイン
Web クリエイター／インテリアデザイン／プ
●
ロダクトデザイン

●

ミュージックアーティスト／コンサート・イ
ベント／音響芸術

●

ＩＴスペシャリスト／情報処理／パソコン・
●
ネットワーク／情報ビジネス
ロボット／電子・電気

● ●
●

自動車整備

●

応用生物

●

建築／建築設計／土木・造園
機械設計

●
●

鍼灸／柔道整復

●

医療事務／スポーツトレーナー

●

スポーツ健康

●

こども

日本児童教育専門学校

Japan Juvenile 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

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

日本工学院専門学校

日本語系

東京都

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

〒 150-0031 渋谷区桜丘町 4-16
TEL 03-3770-5582
http://www.npi.ac.jp/
フォトフィールドワークゼミ／フォトアート
ゼミ／写真

●

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/
本科鍼灸あん摩マッサージ指圧／専科鍼灸

日本総合医療専門学校

Nihon Sogo Iryou Medical college

〒 116-0014 荒川区東日暮里 6-25-13
TEL 03-5850-3500
http://www.nsi.ac.jp
柔道整復

●

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://ndg.ac.jp/
ビジュアルデザイン／シブヤプロダクツ／グ
ラフィックデザイン／イラストレーション／
コミックイラスト／マンガ

●

●

インテリアデザイン

日本デザイン福祉専門学校

〒 151-0051 渋谷区千駄ヶ谷 5-7-3
TEL 03-3356-1501
http://ndc.ac.jp/
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／コミックアーツ

●

●

保育こどもデザイン

日本電子専門学校

Japan Electronics College

〒 169-8522 新宿区百人町 1-25-4
TEL 03-3363-7761
http://www.jec.ac.jp/
情報システム開発
コンピュータグラフィックス
電子応用工

●

●
●
●

情報ビジネスライセンス

47

上級日本語（進学・編入含む）系

NIPPON PHOTOGRAPHY INSTITUTE

日本語系

日本写真芸術専門学校

語学・通訳・翻訳・ガイド系

東京都

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

〒 169-0075 新宿区高田馬場 2-16-3
TEL 03-3205-1611
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

●

専門学校日本ホテルスクール
The Japan Hotel School

〒 164-0003 中野区東中野 3-15-14
TEL 03-3360-8231
http://www.jhs.ac.jp/
昼間部国際ホテル

●

華学園栄養専門学校

HANA Nutrition College

〒 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

●

華調理製菓専門学校

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
調理ベーシック／調理テクニカル／調理本科
／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／プロテクニカル専攻

●

ハリウッドビューティ専門学校

HOLLYWOOD UNIVERSITY of BEAUTY &
FASHION

〒 106-8541 港区六本木 6-4-1 ハリウッドプラザ
TEL 03-3408-5020
http://hollywood.ac.jp
美容専門／トータルビューティ科／エステティ
シャンコース／ビューティベーシックコース

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

JAPAN WELFARE EDUCATION COLLEGE

日本語系

日本福祉教育専門学校

語学・通訳・翻訳・ガイド系

東京都

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

ＨＡＬ東京

Hal Tokyo College of Technoloby & Design

〒 160-0023 新宿区西新宿 1-7-3
TEL 03-3344-1010
http://www.hal.ac.jp
ゲーム企画／ゲーム制作／ゲームデザイン／
ＣＧ映像／アニメ・イラスト／グラフィック
デザイン／ミュージック／ゲーム／ＣＧ
カーデザイン
先端ロボット開発／電子制御

●

●

●
● ●

高度情報処理／ WEB 開発／ WEB ／情報処理
●
救急救命／臨床工／臨床工士特

専門学校ファッションカレッジ桜丘
FASHION COLLEGE SAKURAGAOKA

〒 102-0071 千代田区富士見 2-5-13
TEL 03-3265-2821
http://www.f-sakura.ac.jp
ファッションクリエイト／ファッションビジ
ネス

●

ファッションビジネス カレッジ東京
Fashion 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

●

専門学校舞台芸術学院

sennmonngakkou butaigeijyutsugakuin

●

〒 171-0021 豊島区西池袋 3-5-19
TEL 03-3986-3261
http://www.bugei.ac.jp

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://www.furuya.ac.jp
管理栄養士／栄養士／調理師／調理実践

●

二葉ファッションアカデミー
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

●

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 03-3299-2211
http://www.bunka-bi.ac.jp/
日本語

●

日本語教師養成／日本語通訳ビジネス／国際
通訳・翻訳

● ●
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

〒 151-8522 渋谷区代々木 3-22-1
TEL 03-3299-2292
http://www.bunka-fc.ac.jp
服装／服飾研究／ファッション高度専門士／
ファッション工基礎／ファッション流通／フ
ァッションテキスタイル／グローバルビジネ
スデザイン／ファッショングッズ基礎

●

ベルエポック美容専門学校
Belle epoque collage of beauty

〒 150-0001 渋谷区神宮前 3-26-1
TEL 03-3796-0881
http://www.belle.ac.jp
美容師／トータルビューティ／ヘアメイク

●

ヘレン・ケラー学院

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

●

ホスピタリティツーリズム専門学校

〒 164-8550 中野区東中野 3-18-11
TEL 03-3360-2801
http://www.trajal.jp/
旅行／ホテル／エアライン／テーマパーク／
エアポート

●

町田・デザイン専門学校
Machida Design College

〒 194-0022 町田市森野 1-27-18
TEL 042-726-0235
http://www.mdc.ac.jp
建築デザイン／インテリアデザイン

●

雑貨・プロダクトデザイン／グラフィックデ
ザイン／イラストレーション
Web・ＣＧアニメーション

●

●

●
●

まんが／コミックイラスト

真野美容専門学校

MANO BEAUTY COLLEGE

〒 160-0021 新宿区歌舞伎町 2-42-5
TEL 03-3209-3811
http://mano.ac.jp
昼間部美容／トータルビューティ

●

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

●

宮川文化服装専門学校

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

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

BUNKA FASHION COLLEGE

日本語系

文化服装学院

語学・通訳・翻訳・ガイド系

東京都

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

武蔵野栄養専門学校

MUSASHINO NUTRITION COLLEGE

〒 171-0022 豊島区南池袋 3-12-5
TEL 03-3982-6115
http://www.musashino-eiyou.ac.jp/
栄養／調理師／高度調理経営／ダブルプログ
ラム

●

武蔵野調理師専門学校

MUSASHINO COOKING COLLEGE

●

〒 171-0022 豊島区南池袋 3-12-5
TEL 03-3982-6116
http://www.musashino-chouri.ac.jp/

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 03-3982-6117
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

●

山野美容専門学校

YAMANO BEAUTY COLLEGE

〒 151-8539 渋谷区代々木 1-53-1
TEL 03-3379-0111
http://www.yamano-bc.jp/
美容

●

山脇美術専門学院

〒 102-0074 千代田区九段南 4-8-21
TEL 03-3264-4020
http://yamawaki.ac.jp
ビジュアルデザイン／スペースデザイン／ジ
ュエリーデザイン

●

ヨークグローバルビジネスアカデミー
専門学校
〒 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／起業実践
国際福祉

●

● ●

●

● ● ●

●

● ● ●

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
1 級整備／自動車整備／自動車整備

●

読売理工医療福祉専門学校
YOMIURI COLLEGE OF TOKYO
〒 108-0014 港区芝 5-26-16
TEL 03-3455-0221
http://www.yomiuririkou.ac.jp
放送映像
クロスメディア

●

●

●
●

建築
電気電子

●
●

介護福祉／ケアキャリア養成
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工業

医療

衛生

文化・教養

東京都

早稲田外語専門学校

WASEDA FOREIGN LANGUAGE COLLEGE
〒 169-0075 新宿区高田馬場 1-23-9
TEL 03-3208-8801
http://www.waseda-flc.ac.jp
総合英語

●

●

日本語

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/
鍼灸医療

●

医療秘書

早稲田大学芸術学校

Art and Architecture School of Waseda
University

● ●

〒 169-8555 新宿区大久保 3-4-1
TEL 03-5286-3911
http://www.waseda.jp/school/art

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ー

●

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
クリエイティブビジネス経営

●

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

●

日中英通訳・ガイド

神奈川県

アイム湘南美容教育専門学校

I'm Shonan Beauty Education College
〒 257-0011 秦野市尾尻 536-1
TEL 0463-85-3780
http://www.imshonan.ac.jp
美容／造形

●

●

芸術

浅野工学専門学校

〒 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

●
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

〒 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

●

岩谷学園アーティスティックＢ横浜
美容専門学校

Iwatani College of Artistic Beauty
(Professional Training College)

●

〒 220-0023 横浜市西区平沼 1-38-13
TEL 045-290-7090
http://www.artisticb.ac.jp

大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校
O-hara College of Business

〒 221-0825 横浜市神奈川区反町 1-8-14
TEL 045-324-3811
http://www.o-hara.ac.jp
情報ビジネス／ビジネス専攻 1 年制

●

大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校
O-hara College of Business

〒 221-0832 横浜市神奈川区桐畑 3-7
TEL 045-311-6821
http://www.o-hara.ac.jp
介護福祉

●

神奈川経済専門学校

Kanagawa College of Economics

〒 252-0144 相模原市緑区東橋本 2-33-5
TEL 042-773-5729
http://kanasen.ac.jp/
商業経済

●

鎌倉早見美容芸術専門学校
HAYAMI INSTITUTE OF ARTS

〒 248-0006 鎌倉市小町 1-2-16
TEL 0467-22-3340
http://www.hayami.ac.jp
美容

●

関東美容専門学校

KANTO BEAUTUY COLLEGE

〒 210-0841 川崎市川崎区渡田向町 15-5
TEL 044-244-5601
http://www.kanto.ac.jp
美容本科

●

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://kuretake-yokohama.ac.jp
鍼灸マッサージ／鍼灸／柔道整復

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

イムス横浜国際看護専門学校

日本語系

●

語学・通訳・翻訳・ガイド系

〒 243-0018 厚木市中町 2-2-19
TEL 046-221-0719
http://suzukigakuen.ac.jp
家政

動物・ペット・スポーツ系

厚木文化専門学校

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
家政
社会福祉
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

●

湘南医療福祉専門学校

Shonan Medical Welfare School

〒 244-0805 横浜市戸塚区川上町 84-1
TEL 045-820-1329
http://smw.ac.jp
介護福祉

●

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

●

日本溶接構造専門学校

THE JAPAN WELDING STRUCTURE COLLEGE
(JWSC)

●

〒 211-0011 川崎市川崎区本町 2-11-19
TEL 044-222-4102
http://school.jwsc.or.jp/
設備・構造安全工／鉄骨生産工

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 045-371-2380
http://www.nissan-gakuen.ac.jp
自動車整備

●

横浜医療センター附属横浜看護学校
〒 245-0063 横浜市戸塚区原宿 3-60-2
TEL 045-853-8322
http://www.yokohama-ns.jp/

●

横浜医療秘書歯科助手専門学校

Yokohama Medical Secretary Dental Assistant
College
〒 221-0822 横浜市神奈川区西神奈川 1-18-3
TEL 045-402-9878
http://www.sanko.ac.jp/yokohama-med/
医療秘書／診療情報管理士／くすりアドバイ
ザー／医療事務

●

●

歯科アシスタント

54

上級日本語（進学・編入含む）系

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

日本語系

International Niibori Music Academy

語学・通訳・翻訳・ガイド系

専門学校国際新堀芸術学院

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

●
●

ブライダル

●

ジュエリー＆アクセサリー

横浜経理専門学校

〒 220-0011 横浜市西区高島 2-2-11
TEL 045-453-5500
http://www.tamura.ac.jp
マネジメント専攻／リスクマネジメント

●

横浜こども専門学校

Yokohama Child Career College

〒 221-0823 横浜市神奈川区二ツ谷町 1-19
TEL 045-317-9961
http://www.sanko.ac.jp/yokohama-child/
こども総合

●

横浜歯科医療専門学校

Yokohama College of Dental Care and Health
Sciences

●

〒 220-0011 横浜市西区高島 1-2-15
TEL 0120-203-556
http://www.ycdc.ac.jp
歯科技工士

横浜スイーツアンドカフェ専門学校
SANKO GAKUEN

〒 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／調理師／上級調理師／
製菓パティシエ学／製菓マイスター

●

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/
自動車整備

●

横浜デジタルアーツ専門学校

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

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

ビューティースタイリスト／ビューティコー
ディネート

●

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/index.html
ファッションライフデザイン／ファッション
ビジネス

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

横浜日建工科専門学校

〒 221-0834 横浜市神奈川区台町 17-5
TEL 0120-74-4149
http://www.yokohamanikken.com/
建築ＣＡＤビジネス

●

●

横浜ビューティーアート専門学校
SANKO GAKUEN

〒 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/
トータルビューティー／美容

●

横浜リゾートアンドスポーツ専門学校

〒 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/
アスレチックトレーナー／スポーツトレーナ
ー／健康スポーツ

●

●

スポーツ保育

横浜ＹＭＣＡスポーツ専門学校
Yokohama YMCA sports college

〒 244-0816 横浜市戸塚区上倉田町 769-24
TEL 045-864-4990
http://www.yokohamaymca.ac.jp/sports
スポーツインストラクター／スポーツトレー
ナー

●

ＹＭＣＡ健康福祉専門学校

YOKOHAMA YMCA College of human services
〒 243-0018 厚木市中町 4-16-19
TEL 046-223-1441
http://yokohamaymca.ac.jp
日本語

●

●

介護福祉

新潟県

看護リハビリ新潟保健医療専門学校
Niigata College of Health Science

●

〒 950-0086 新潟市中央区花園 2-2-7
TEL 025-240-0003
http://www.hi-college.ac.jp/

国際音楽エンタテイメント専門学校

International College of Music & Entertainment

〒 951-8065 新潟市中央区古町通七番町 935
TEL 025-225-1661
http://show-net.jp/
ヴォーカル／ミュージシャン／ダンスエンタテ
イメント／ウインドオーケストラ／音楽ビジネ
ス／音響・照明／ K-POP エンタテイメント

●

国際外語・観光・エアライン専門学校
〒 951-8063 新潟市中央区古町通七番町 935
TEL 025-227-6330
http://www.air.ac.jp/
国際英語コミュニケーション

●

● ●

日本語通訳
アジア言語／国際エアライン／通訳ガイド／
トラベル観光

●
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

国際自然環境アウトドア専門学校
〒 949-2219 妙高市原通 70
TEL 0255-82-4450
http://www.i-nac.ac.jp
野外教育・アウトドアスポーツ

●

●

自然ガイド・環境保全
山岳プロ 2 年制／山岳プロ 3 年制／クライミ
ングインストラクター

●

国際ホテル・ブライダル専門学校
International Hotel & 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/index.html
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

●

臨床工技士／診療情報管理士／医療事務総合
／鍼灸

●

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/

全日本ウィンタースポーツ専門学校

〒 949-2219 妙高市原通 76
TEL 0255-81-3131
http://jwsc-snow.com
スノーボード専攻 3 年制／スノーボード専攻 2
年制／スキー専攻 3 年制／スキー専攻 2 年制
／プロフェッショナル養成

●

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 7-1239-3
TEL 025-222-0545
http://www.apron.ac.jp
製菓技術／調理技術／こども・集団調理

●

新潟会計ビジネス専門学校

Niigata Accounting & Business International
College
〒 950-0086 新潟市中央区花園 1-1-12
TEL 025-244-8010
http://www.nabi.ac.jp
経理ビジネス／事務・ビジネス総合／税理士
／公認会計士

●

新潟看護医療専門学校村上校

Niigata Nursing and Medical College
NUTRAKAMI

●

〒 958-0052 村上市八日市 15-92
TEL 0254-75-5552
http://www.nncm.ac.jp/
看護
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上級日本語（進学・編入含む）系

新潟県

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

〒 952-1209 佐渡市千種 121
TEL 0259-63-4125
http://www.niigata-kouseiren.jp/hospital/
sado-kango/
看護

●

新潟県厚生連中央看護専門学校
〒 940-0854 長岡市中沢町 518
TEL 0258-35-2231
http://www.nagachu.jp/school/

●

新潟県立吉田病院附属看護専門学校
〒 959-0242 燕市吉田大保町 32-60
TEL 0256-93-3485
http://www.yoshikan.jp/

●

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/
建築士／建築デザイン／インテリアデザイン

●

環境測量

●

電気電子工

●

●

新潟高度情報専門学校

〒 950-0084 新潟市中央区明石 1-3-12
TEL 025-241-0133
http://koudo.ac.jp
情報工／高度情報システム／情報システム
ゲーム開発研究／ゲーム開発技術

●

●

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

●

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／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／写真デザイ
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.mydreams.jp/english/colleges/
ngc.html
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

SADO SCHOOL OF NURSING

日本語系

新潟県厚生連佐渡看護専門学校

語学・通訳・翻訳・ガイド系

新潟県

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

新潟県

日本アニメ・マンガ専門学校

JAM Japan Animation & Manga college

〒 951-8063 新潟市中央区古町通五番町 602-1
TEL 025-210-8333
http://www.web-jam.jp/about/
マンガクリエイト／キャラクターデザイン／
アニメーター

●

●

日本語

山梨県

大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校
甲府校
〒 400-0031 甲府市丸の内 2-8-8
TEL 055-236-1721
http://www.o-hara.ac.jp/ryugaku/
経理本科 2 年制

●

共立高等看護学院

〒 400-0034 甲府市飯田 3-1-35
TEL 055-228-7325
http://www.yamanashi-min.jp/krkk/
看護

●

甲府市立甲府商科専門学校
KOFU COMMERCIAL COLLEGE

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

●

帝京福祉専門学校

Teikyo Welfare College

〒 405-0018 山梨市上神内川 36-1
TEL 0553-22-6776
http://teikyo-mwc.ac.jp/
介護福祉

●

山梨県立宝石美術専門学校

〒 400-0031 甲府市丸の内 1-16-20 ココリ内
TEL 055-232-6671
http://www.pref.yamanashi.jp/houseki/jewelry/
ジュエリー

●

山梨秀峰調理師専門学校

Yamanashi Shuhou 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

●

山梨情報専門学校

〒 400-0857 甲府市幸町 18-12
TEL 055-237-5278
http://yjk.ito-gakuen.ed.jp
情報システム

●

●

●

ビジネス実務
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

長野県

上田福祉敬愛学院

〒 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

●

エプソン情報科学専門学校

Epson information science college
〒 392-0001 諏訪市大和 3-6-12
TEL 0266-58-7410
http://www.se-gakuen.ac.jp
情報システム
情報電子機械

●

●
●

情報ビジネス

大原簿記情報ビジネス医療専門学校
〒 380-0906 長野市大字鶴賀字呑沢 614-3
TEL 026-229-5577
http://www.o-hara.ac.jp/ryugaku/
経理本科

●

大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校
松本校
〒 390-0814 松本市本庄 1-1-5
TEL 026-350-6633
http://www.o-hara.ac.jp/ryugaku/
経理本科

● ●

●

介護福祉

豊野高等専修学校

Toyonokoutousenshugakkou

〒 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

〒 380-0903 長野市鶴賀 28
TEL 026-223-2940
http://www.isizaka-gakuen.com

●

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／日本語

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/
情報ビジネス・デザイン

● ● ●

●

おもてなしビジネス

●

日本語
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

長野県

長野理容美容専門学校

Nagano Barber & Beauty College

〒 380-0935 長野市中御所 3-11-2
TEL 026-226-7656
http://www.nrbg.ac.jp
理容／美容／ビューティービジネス

●

丸の内ビジネス専門学校

Marunouchi College of Business
〒 390-0875 松本市城西 1-3-30
TEL 0263-32-5589
http://www.marubi.ac.jp
ビジネス／ＯＡ実務

●

●

国際関係日本語教師養成コース

●

国際関係日本語コース

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://www.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

●

松本理容美容専門学校

Matsumoto Barber & Beauty College
〒 399-0001 松本市宮田 11-7
TEL 0263-26-2195
http://www.nrbg.ac.jp
理容／美容／ビューティービジネス

●

静岡県

国際医療管理専門学校浜松校

International college of medical service
〒 430-0942 浜松市中区元浜町 34-15
TEL 053-475-2380
http://www.ict-hamamatsu.jp/icms/
医療事務秘書

●

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/ict/
トラベル・エアポート／ホテル・ブライダル

●

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

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

●
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工業

医療

衛生

文化・教養

静岡県

静岡医療学園専門学校
Shizuoka Medical College

〒 421-0115 静岡市駿河区みずほ 5-14-22
TEL 054-256-7770
http://www.smc.ac.jp/
鍼灸／柔道整復

●

専門学校静岡医療秘書学院

SHIUZOKA 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

●

静岡インターナショナル・エア・リゾート
専門学校
SHIZUOKA PROFESSIONAL TRAINING COLLEGE OF
INTERNATIONAL COMMUNICATION, AIRLINE, AND
RESORT

●

〒 420-0822 静岡市葵区宮前町 110-11
TEL 054-267-6330
http://www.s-air.ac.jp/
国際交流／国際コミュニケーション／国際エ
アライン

静岡県美容専門学校

Shizuoka-ken Beauty Professional Training
College

●

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

静岡県立農林大学校

SHIZUOKA PREFECTURAL AGRICULTURE AND
FORESTRY COLLEGE

●

〒 438-8577 磐田市富丘 678-1
TEL 0538-36-0211
http://www6.Shizuokanet.ne.jp/usr/noudai/

専門学校静岡工科自動車大学校

SHIZUOKA PROFESSIONAL COLLEGE OF
AUTOMOBILE TECHNOLOGY
〒 420-8507 静岡市葵区宮前町 52-1
TEL 054-263-4666
http://www.kohka.jp
国際オートメカニック

●

静岡こども福祉専門学校
Shizuoka Kodomo Fukushi

〒 438-0821 磐田市立野 2008-5
TEL 0120-888-983
http://www.hba.ac.jp/fukushi/
介護福祉／こども未来

●

静岡歯科衛生士専門学校
Shizuoka Shika Eiseishi

〒 438-0078 磐田市中泉 1-1-1
TEL 0120-035-901
http://www.hba.ac.jp/hygi/
歯科衛生

●

62

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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

〒 438-0078 磐田市中泉 1-1-1
TEL 0120-035-901
http://www.hba.ac.jp/fukubi/
美容

●

静岡デザイン専門学校

SHIZUOKA DESIGN COLLEGE

〒 420-0839 静岡市葵区鷹匠 2-19-15
TEL 054-252-1766
http://www.sdc.ac.jp/
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

●

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

●

専門学校静岡電子情報カレッジ

Shizuoka College of Electronic & Information
〒 422-8067 静岡市駿河区南町 13-5
TEL 054-281-0221
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 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/fukushi/
子ども心理

●

●

医療情報秘書

●

看護福祉／総合福祉

タカヤマ
専門学校

アドバンスビューティー

TAKAYAMA ADVANCED BEAUTY COLLEGE

●

〒 416-0909 富士市松岡字六軒屋 12483
TEL 0545-61-0618
http://takayama-bi.jp
美容

中央歯科衛生士調理製菓専門学校

Chuo Dental Hygienist & Culinary Vocational
College

●

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

63

上級日本語（進学・編入含む）系

Shizuoka Shin Biyo

日本語系

静岡新美容専門学校

語学・通訳・翻訳・ガイド系

静岡県

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

デジタルメディアコース

●

●
●

アニメーションコース

●

建築

東海医療学園専門学校

〒 413-0006 熱海市桃山町 20-7
TEL 0557-82-0459
http://www.tokaicom.ac.jp
鍼灸マッサージ

●

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

●

中遠調理師専門学校

〒 437-1612 御前崎市池新田 3891
TEL 0537-86-2047
http:// 中遠調理師 .com/
調理師

●

専門学校ノアデザインカレッジ
Noah Design College

〒 420-0858 静岡市葵区伝馬町 8-10
TEL 054-255-7040
http://www.noah-design.net/
環境キャリアデザイン

●

●

●

富士調理技術専門学校

Fujichorigijyutsu Professional training
college

●

〒 416-0901 富士市岩本 1951
TEL 0545-62-0077
http://www.fujicyori.com
調理師

富士メカニック専門学校

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

●
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〒 432-8036 浜松市中区東伊場 1-1-8
TEL 053-454-6565
http://www.sasada.ac.jp
ファッションビジネスコース／エステ・ネイ
ルコース

日本語系

デザインテクノロジー専門学校

語学・通訳・翻訳・ガイド系

静岡県

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

富山クリエイティブ専門学校
〒 930-0856 富山市牛島新町 2-3
TEL 076-441-0208
http://www.creative.ac.jp/
デザイン

●

●

建築

富山情報ビジネス専門学校
〒 939-0341 射水市三ヶ 576
TEL 0766-55-1420
http://www.bit.urayama.ac.jp/
日本語

●

●

インターナショナルビジネス

高岡第一学園幼稚園教諭・保育士養成所

Principal of Takaoka Daiichi Gakuen Kindergarten
Teacher and Nurse Training College
〒 933-0947 高岡市本郷 2-1-35
TEL 0766-24-9512
http://www.takaoka1.com/youseisho/
教育社会福祉

専門学校富山ビューティーカレッジ
Beauty School Toyama Beauty College
〒 930-0083 富山市総曲輪 3-3-16
ィズビル 3 Ｆ
TEL 076-495-6688
http://toyama-bc.ac.jp
美容

総曲輪ウ

●

富山デザイン・ビューティー専門学校

Toyama Design beauty Professional
Training College

●

〒 939-8083 富山市西中野本町 7-13
TEL 076-423-4245
http://www.usui-gakuen.ac.jp
ファッションビジネス

●

ビューティーアート

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

●

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/mechanic
自動車整備

●

北陸ビジネス福祉専門学校

Hokuriku Business Welfare Professional
Training College

●

〒 939-8083 富山市西中野本町 1-6
TEL 076-491-0705
http://www.usui-gakuen.ac.jp
介護福祉

●

医療秘書
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

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/
日本語

●

● ● ●

国際ビジネス

●

介護福祉

石川県調理師専門学校

〒 920-0996 金沢市油車 9
TEL 076-264-0596
http://www.ishikawa-chourishi.ac.jp
調理師

●

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/contents/recruit_1.
html
看護

●

金沢調理師専門学校

〒 920-0861 金沢市三社町 11-21
TEL 076-231-4777
http://www.tokunogakuen.ed.jp/k-chouri/
調理師／調理師専攻

●

スーパースイーツ製菓専門学校
〒 920-0919 金沢市南町 6-12
TEL 076-234-3311
http://sweets.kbg.ac.jp/
パティシエ・ブーランジェ

●

スーパースイーツ調理専門学校
〒 920-0919 金沢市南町 6-12
TEL 076-234-3311
http://supersweets.jp/
高度調理師

●

北信越柔整専門学校

〒 920-0816 金沢市山の上町 5-5-2
TEL 076-252-2171
http://www.hokushinetsu.ac.jp/

●

福井県

天谷調理製菓専門学校

Amaya Professional school of cooking and
confectionery

●

〒 910-1142 吉田郡永平寺町松岡兼定島 34-3-10
TEL 0776-61-0233
http://www.amaya.ac.jp
調理師／製菓技術

大原キャリアビジネス＆ペット専門学校

〒 910-0005 福井市御幸 1-5-20
TEL 0776-21-0001
http://www.o-hara.ac.jp/hokuriku/senmon/
school/fuku/
総合ビジネス

●

●

ペットビジネス
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工業

医療

衛生

文化・教養

●

●

美容／ビューティー

●

製菓衛生

大原テクノデザインアート専門学校

〒 910-0005 福井市大手 2-9-1
TEL 0776-21-0001
●
http://www.o-hara.ac.jp/hokuriku/senmon/
school/fuku/
高度情報技術／システム工／情報処理

●

グラフィックデザイン

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/
school/fuku/
ビジネスライセンス／税務会計

●

福井製菓専門学校
FUKUISEIKA

〒 910-0003 福井市松本 3-21-20
TEL 0776-21-0606
http://fbs.ac.jp
製菓衛生師

●

若狭医療福祉専門学校

WAKASA MEDICAL HEALTH & WELFARE
SCHOOL

●

〒 919-1146 三方郡美浜町大藪 7-24-2
TEL 0770-32-1000
http://www.wakasa-iryo.com/
介護福祉

岐阜県

飯原服装専門学校

IIHARA FUKUSOU Vocalional School
〒 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／ファッション工

●

大垣文化総合専門学校

〒 503-0883 大垣市清水町 65-3
TEL 0584-78-3383
http://www.hirano.ac.jp
情報デザイン

●

●

●

洋裁

岐阜県立国際園芸アカデミー

Gifu International Academy of Horticulture
〒 509-0251 可児市塩 1094-8
TEL 0574-60-5250
http://www.horticulture.ac.jp/
マイスター

●
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〒 910-0005 福井市大手 2-9-1
TEL 0776-21-0001
http://www.o-hara.ac.jp/hokuriku/senmon/
school/fuku/
医療福祉

日本語系

大原スポーツ医療保育福祉専門学校

語学・通訳・翻訳・ガイド系

福井県

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

岐阜県

岐阜市立看護専門学校

〒 501-3123 岐阜市鹿島町 7-1
TEL 058-253-2411
http://gmhosp.jp/nursing_school/

●

岐阜保健短期大学医療専門学校

Gifu Junior College of Health Science, Medical
Care School

●

〒 500-8281 岐阜市東鶉 2-68
TEL 058-274-3227
http://www.toyota.ac.jp
東陽医療はり・きゅう／東陽医療柔道整復

コロムビア・ファッション・カレッジ

SCHOOL CORPORATION GIFU GAKUEN
COLUMBIA FASHION COLLEGE

●

〒 500-8402 岐阜市竜田町 1-7-1
TEL 058-247-1221
http://gifugakuen.jp
洋裁専門課程研究課

多治見文化洋裁専門学校

〒 507-0025 多治見市宮前町 1-128
TEL 0572-22-3058

●

専修学校中部国際自動車大学校

Central Japan International Automobili College
〒 509-5117 土岐市肥田浅野朝日町 2-7
TEL 0572-55-8511
http://www.a-tec.ac.jp
自動車整備

●

ＴｏＢｕＣｏ専門学校

ToBuCo Vocational College

〒 500-8326 岐阜市吹上町 1-20
TEL 058-253-5888
http://tobuco.ac.jp/
ビジネス総合／メディカル総合

●

●

日本語進学 2 年／日本語進学 5 年

中日本航空専門学校

College of Naka-nippon Aviation School
〒 501-3924 関市迫間字吉田洞 1577-5
TEL 0575-24-2521
http://www.cna.ac.jp/

●

日本プロスポーツ専門学校
japan pro college

〒 509-6472 瑞浪市釜戸町上桑原 4605
TEL 0572-63-2511
http://jp-sports.jp
スポーツ

●

愛知県

愛知学院大学歯科技工専門学校

Institute of Dental Technology. Aichi
Gakuin University

●

〒 464-8650 名古屋市千種区楠元町 1-100
TEL 052-751-2561
http://gikou.agu.ac.jp/
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日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

Aichi Automotive Technical Academy

〒 490-1400 海部郡飛島村大字飛島新田字梅
之郷東ノ割 145-14
TEL 0567-55-2215
http://www.aizisei.ac.jp/
自動車

●

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/
デザイン

●

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／医薬ビジネス／販売ビジネス
／ＩＴビジネス

●

●

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-bing & 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

●

安城文化服装専門学校

〒 446-0065 安城市大東町 11-28
TEL 0566-76-3586
http://www.k2.dion.ne.jp/~anbun/
服装

●

ＥＬＩＣビジネス＆公務員専門学校
〒 456-0018 名古屋市熱田区新尾頭 1-12-10
TEL 052-683-0035
http://www.elic.ac.jp
事務スキルスペシャリスト

●

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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愛知自動車整備専門学校

日本語系

愛知県

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

〒 460-0007 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

● ●

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/
トラベル・エアライン／ホテル／ブライダル

●

国際調理師専門学校 名駅校

Kokusai Cooking Training Institute School
〒 451-0046 名古屋市西区牛島町 5-20
TEL 052-562-1171
http://www.kudo.ac.jp/kokucho
上級調理師／調理師

●

慈恵福祉保育専門学校

JIKEI FUKUSHI HOIKUSENMONGAKKOU
〒 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

●

専門学校中部ビューティ・デザイン
カレッジ
〒 440-0893 豊橋市札木町 59
TEL 0532-52-1999
http://www.cbdc.jp

●

中部ファッション専門学校
CHUBU FASHION COLLEGE

〒 472-0025 知立市池端 1-13
TEL 0566-82-8010
http://www.chubu.cfc.ac.jp
ファッション産業／ファッション／ファッシ
ョン流通

●

中部福祉保育医療専門学校

CHUBU Welfare Professional Training College
〒 442-0811 豊川市馬場町上石畑 61
TEL 0533-83-4000
http://www.hkg-chufuku.jp
介護福祉

●

津島市立看護専門学校
Tsushima Nursing School

〒 496-0038 津島市橘町 6-34
TEL 0567-26-4101
http://www.city.tsushima.lg.jp/shisetsu/
kangosenmon/index.html
看護

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

KOUKOKU Design Professional School

日本語系

広告デザイン専門学校

語学・通訳・翻訳・ガイド系

愛知県

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

東海医療科学専門学校

Tokai Collge of Medical Seience

〒 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
臨床工／理学療法／作業療法

●

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

●

東海歯科医療専門学校

Tokai College of Dental Technology

〒 465-0032 名古屋市名東区藤が丘 158
TEL 052-773-7222
http://www.tokai-med.ac.jp
歯科技工士

●

豊橋歯科衛生士専門学校

TOYOHASHI DENTAL HYGIENIST COLLEGE

●

〒 441-8149 豊橋市中野町字中原 100-4
TEL 0532-26-8288
http://www.tdhc.ac.jp

豊橋ファッション・ビジネス専門学校
〒 440-0806 豊橋市八丁通 5-19
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/
英米語

●

国際エアライン／国際ホテル

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/
高度情報／情報処理／ Web デザイン
ゲームデザイン／ＣＧスペシャリスト

●

●

●

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://www.trident.ac.jp
グラフィックデザイン／ＣＧデザイン／マン
ガ／イラストデザイン／インテリアデザイン

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

愛知県

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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 052-262-0768
http://www.n-visual.net
音響／映像／写真／ミュージシャン／パフォ
ーミングアーツ

●

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 052-582-3000
http://www.isen.ac.jp
救急救命／臨床工

●

●

高度専門看護／高度看護保健／実践看護

●

保健／助産

●

理学療法／作業療法／言語聴覚／視能療法

●

● ●

鍼灸／柔道整復／臨床工学技士特科
介護福祉／精神保健福祉

●

診療情報管理／医療秘書

●

●

アスレティックトレーナー／スポーツトレー
ナー

●

名古屋医療秘書福祉専門学校

Nagoya Medical Secretary Welfare College
〒 451-0045 名古屋市西区名駅 2-27-28
TEL 052-561-1147
http://www.sanko.ac.jp/nagoya-med/
介護福祉

●

名古屋ウェディングアンドブライダル
専門学校
〒 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/

●

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://www.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
英語／国際エアライン

●

ブライダル／国際ホテル

●
●

航空ビジネス
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●

●

上級日本語（進学・編入含む）系

愛知県

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

名古屋経営会計専門学校

Nagoya Management and Accounting College
〒 464-0067 名古屋市千種区池下 1-1-4
TEL 052-763-7091
http://www.meikei-net.ac.jp
日本ビジネス／経営実務

●

●

●

●

ビジネス

● ●

日本文化教養

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/
機械工

● ●

情報処理

●

デジタル家電

●

●

●

機械ＣＡＤ設計

● ●

電業技術

●

名古屋歯科医療専門学校

〒 451-0043 名古屋市西区新道 1-26-20
TEL 052-563-2121
http://www.nagono.ac.jp/meisi/
歯科技工士

●

名古屋スイーツアンドカフェ専門学校
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

●

名古屋スクールオブミュージック＆
ダンス専門学校
〒 460-0008 名古屋市中区栄 3-19-15
TEL 052-269-2681
http://www.nsm.ac.jp
プロミュージシャン／商業音楽／ダンス＆ア
クターズ／音楽テクノロジー

●

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

名古屋総合デザイン専門学校
nagoya sogo design college

〒 460-0007 名古屋市中区新栄 1-9-6
TEL 052-261-8944
http://www.design.nsc.ac.jp/
グラフィックデザイン／インテリアデザイン

●
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

nagoya tsujigakuen tyourisenmongakkou
〒 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

●

名古屋デジタル工科専門学校
Nagoya Digital Technical College

〒 453-0015 名古屋市中村区椿町 13-7
TEL 052-452-0555
http://ndtc.tsuzuki.ac.jp
機械・自動車工
建築デザイン

● ●

●
●

バイオ工

名古屋ビューティーアート専門学校
〒 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

●

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://www.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

●

名古屋ファッション・ビューティー
専門学校

NAGOYA FASHION INSTITUTE OF TECHNOLOGY

●

〒 461-8610 名古屋市東区葵 1-17-8
TEL 052-931-7113
http://nfit-debut.com
ファッションテクニカル

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 052-582-0001
http://www.mode.ac.jp
ファッションデザイン／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／グイラフィック／メイク・ネイル／
モード基礎

●

●

●

●

ヘアーメイクアーティスト／美容

名古屋ユマニテク歯科製菓専門学校
〒 450-0002 名古屋市中村区名駅 2-33-8
TEL 052-564-0084
http://ao-g.jp
歯科衛生

●

●

製菓製パン本科

名古屋リゾートアンドスポーツ専門学校
〒 451-0044 名古屋市西区菊井 2-16-6
TEL 052-561-1300
http://www.sanko.ac.jp/nagoya-sports/

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

名古屋辻学園料理専門学校

日本語系

愛知県

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

専門学校日本デザイナー芸術学院

NIPPON DESIGNER ACADEMY OF FINE ARTS
〒 453-0804 名古屋市中村区黄金通 1-16
TEL 052-483-2661
http://www.ndg-nagoya.ac.jp
ビジュアルデザイン／映像

●

専門学校日本マンガ芸術学院

NIPPON MANGA ACADEMY OF FINE ARTS
〒 453-0804 名古屋市中村区黄金通 1-16
TEL 052-483-2661
http://www.nmg-nagoya.ac.jp
メディアアート

●

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 052-551-1001
http://www.hal.ac.jp
ゲーム企画／ゲーム制作／ゲームデザイン／
ＣＧ映像／アニメ・イラスト／グラフィック
デザイン／ゲーム／ＣＧ

●

●

●

カーデザイン

●

先端ロボット開発／電子制御
高度情報処理／ WEB 開発／ WEB ／情報処理

●

ミュージック

● ●

●

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 ｰ 222 ｰ 5631
http://www.nagoya-college.ac.jp
日本語 B（Ⅰ・Ⅱ）／日本語 C Ⅱ／日本語 D Ⅱ

●

国際ビジネス情報（Ⅰ・Ⅱ）／国際教養（Ⅰ・Ⅱ）

ミス・パリエステティック専門学校
名古屋校
〒 461-0005 名古屋市東区東桜 1-8-3
TEL 052-957-6341
http://www.miss-paris-nagoya.ac.jp
トータルビューティー／スパ・セラピスト／
エステティックマスター

●

名鉄自動車専門学校

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

●

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

●
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

三重県

鈴鹿オフィスワーク医療福祉専門学校
Suzuka office work iryo fukushi
〒 513-0826 鈴鹿市住吉 2-24-9
TEL 059-370-0311
http://soc.ac.jp
介護福祉

●

ユマニテク調理製菓専門学校
〒 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
〒 510-0263 四日市市安島 1-2-5
TEL 059-353-8118
http://www.ssc.ac.jp
情報実務

●

四日市福祉専門学校

〒 512-1111 四日市市山田町 5491
TEL 059-328-2906
http://www.yokkaichi-fukushi.ac.jp
介護福祉

●

滋賀県

叡山学院

〒 520-0113 大津市坂本 4-9-21
TEL 077-578-0029

●

国際経営情報専門学校
Kokusaikeieijyohou

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

●

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/
ビジネス

●

76

上級日本語（進学・編入含む）系

●

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

日本語系

Nagoya College of Physical & Occupational
Therapy

語学・通訳・翻訳・ガイド系

理学・作業名古屋専門学校

動物・ペット・スポーツ系

愛知県

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
家政
社会福祉
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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

京都府

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/
旅行
ホテル／ブライダル

京都医健専門学校

Kyoto College of Medical Health

〒 604-8203 京都市中京区衣棚町 51-2
TEL 075-257-6507
http://www.kyoto-iken.ac.jp/index.html
スポーツ

●

●

柔道整復／鍼灸

●

理学療法士

●

トータルビューティー

京都栄養医療専門学校

Taiwa Gakuen Education Inc. Kyoto College of
Nutritional & Medical Sciences

〒 616-8376 京都市右京区嵯峨天竜寺瀬戸川
町 18-39
TEL 075-872-8500
http://www.kyoto-eiyoiryo.ac.jp/license/kanri.php
管理栄養士／栄養士

●

医療事務／医療秘書／医療情報／診療情報管
理士／医療事務科

●

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://cdc.ac.jp
クリエイティブデザイン／クリエイティブデ
ザイン専攻

●

●

●

京都建築専門学校

KYOTO ARCHITECTURAL COLLEGE

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

●

京都コンピュータ学院鴨川校

Kyoto Computer Gakuin Kamogawa Campus

〒 606-8204 京都市左京区田中下柳町 11-1
TEL 075-681-6333
http://www.kcg.ac.jp/edu_environment/#kamogawa
芸術情報

●

●
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工業

医療

衛生

文化・教養

Kyoto Computer Gakuin Kyoto Ekimae Campus

〒 601-8407 京都市南区西九条寺ノ前町 10-5
●
TEL 075-681-6333
http://www.kcg.ac.jp/edu_environment/#kyoto_
ekimae
経営情報

●

情報／メディア情報／ネットワーク／マンガ・
●
アニメ／ビジネス基礎／情報処理
応用情報

●

ゲーム／ゲーム開発／ゲーム開発基礎

● ●

情報コミュニケーション

●

●

●

● ●
●

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 075-681-6333
http://www.kcg.ac.jp/edu_environment/#rakuhoku
情報工／コンピュータ工／コンピュータ工基
礎

●

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 075-681-6333
http://kyoto-jidousha.ac.jp/
自動車整備工

●

京都製菓技術専門学校

Taiwa Gakuen Education Inc. Kyoto Pastry Art
College

〒 604-8872 京都市中京区壬生御所ノ内町 39-5
TEL 075-822-6091
http://www.kyoto-seikagijyutsu.ac.jp/
パティスリー・ショコラ上級／和菓子上級／
カフェスイーツ上級／パン上級／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／和食・日本料理上級
／京料理上級／フランス料理上級／イタリア
料理上級

●

〈専〉京都伝統工芸大学校

TRADITIONAL ARTS SUPER COLLEGE OF
TOKYO

〒 622-0411 南丹市園部町小山東町二本松 1-1
TEL 0771-63-1751
http://www.task.ac.jp
伝統工芸

●

京都動物専門学校

Kyoto Animal College

〒 612-0068 京都市伏見区桃山福島太夫西町 6
TEL 075-603-0518
http://kyoto-dobutsu.mkg.ac.jp/
ペットビジネス

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

京都コンピュータ学院京都駅前校

日本語系

京都府

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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 college

〒 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

●

京都理容美容専修学校

KYOTO BARBER & BEAUTY COLLEGE

〒 601-8212 京都市南区久世上久世町 404-2
TEL 075-803-5588
http://www.kyori.ac.jp
美容／理容

●

ディーズファッション専門学校

Daimaru Creators Academy D's Fashion College
〒 600-8079 京都市下京区堺町通松原下ル鍛
冶屋町 254
TEL 075-351-1497
http://www.dsf.ac.jp
ファッションクリエイティブ

●

ファッションビジネス／ファッションザッカ
プロデュース

●

●

専門学校日産京都自動車大学校

gakkouhoujin nissangakuen nissan kyouto
jidousya daigakukou
〒 613-0033 久世郡久御山町林八幡講 27-6
TEL 0774-46-1123
http://www.nissan-gakuen.ac.jp

●

〈専〉ＹＩＣ京都工科大学校
YIC Kyoto Technical College

〒 600-8236 京都市下京区油小路通塩小路下ル
西油小路町 27
TEL 075-371-4040
http://www.yic-kyoto.ac.jp/
国際自動車整備／自動車整備／二輪自動車整
備

●

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ル
西油小路町 27
TEL 075-371-4100
http://www.yic-kyoto.ac.jp/
美容／ビューティスペシャリスト

●

●

ブライダル
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●

上級日本語（進学・編入含む）系

〒 602-8155 京都市上京区千本丸太町下ル二
筋目東入ル
TEL 075-841-0741
http://www.kyobe.ac.jp
衛生専門課程美容

日本語系

京都美容専門学校

語学・通訳・翻訳・ガイド系

京都府

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

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ル
西油小路町 27
TEL 075-371-4044
http://www.yic-kyoto.ac.jp/
ペット総合／動物看護

●

大阪府

ＥＣＣ国際外語専門学校

ECC KOKUSAI COLLEGE OF FOREIGN
LANGUAGES

●

〒 530-0015 大阪市北区中崎西 2-1-6
TEL 06-6311-1446
http://kokusai.ecc.ac.jp/
文化・教養

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

● ●

● ●

● ●

●

● ●

デジタルクリエーター
マルチメディア

●

経営工

●

●
●

専門学校ＥＳＰエンタテインメント

ESP ENTERTAINMENT Professional Trainig
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

●

ヴェールルージュ美容専門学校

Vert Rouge Institute of Beauty School

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

●

上田安子服飾専門学校

〒 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

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

京都府

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

エール学園

EHLE Institute

〒 556-0011 大阪市浪速区難波中 3-13-1
TEL 06-6647-0011
http://www.ehle.ac.jp
日本語教育

●

● ●

応用日本語

●

国際ビジネス

●
●

国際コミュニケーション

ＮＲＢ日本理容美容専門学校

〒 544-0031 大阪市生野区鶴橋 1-6-34
TEL 06-6731-0229
http://www.nrb.ac.jp
昼間理容・美容／夜間美容

●

大原医療福祉製菓専門学校梅田校

O-hara College of Medical, Welfare &
Confectionery Umeda

〒 530-0051 大阪市北区太融寺町 2-14
TEL 06-6130-7411
http://www.o-hara.ac.jp/osaka/senmon/info/
foreigner/
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
o-hara gaigo-kankou & bridal-beauty

〒 556-0016 大阪市浪速区元町 2-4-26
TEL 06-4397-2458
http://www.o-hara.ac.jp/osaka/senmon/
school/nanba/
エアライン

●

●

日本語
総合ビジネス

●

● ●
● ●

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
o-hara joho design-art

〒 556-0016 大阪市浪速区元町 2-4-26
●
TEL 06-4397-2458
http://www.o-hara.ac.jp/osaka/senmon/
school/nanba/
情報工／ネットワーク情報

●

メディア情報

● ●

● ●

情報技術

●

●

情報ビジネス

●

●

大原簿記専門学校大阪校

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/info/
foreigner/
総合ビジネス

●
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工業

医療

衛生

文化・教養

大阪府

大原簿記法律専門学校難波校

O-HARA Business & Law College Namba
Branch

〒 556-0011 大阪市浪速区難波中 1-6-2
TEL 06-4806-8567
http://www.o-hara.ac.jp/osaka/senmon/info/
foreigner/
総合ビジネス

●

●

日本語

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 06-6242-5221
http://www.oas.ac.jp
声優／クリエーティブデザイン

● ●

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 06-6452-0110
http://www.isen.ac.jp
臨床工／臨床工士特科／救急救命／鍼灸／柔
道整復

●

●

理学療法／作業療法／言語聴覚

●

高度専門看護／高度看護保健／実践看護

●

介護福祉／精神保健福祉

●

診療情報管理／医療秘書
アスレティックトレーナー／スポーツトレー
ナー

●

大阪医療秘書福祉専門学校

Osaka medical & welfare college

〒 532-0011 大阪市淀川区西中島 3-4-10
TEL 06-6300-5767
http://www.sanko.ac.jp/osaka-med/
医療秘書／医療事務／歯科アシスタント／く
すりアドバイザー／診療情報管理士／医療保
育

● ●

●

介護福祉

大阪ＥＣＯ動物海洋専門学校

OSAKA COLLEGE OF ECO & ANIMALS

〒 550-0013 大阪市西区新町 1-32-1
TEL 06-6536-7171
http://www.osaka-eco.ac.jp/
エコ・スペシャリスト／エコ・コミュニケー
ション

●

大阪エンタテインメントデザイン専門学校

OSAKA ACADEMY 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

● ●

●

タレント
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

大阪外語専門学校

OSAKA COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES

〒 540-0021 大阪市中央区大手通 2-3-10
TEL 06-6944-1061
http://www.osakagaigo.ac.jp
キャビンアテンダント・エアライン／国際観
光・ホテル・ブライダル

●

●

総合英語／英語通訳・翻訳

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 06-6533-0143
http://www.culinary.ac.jp
製菓・製パン／カフェ総合／調理師／製菓・
調理

●

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

●

大阪建設専門学校

OSAKA CONSTRUCTION COLLEGE

〒 530-0052 大阪市北区南扇町 3-21
TEL 06-6314-0261
http://www.oks.ac.jp
建築Ⅰ／建築Ⅱ／ビオトープ

●

●

バイオエコロジ

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
http://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

●

大阪こども専門学校
Osaka child

〒 532-0011 大阪市淀川区西中島 5-7-23
TEL 06-4806-6800
http://www.sanko.ac.jp/osaka-child/
こども総合／保育

●
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

〒 530-0052 大阪市北区南扇町 3-13
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 DENTALHYGIENIST 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

●

大阪社会福祉専門学校

〒 597-0083 貝塚市海塚 375
TEL 072-433-0415
http://www.oswc.ac.jp
介護福祉

●

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://www.oic.ac.jp
総合情報メディア

● ●

●

情報システム開発／情報処理／ＩＴビジネス
●
／ＩＴテクニカル
メディアクリエイト／ゲーム／メディアデザ
イン

●

●

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/
カレッジ音楽／プロミュージシャン／商業音
楽

●

大阪赤十字看護専門学校

〒 543-8555 大阪市天王寺区筆ヶ崎町 5-30
TEL 06-6774-5055
http://www.osaka-med.jrc.or.jp/sckango/
index.html

●

大阪総合デザイン専門学校

OSAKA SOGO COLLEGE OF DESIGN

〒 530-0012 大阪市北区芝田 2-8-35
TEL 06-6376-2100
http://www.oscd.jp/
ビジュアルコミュニケーションデザイン／漫画
／ビジュアルクリエーター／コミックアート
インテリアデザイン

●

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

OOSAKA COMPUTER SENMONGAKKOU

日本語系

大阪コンピュータ専門学校

語学・通訳・翻訳・ガイド系

大阪府

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

大阪ダンス＆アクターズ専門学校

OSAKA COLLEGE OF DANCE & ACTORS SCHOOL

●

〒 550-0013 大阪市西区新町 1-18-10
TEL 06-6536-7273
http://www.da-osaka.ac.jp/

大阪調理製菓専門学校

osaka cooking & confectionary college

〒 595-0021 泉大津市東豊中町 3-1-15
TEL 0725-45-6000
http://www.daicho.ac.jp
調理師／調理総合本科／製菓衛生師／製菓総
合本科

●

大阪デザイナー専門学校

OSAKA DESIGNER'S COLLEGE

〒 530-0003 大阪市北区堂島 2-3-20
TEL 06-6345-4676
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／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／ＣＧ・ゲームデザイン

●

インテリアデザイン／インテリアコーディネ
イト

●
●

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
電子工
情報エンジニア

●

●

大阪動植物海洋専門学校

OSAKA ANIMAL PLANT&OCEAN COLLEGE
〒 551-0002 大阪市大正区三軒家東 1-7-3
TEL 06-6555-0154
http://www.oao.ac.jp/
水生生物／動物飼育看護／ペットライフ

●

大阪バイオメディカル専門学校

SATO GAKUEN OSAKA BIO MEDICAL
PROFESSIONAL SCHOOL
〒 542-0082 大阪市中央区島之内 1-14-30
TEL 06-6251-8103
http://www.obm.ac.jp/international
日本文化教養

● ●

日本語

●
●

バイオ

85

工業

医療

衛生

文化・教養

osaka business college school

〒 530-0004 大阪市北区堂島浜 1-1-7
TEL 0120-79-2299
http://www.obc.ac.jp/
総合ビジネス

●

●

ファッションビジネス
フラワーデザイン／フラワービジネス

●
●

ペットビジネス

大阪ビューティーアート専門学校
Osaka Beauty Art 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

●

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 大阪市西区靱本町 3-10-3
TEL 06-6444-4171
http://www.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 2-1-25
TEL 06-6447-0051
http://www.osaka-bridal.ac.jp
ブライダル

●

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
ファッションクリエイター／ファッションビ
ジネス／スタイリスト／ブランドマネージメ
ント

●

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

●

86

上級日本語（進学・編入含む）系

大阪ビジネスカレッジ専門学校

日本語系

大阪府

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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 大阪市北区梅田 3-3-2
TEL 06-6345-2222
http://www.mode.ac.jp
ファッションデザイン／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／グイラフィック／メイク・ネイル／モ
ード基礎／ヘアーメイクアーティスト／美容

●

大阪ＹＭＣＡ国際専門学校

OSAKA YMCA INTERNATIONALCOLLEGE

〒 550-0001 大阪市西区土佐堀 1-5-6
TEL 06-6441-9068
http://www.osk-ymca-intl.ed.jp/nihongo/jp/
日本語

●

● ●

進学日本語

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

●

桂ｍａｋｅ - ｕｐデザイン専門学校
Katsura make-up design college

〒 590-0023 堺市堺区南三国ヶ丘町 1-1-8
TEL 072-238-3901
http://www.katsura.ac.jp/
メイクアップ美容

●

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/

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
看護

●

関西社会福祉専門学校

Kansai Social Welfare Technical School

〒 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 3-16
TEL 06-6314-0261
http://www.ktds.ac.jp
放送電子／電気テレビ／電子研究

●
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

北大阪福祉専門学校

〒 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

●

近畿社会福祉専門学校

Kinki Social Welfare College

〒 534-0025 大阪市都島区片町 1-5-13
TEL 06-6136-1117
http://www.kinki-swc.ac.jp
介護福祉

●

小出美容専門学校

KOIDE BEAUTY COLLEGE

〒 591-8023 堺市北区中百舌鳥町 4-60
TEL 072-251-4100
http://www.koide-beauty.ac.jp
美容

●

国際東洋医療学院

INTERNATIONAL INSTITUTE OF
ALTERNATIVE MEDICINE

●

〒 596-0076 岸和田市野田町 2-2-8
TEL 072-429-5931
http://www.kokusai.ac.jp
柔道整復／鍼灸

滋慶おもてなし＆ブライダル・観光
専門学校
JIKEI School of HOSPITALITY

〒 550-0014 大阪市西区北堀江 2-4-6
TEL 06-6536-5121
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／心のおもてなし

●

新大阪歯科技工士専門学校

SHIN-OSAKA COLLEGE OF DENTAL
TECHNOLOGY

●

〒 532-0002 大阪市淀川区東三国 6-1-13
TEL 06-6391-2211
http://www.sdtc.ac.jp/
歯科技工

駿台観光アンド外語ビジネス専門学校

SUNDAI Business College for Hospitality &
Foreign Languages

●

〒 561-0872 豊中市寺内 2-5-18
TEL 06-6865-1121
http://www.kanko-gaigo.ac.jp/asia/index.htm
国際ビジネス／進学日本語

清風情報工科学院

S E I F U I N S T I T U T E O F I N F O R M AT I O N
TECHNOLOGY
〒 545-0042 大阪市阿倍野区丸山通 1-6-3
TEL 06-6657-2369
http://www.i-seifu.jp
キャリア専攻／グローバル教養

●

●

● ●

日本語 2 年コース／日本語 1.5 年コース
デザインコンピューター

● ● ●

●

88

工業

医療

衛生

文化・教養

大阪府

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/
ビジュアルデザイン／産業デザイン

●

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
日本語（進学 2 年コース）／日本語（進学 1 年
6 か月コース）
建築／住宅デザイン／インテリアデザイン

●

●

辻学園栄養専門学校

〒 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

Sanko Gakuen Tsuji Gakuen Culinary &
Confectionery 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／製菓技術マネジメント

●

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/
製菓衛生師本科／調理技術マネジメント

●

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/
調理師本科／高度調理技術マネジメント

●

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

●

●

救急救命士

東洋Ｆデザイン専門学校

〒 535-0021 大阪市旭区清水 1-1-6
TEL 06-6951-0692
http://www.toyofashion.ac.jp

●
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

東洋きもの専門学校

TOYO KIMONO COLLEGE

〒 535-0013 大阪市旭区森小路 2-21-1
TEL 06-6954-0801
http://www.kimono.ac.jp
きもの専攻／きもの総合コース

●

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://www.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

●

デジタルクリエイター

● ●

ＩＴスペシャリスト

● ●

Web スペシャリスト

●

●

● ●
●
●

日本写真映像専門学校

Japan Institute of Photography & 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 CHEMSTRY, 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／健康科学分析／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/
日本語

●

臨床工

●

こども福祉
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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/
日本語

●

自動車整備
電気デジタル情報／電子・情報工

●

●

●
●

建築デザイン

ＨＡＬ大阪

HAL Osaka College of Technology & Design

〒 530-0001 大阪市北区梅田 3-3-1
TEL 06-6347-0001
http://www.hal.ac.jp
ゲーム企画／ゲーム制作／ゲームデザイン／
ＣＧ映像／アニメ・イラスト／グラフィック
デザイン／ゲーム（2 年制）／ＣＧ
WEB ／情報処理／高度情報処理／ WEB 開発

●

●
●

カーデザイン

●

先端ロボット開発／電子制御
ミュージック（2 年制）／ミュージック

● ●

●

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
ジュエリー
ウォッチ

●

●

ビジュアルアーツ専門学校 大阪
VISUAL ARTS OSAKA

〒 530-0002 大阪市北区曽根崎新地 2-5-23
TEL 06-6341-4407
http://www.vao.jp
声優／放送映画／映像音響／写真

● ●

●

音響芸術／ミュージシャン

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
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
Trajal Hospitality & Tourism College

●

〒 550-0002 大阪市西区江戸堀 2-1-25
TEL 06-6447-0051
http://www.trajal.info
観光
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

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

●

マロニエファッションデザイン専門学校
Marronnier College of Fashion Design

〒 531-0041 大阪市北区天神橋 7-7-4
TEL 06-6358-0222
http://www.maronie.ac.jp
ファッションクリエイション／ファッション
ビジネス／ファッションマスター

●

ミス・パリエステティック専門学校
Miss Paris Academy

〒 530-0057 大阪市北区曽根崎 2-2-18
TEL 0120-727-455
http://www.miss-paris.ac.jp/osaka/
トータルビューティ／スパ・セラピスト

●

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 3-10
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

兵庫県

育成調理師専門学校

〒 660-0862 尼崎市開明町 2-30-2
TEL 06-6411-6921
http://www.ikusei.ac.jp
調理師

●

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

●

●
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

環境学園専門学校

Vocational ECO College

〒 660-0083 尼崎市道意町 7-1-12
TEL 06-6412-8461
http://www.kankyo.ac.jp/
環境技術保全／自然環境保全／環境管理教育

●

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

●

関西保育福祉専門学校

Kansai College of Social Welfare and Child
Ediucation

●

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

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/
理学療法士／作業療法士／言語聴覚士

●

義肢装具士 4 年制／義肢装具士／救急救命士

●

整形靴／整形靴 1 年制

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

●

介護福祉士

専門学校神戸カレッジ・オブ・ファッション
Kobe College of Fashion

〒 650-0017 神戸市中央区楠町 5-1-22
TEL 078-382-0631
http://www.kcf.ac.jp
ファッション／ファッションクリエーター

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

●

日本語系

〒 651-0085 神戸市中央区八幡通 4-2-5
TEL 078-222-8607
http://www.o-hara.ac.jp/osaka/senmon/info/
foreigner/
税理士

語学・通訳・翻訳・ガイド系

Ohara College of bookkeeping Kobe

動物・ペット・スポーツ系

大原簿記専門学校神戸校

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

兵庫県

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
家政
社会福祉
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

●

神戸電子専門学校

KOBE INSTITUTE OF COMPUTING - COLLEGE OF
COMPUTING

〒 650-0002 神戸市中央区山本通 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
情報工

●
●

情報ビジネス

神戸ファッション専門学校

〒 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／ファッション系

●

神戸元町医療秘書専門学校

〒 650-0012 神戸市中央区北長狭通 4-7-32
TEL 078-335-0850
http://www.sanko.ac.jp/kobe-med/
医療事務／医療秘書

●

神戸元町こども専門学校

〒 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

●

94

●

上級日本語（進学・編入含む）系

〒 650-0023 神戸市中央区栄町通 3-5-1
TEL 078-335-1815
http://ikusei.ac.jp
調理スペシャリスト本科／プレミアム調理師
／スタンダード調理師／製菓スペシャリスト
本科／製菓衛生師

日本語系

神戸国際調理製菓専門学校

語学・通訳・翻訳・ガイド系

兵庫県

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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ＹＭＣＡ学院専門学校
KOBE YMCA COLLEGE

〒 650-0002 神戸市中央区北野町 1-1 新神戸
オリエンタルアベニュー 2 Ｆ
TEL 078-241-7203
http://www.kobeymca.ac.jp/
ホテル

●

●

日本語

東亜学園商業実務専門学校

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

●

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／経営ビジネス

●

専門学校東京国際ビジネスカレッジ
神戸校
〒 651-0084 神戸市中央区磯辺通 4-1-6
TEL 078-222-0830
http://www.tibc-kobe.jp
国際コミュニケーション

●

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
http://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

●

専門学校日本工科大学校
Japan Engineering College

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

●

環境建設工／建築職人マイスター専攻／建築
士専攻

●
● ● ●

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 Technology

〒 660-0893 尼崎市西難波町 4-6-26
TEL 06-6488-5221
http://www.hits.ac.jp
自動車整備工／二輪整備工

●
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工業

医療

衛生

文化・教養

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

●

ＢＥＡＵＴＹ ＡＲＴＳ ＫＯＢＥ
日本高等美容専門学校
BEAUTY ARTS KOBE

●

〒 658-0054 神戸市東灘区御影中町 8-4-14
TEL 078-851-7875
http://jbac.ac.jp
美容

平田調理専門学校

HIRATA COOKING COLLEGE

〒 678-1231 赤穂郡上郡町上郡 31-1
TEL 0791-52-0615
http://www.hirata-c.com
専門課程病院調理専攻／高等課程調理師

●

へアラルト阪神理容美容専門学校
HAIRART Hanshin College of Beauty
〒 660-0861 尼崎市御園町 37
TEL 06-6412-1651
http://www.hair.ac.jp/
理容／美容

●

奈良県

大原和服専門学園

Ohara Kimono 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

●

奈良きもの芸術専門学校

NARA KIMONO ART COLLEGE

〒 630-8226 奈良市小西町 33-2
TEL 0742-26-5055
http://narakimonoart.com/
和裁特別専門

●

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

和歌山県

大原情報医療保育専門学校和歌山校
〒 640-8341 和歌山市黒田 88-1
TEL 073-475-8010
http://www.o-hara.ac.jp/senmon/
情報処理

●

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

Himeji College of Welfare and Nursery

日本語系

姫路福祉保育専門学校

語学・通訳・翻訳・ガイド系

兵庫県

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

和歌山高等美容専門学校

Wakayama Beauty Art College
〒 640-8226 和歌山市小人町 32
TEL 073-422-5257
http://www.wbac.ac.jp/
美容文化

●

和歌山コンピュータビジネス専門学校
〒 640-8341 和歌山市黒田 41-1
TEL 073-474-0200
http://www.myros.ac.jp/

●

●

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://www.wakayamaymca.org/kaigo
介護福祉

鳥取県

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

〒 683-0055 米子市富士見町 1-120
TEL 0859-38-2501
http://www.yonagobc.ac.jp/
美容師養成

●

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

●

島根県

出雲コアカレッジ

〒 699-0621 出雲市斐川町富村 1000-8
TEL 0853-72-2500
http://www.icc.core.ac.jp/

●

●

島根総合福祉専門学校

Gakkouhoujin hirosegakuen Shimane sougou
fukushi senmongakkou

●

〒 692-0404 安来市広瀬町広瀬 753-15
TEL 0854-32-4196
http://www.scss.ac.jp
介護福祉
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上級日本語（進学・編入含む）系

●

製菓

日本語系

● ●

語学・通訳・翻訳・ガイド系

〒 640-8341 和歌山市黒田 88-1
TEL 073-475-8010
http://www.o-hara.ac.jp/senmon/
ビジネス医療保育

動物・ペット・スポーツ系

大原簿記法律＆美容製菓専門学校
和歌山校

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

和歌山県

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
家政
社会福祉
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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

島根県

島根デザイン専門学校

SHIMANE DESIGN COLLEGE

〒 699-1832 仁多郡奥出雲町横田 1377-5
TEL 0854-52-3200
http://www.shimade.ac.jp
モノ制作

●

島根リハビリテーション学院

SHIMANE REHABILITATION COLLEGE

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

●

トリニティカレッジ出雲医療福祉
専門学校
TRINITY COLLEGE IZUMO

●

〒 693-0037 出雲市西新町 3-23-1
TEL 0853-22-9110
http://izumo.trinity.ac.jp
介護福祉／こども保育

浜田ビューティーカレッジ
Hamada Beauty College

〒 697-0022 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
現代ビジネス／医療事務／動物／公務員
高度情報

●

●
● ●

日本語

六日市医療技術専門学校

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

●

リハビリテーションカレッジ島根
Rehabilitation College Shimane

●

〒 699-3225 浜田市三隅町古市場 2086-1
TEL 0855-32-3260
http://www.rcs.ac.jp/

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://www.motoyama-e.com/idehc/
歯科衛生
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工業

医療

衛生

文化・教養

●

〒 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

岡山医療福祉専門学校

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

●

●

介護福祉

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

●

岡山服飾ビジネス専門学校

〒 711-0903 倉敷市児島田の口 7-5-16
TEL 086-477-7588
http://www.okayamafukusyoku.jp/
服飾ビジネス

●

専門学校岡山ビューティモード
OKAYAMA BEAUTY MODE

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

●

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
ファッションテクニカル

●

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

●

●

●

●
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●

上級日本語（進学・編入含む）系

Okayama Institute for Medical and Technical
Sciences

日本語系

岡山医療技術専門学校

語学・通訳・翻訳・ガイド系

岡山県

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

津山中央看護専門学校

Tsuyama Chuo Nursing Care School

●

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

西日本調理製菓専門学校

West Japan Cooking and Confection 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・グラン
ジェ／スイーツ

●

専門学校 ワールド オプティカル カレッジ
World Optical College

〒 703-8282 岡山市中区平井 6-6-11
TEL 086-272-5566
http://www.woc.ac.jp
眼鏡

●

●

●

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://www.igl.ac.jp/
介護福祉

●

●

口腔保健／鍼灸／柔整
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
Fukuyama

〒 720-0052 福山市東町 2-3-6
TEL 084-931-3325
http://www.anabuki-net.ne.jp/fukuyama/amf/
index.php
こども福祉教育／こども保育

●

●

医療事務／ワーキングスタディ

穴吹情報デザイン専門学校

Anabuki Computer & Design College
Fukuyama
〒 720-0052 福山市東町 2-3-6
TEL 084-931-3325
http://www.anabuki-net.ne.jp/fukuyama/acf/
index.php
ゲームクリエーター／ＣＧデザイン／グラフ
ィックデザイン

●

●

マンガ・イラスト
情報システム／ＩＴビジネス

●
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工業

医療

衛生

文化・教養

穴吹調理製菓専門学校

Anabuki Cooking & Patissier College
Fukuyama

〒 720-0052 福山市東町 2-2-24
TEL 084-931-3325
http://www.anabuki-net.ne.jp/fukuyama/akf/
index.php
高度調理／調理／パティシエ・ベーカリー／
製菓

●

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.anabuki.ac.jp/
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／ＣＧ・ゲーム

●

●

●

穴吹動物専門学校

Anabuki Companion Animal College
Fukuyama

〒 720-0052 福山市東町 2-3-6
TEL 084-931-3325
http://www.anabuki-net.ne.jp/fukuyama/apf/
index.php
動物看護総合／動物健康管理

●

穴吹ビューティ専門学校

Anabuki Beauty College Fukuyama

〒 720-0801 福山市入船町 2-2-3
TEL 084-931-3325
http://www.anabuki-net.ne.jp/fukuyama/auf/
index.php
美容

●

●

メイク・ネイル・エステ

●

教文外語専門学校

〒 720-0054 福山市入船町 2-8-3
TEL 084-973-1230
http://www.net-se.co.jp/gakuen/
国際

●

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 Hiroshima Msdical Care and Welfare
Professional Training College

●

〒 730-0014 広島市中区上幟町 8-18
TEL 082-223-1164
http://hiroshima.trinity.ac.jp
介護福祉／医療秘書福祉／保育社会福祉

●

臨床工
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●

上級日本語（進学・編入含む）系

広島県

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

日本ウェルネススポーツ専門学校広島校

JAPAN WELLNESS SPORTS COLLEGE
HIROSHIMA

●

〒 739-0321 広島市安芸区中野 2-21-26-8
TEL 082-892-3015
http://www.facebook.com/taikenhiroshima
日本語
ウェルネスＩＴ

●

●

●

●

ひかり服装専門学校
Hikari Fashion College

〒 722-0024 尾道市西則末町 1-31
TEL 0848-23-3140
http://hikarifuku.jp/hikari
ファッションビジネス／ファッション専攻

●

ヒューマンウェルフェア広島専門学校

GAKKOUHOUJIN-KAIRAKUSOUGOUGAKUEN
HUMAN WELFARE 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
日本語
ＩＴシステム

●

広島医療秘書こども専門学校

Hiroshima Medical Secretary & Child College
〒 732-0822 広島市南区松原町 10-26
TEL 082-568-6731
http://www.sanko.ac.jp/hiroshima-med/
医療秘書

●

●

こども総合

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 082-849-6883
http://www.furusawa.com/iryo/

●

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/
自動車整備科／自動車車体整備

●

●

電気・デジタル通信

広島工業大学専門学校

Hiroshima Institute of Technology Polytechnic
〒 733-8533 広島市西区福島町 2-1-1
TEL 082-295-5111
http://www.hitp.ac.jp
建築／土木工

●

●

電気工／機械工
情報／ＩＴスペシャリスト

●
●

音響・映像メディア
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

専門学校広島国際ビジネスカレッジ

HIROSHIMA INTERNATIONAL BUSINESS
COLLEGE

●

〒 720-0812 福山市霞町 1-2-3
TEL 084-922-7667
http://www.hibc.jp
日本語

国際文化コミュニケーション／国際通訳ビジ
ネス

● ●
●

建築ＣＡＤ

広島歯科技術専門学校

HIROSHIMA DENTAL TECHNICAL COLLEGE
〒 738-8504 廿日市市佐方本町 1-1
TEL 0829-32-1861
http://www.sanyo.ac.jp/shika/
歯科技工

●

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

●

広島酔心調理製菓専門学校

Gakkouhoujin Haradagakuen Hiroshima
Suishin Professional Training College Of
Cooking & 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

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://www.furusawa.com/
洋菓子／製パン

●

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

〒 732-0821 広島市南区大須賀町 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

●

広島福祉専門学校

Hiroshima welfare professional training
college

●

〒 736-0041 安芸郡海田町大正町 2-27
TEL 082-823-0110
http://hiroshimafukushi.ac.jp/
介護福祉
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●

工業

医療

衛生

文化・教養

広島県

広島Ｌａｗ＆Ｂｕｓｉｎｅｓｓ専門学校
Hiroshima Law&Business college

●

〒 730-0811 広島市中区中島町 9-11
TEL 082-247-3700
http://www.furusawa.com/

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/
言語コミュニケーション

●

専門学校福祉リソースカレッジ広島
Hiroshima College of Welfare

〒 735-0007 安芸郡府中町石井城 1-10-15
TEL 082-288-8804
http://www.furusawa.com
介護福祉士

●

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://www.eisu.ac.jp/fukushi/
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/nihongo/
日本語

専門学校マインドビューティーカレッジ
MIND BEAUTY COLLEGE

〒 730-0051 広島市中区大手町 3-8-11
TEL 082-542-1231
http://www.mind.ac.jp
美容師／トータルビューティー

●

山口県

大島看護専門学校

Oshima Nursing School

〒 742-2711 大島郡周防大島町大字家房 1595-1
TEL 0820-76-0556
http://www.kango.so.ecomas.jp/
看護

●

さくら国際言語学院

SAKURA INTERNATIONAL LANGUAGE COLLEGE
〒 750-0025 下関市竹崎町 3-5-19
TEL 083-235-7389
http://www.sakura.ac.jp
日本語

●

●

国際
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

さくら国際言語教育学院

Sakura International Language Teaching
College

●

〒 758-0011 萩市椿東 3000-10
TEL 083-235-7389
http://www.sakura.ac.jp

下関福祉専門学校

shimonoseki professional school of welfare
〒 750-1144 下関市小月茶屋 3-4-26
TEL 083-283-0294
http://www.shimonosekigakuin.ac.jp/
介護

●

下関文化産業専門学校

SHIMONOSEKI COLLEGE OF MANAGEMENT
AND FASHION

●

〒 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

下関理容美容専門学校

Shimonoseki riyo biyo senmongakkou
〒 751-0823 下関市貴船町 3-12-14
TEL 083-223-1344
http://shimonoseki-ribiyo.com
美容／理容

●

山口調理製菓専門学校

Yamaguchi Academy For Cooks

●

〒 754-0021 山口市小郡黄金町 9-8
TEL 083-974-1415
http://www.yafc.ac.jp/

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/
デザイン

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

山口県

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

ＹＩＣビジネスアート専門学校
YIC Bussiness Art College

〒 754-0021 山口市小郡黄金町 2-24
TEL 083-976-8354
http://www.yic.ac.jp/ba/
国際ビジネス

●

ＩＴエンジニア

● ●

Web ビジネス

●

● ●

●
●

国際ホテル・ブライダル

●

パティシエ

●

医療事務

●

ペット総合

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

徳島県

徳島健祥会福祉専門学校

Tokushima Kenshokai College of Health &
Welfare

●

〒 779-3105 徳島市国府町東高輪字天満 369-1
TEL 088-642-9666
http://www.kensyokai.ac.jp
介護福祉／保育／保育福祉

●

理学療法／作業療法

ブレーメン愛犬クリエイティブ専門学校

Director of educational foundation Nogami
Gakuen Bremen Dog Creative Professional
Training College

●

〒 770-0021 徳島市佐古一番町 5-4
TEL 088-652-5899
http://www.tba.ac.jp/
ペットビジネス／ペットマイスター

香川県

専門学校穴吹工科カレッジ

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

●

専門学校穴吹コンピュータカレッジ
anabuki computer college

〒 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／情報ビジネス
ゲームクリエーター

●

●
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工業

医療

衛生

文化・教養

Anabuki Animal Health Techniqes College
〒 760-0047 高松市塩屋町 6-2
TEL 087-826-2222
http://www.anabuki-college.net/apk/
動物看護総合／動物衛生看護／動物健康管理

●

専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ
ANABUKI PATISSIER & WELFARE COLLEGE
〒 760-0021 高松市西の丸町 14-10
TEL 087-823-5566
http://www.anabuki-college.net/afk/
介護福祉

●

専門学校穴吹ビジネスカレッジ
anabuki business college

〒 760-0017 高松市番町 2-4-14
TEL 087-822-3007
http://www.anabuki-college.net/abk/
企業ビジネス

●

●

ブライダル・ホテル／国際ビジネス

キッス調理技術専門学校

〒 760-0018 高松市天神前 9-25
TEL 087-831-0787
http://www.kiss-school.ac.jp
衛生専門課程専門調理／衛生高等課程調理師

●

守里会看護福祉専門学校

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

●

●

保育／介護福祉

愛媛県

愛媛調理製菓専門学校

EHIME CULINARHY ART COLLEGE
〒 790-0878 松山市勝山町 1-1-5
TEL 089-943-7151
http://www.aicho.ac.jp/
調理師

●

四国中央医療福祉総合学院

Shikoku-Chuo Medical & Werlfare General College

●

〒 799-0422 四国中央市中之庄町 1684-10
TEL 0896-24-1000
http://www.rwf.ac.jp

十全看護専門学校

〒 792-0004 新居浜市北新町 2-77
TEL 0897-33-1723
http://www.jyukan.ac.jp

●

日産愛媛自動車大学校

NISSAN AUTOMOBILE TECHNICAL COLLEGE
EHIME
〒 790-0065 松山市宮西 2-8-27
TEL 089-925-0103
http://www.nissan-ehime.ac.jp/index.shtml
自動車整備／一級自動車工

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

専門学校穴吹動物看護カレッジ

日本語系

香川県

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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://kochi-bunka.jp/
服装

●

福岡県

麻生医療福祉専門学校福岡校

ASO MEDICAL AND WELFARE FUKUOKA
COLLEGE

●

〒 812-0016 福岡市博多区博多駅南 2-12-29
TEL 092-415-2294
http://www.asojuku.ac.jp/amfc/
介護福祉

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
ホテル・ブライダル／エアライン

麻生外語観光＆製菓専門学校

ASO FOREIGN LANGUAGE TOURISM AND
PATISSER 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/
エアライン／ホテル・リゾート／トラベル

●

海外ビジネス／英語コミュニケーション

●

製菓パティシエ学

麻生建築＆デザイン専門学校

〒 812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-11-13
TEL 092-415-2292
http://www.asojuku.ac.jp
建築工／建築ＣＡＤ

●

●

ビジュアルデザイン／プロダクトデザイン

専門学校麻生工科自動車大学校

ASO COLLEGE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
AND TECHNOLOGY

〒 812-0007 福岡市博多区東比恵 2-8-28
TEL 092-433-0633
http://www.asojuku.ac.jp/acet/
1 級自動車整備／ 2 級自動車整備／自動車工・
機械設計

●
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上級日本語（進学・編入含む）系

高知県

日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

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 092-415-2291
http://www.asojuku.ac.jp
情報システム

●

●

情報システム専攻／情報工／ネットワーク・
●
セキュリティ

●

組込みシステム

●

ゲームクリエータ／ＣＧクリエータ

●

漫画・アニメ

●

日本語

麻生情報ビジネス専門学校 北九州校

ASO BUSINESS COMPUTER KITAKYUSHU
COLLEGE
〒 802-0001 北九州市小倉北区浅野 2-11-33
TEL 093-533-1133
http://www.asojuku.ac.jp/abkc/
システムエンジニア／コンピュータシステム
ゲームクリエータ

●

●
●

オフィスビジネス

●

ＣＧクリエータ／ GC デザイン

専修学校麻生ビューティーカレッジ
ASO BEAUTY COLLEGE

〒 810-0041 福岡市中央区大名 2-9-23
TEL 092-735-3800
http://www.asojuku.ac.jp/abc/
美容／ビューティースペシャリスト

●

Ｆ・Ｃフチガミ医療福祉専門学校
〒 810-0021 福岡市中央区今泉 1-4-18
TEL 092-737-3153
http://www.medical.ac.jp/

●

大村美容ファッション専門学校

OMULA hairdressing & fashion college

〒 810-0055 福岡市中央区黒門 2-6
TEL 092-721-1759
http://omula.com
トップスタイリスト／美容／メイクアップ

●

●

ファッションクリエイター／ファッション

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 093-651-5500
http://subaru.o-hara.ac/
一級自動車整備研究／二級自動車整備

●

●

応用日本語

●

日本語
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

大原保育医療福祉専門学校福岡校
〒 812-0026 福岡市博多区上川端町 13-19
TEL 092-271-2942
http://fukuoka.o-hara.ac/
介護福祉／保育福祉

●

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
http://kokura.o-hara.ac/
経理・ビジネス、税理士・会計士

●

大原簿記情報専門学校福岡校

〒 812-0026 福岡市博多区上川端町 14-13
TEL 092-271-2942
http://www.fukuoka.o-hara.ac/
経理ビジネス／情報処理／税理士・会計士

●

専門学校北九州自動車大学校
Kitakyushu Automobile College

〒 802-0814 北九州市小倉南区蜷田若園 1-2-24
TEL 093-962-6673
http://www.kamc.ac.jp/
一級自動車整備／二級自動車整備

●

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
国際観光文化

●

大学進学

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

●

九州観光専門学校

Kyushu Institute of Tourism Specialized
Training College

●

〒 812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-8-24
TEL 092-474-9232
http://www.kyukan.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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

専門学校九州スクールオブビジネス

Specialized Training College Kyushu School of
Business

●

〒 812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-8-24
TEL 092-474-9231
http://www.ksb.ac.jp/
国際ビジネス

専門学校九州デザイナー学院

Specialized Training College Kyushu Designer
Gakuin

●

〒 812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-8-24
TEL 092-474-9234
http://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）

●

専門学校九州ビジュアルアーツ

Specialized Training College Kyushu Visual
Arts

● ●

〒 812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-8-24
TEL 092-474-9233
http://www.kva.ac.jp/

専修学校久留米ゼミナール
Kurume Seminar College

〒 830-0033 久留米市天神町 2-55
TEL 0942-36-6660
http://www.kusemi.ac.jp/nihongo/
日本語

● ●

香蘭ファッションデザイン専門学校
KORAN COLLEGE OF FASHION DESIGN

〒 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／デザイン／テク
ニカル／ビジネス SP ／ビジネス FC

●

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

●

専門学校国際貢献専門大学校

International Contribution College
〒 815-0032 福岡市南区塩原 4-17-7
TEL 092-541-8460
http://miyatagakuen.ac.jp/icc/
ＩＴビジネス

●
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

SWEET&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
ＩＴ

●

専門学校第一自動車大学校
Daiichi Automobile College

〒 812-0008 福岡市博多区東光 2-14-12
TEL 092-475-4555
http://www.damc.ac.jp
自動車整備

●

専門学校東京国際ビジネスカレッジ
福岡校
Tokyo International Business College Fukuoka
Campus

●

〒 810-0014 福岡市中央区平尾 1-7-1
TEL 092-534-6153
http://www.tibc.jp/fukuoka/
国際経営

●

国際言語コミュニケーション

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 092-522-3039
http://www.ibc.ac.jp
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
〒 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

●

専門学校日本デザイナー学院
NIPPON DESIGNER GAKUIN

〒 812-0011 福岡市博多区博多駅前 4-18-6
TEL 092-411-6420
http://www.ndg-nbs.ac.jp
デザイン

● ●

福岡医健専門学校

Fukuoka College of Medical and Health
〒 812-0032 福岡市博多区石城町 7-30
TEL 092-262-2119
http://www.iken.ac.jp
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
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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
柔道整復／鍼灸／理学療法／診療放射線

●

●

看護

福岡医療秘書福祉専門学校

〒 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/

●

福岡ウェディング＆ブライダル専門学校

FUKUOKA WEDDING AND BRIDAL COLLEGE
〒 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

●

●

ブライダルコーディネーター

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

●

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

〒 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

●

福岡こども専門学校

Fukuoka child career college

〒 812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-16-31
TEL 092-433-0281
http://www.sanko.ac.jp/fukuoka-child/
保育／こども総合

●

福岡スクールオブミュージック＆ダンス
専門学校
Fukuoka School of Music & Dance

〒 812-0032 福岡市博多区石城町 21-2
TEL 092-262-2118
http://www.fsm.ac.jp/
音楽プロジュース／商業音楽／プロミュージ
シャン／ダンス＆アクターズ

●
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

〒 810-0001 福岡市中央区天神 3-6-35
TEL 092-761-6155
http://www.fukuoka-chourishi.ac.jp
2 年コース調理師高度技術／ 1 年コース調理師
本科

●

福岡デザインコミュニケーション
専門学校

Fukuoka Design Communication College

● ●

〒 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

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
視覚情報デザインコース
立体空間デザインコース

●

●

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 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
Fukuoka Beauty Art College

〒 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／ヘアメイク／トータルビューティー

●

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/
トータルビューティ

●

●

ブライダル

福岡ホスピタリティ＆ブライダル
専門学校
Fukuoka School of HOSPITALTY

●

〒 812-0032 福岡市博多区石城町 20-9
TEL 092-262-2122
http://www.f-hospitality.ac.jp/
ホテル＆旅行

114

上級日本語（進学・編入含む）系

Fukuoka Culinary Academy

日本語系

福岡調理師専門学校

語学・通訳・翻訳・ガイド系

福岡県

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

福岡リゾートアンドスポーツ専門学校

〒 812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-16-27
TEL 092-471-6688
http://www.sanko.ac.jp/fukuoka-sports/
アスレチックトレーナー／スポーツトレーナー
／健康スポーツ

●

●

スポーツ保育

福岡ＹＭＣＡ国際ホテル・福祉専門学校
Fukuoka YMCA International College

〒 814-1033 福岡市城南区七隈 1-1-10
TEL 092-831-1771
http://www.fukuoka-ymca.or.jp/japanese
日本語

●

佐賀県

九州医療専門学校

Kyushu Medical College

〒 841-0038 鳥栖市古野町 176-8
TEL 0942-83-4483
http://www.kac.ac.jp
歯科衛生士／歯科技工士／鍼灸師／柔道整復
師

●

西九州大学佐賀調理製菓専門学校
〒 840-0842 佐賀市多布施 2-7-44
TEL 0952-22-2001
http://www.saga-choriseika.jp
調理師／パティシエ

●

武雄看護リハビリテーション学校

〒 843-0024 武雄市武雄町大字富岡 12623
TEL 0954-23-6700
http://www.takeo-nurse-reha.jp
看護

●

●

理学療法

長崎県

九州医学技術専門学校

Kyushu Professional Trainig College of Medical
Technology

●

〒 852-8053 長崎市葉山 1-28-32
TEL 095-856-2120
http://www.kyuigi.ac.jp

九州文化学園調理師専門学校

〒 857-0832 佐世保市藤原町 7-32
TEL 0956-26-1280
http://www.kyubun.ed.jp/chori/chori.htm
調理

●

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://www.kokoro.ac.jp
介護福祉
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日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

長崎県

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 0956-24-5569
http://sasebo.kokoro.ac.jp/
日本語

●

こころ美健福祉専門学校
KOKORO COLLEGE

〒 850-0822 長崎市愛宕 3-19-23
TEL 095-895-9760
http://www.japanese.ac/class.html
日本語

●

●

ヒューマンケア

長崎情報ビジネス専門学校

Nagasaki Information Business College
〒 850-0057 長崎市大黒町 2-7
TEL 095-820-5569
http://www.nibc.ac.jp/kokusai/
国際ビジネス

●

●

日本語

メトロ総合ビジネスカレッジ
Metro General Business College
〒 850-0862 長崎市出島町 5-3
TEL 095-811-1166
http://www.metro.ac.jp
日本語

●

熊本県

専門学校ＩＥＣ熊本国際大学校
IEC Kyushu International College

● ●

〒 866-0896 八代市日置町 651-1
TEL 0965-35-5430
http://www.iec-college.ac.jp

九州技術教育専門学校人吉本校
Kyushu Technical Education College
〒 868-0006 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

●

九州測量専門学校

Kyusyu Specialized Training Surreying College
〒 861-8006 熊本市北区龍田 7-36-80
TEL 096-338-7417
http://www.kyu-soku-sen.ac.jp/
測量情報／土木建設

●

●

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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

熊本県

九州動物学院

Kyushu Animal Academy

〒 860-0811 熊本市中央区本荘 6-16-34
TEL 096-362-0111
http://www.true-blue.jp
動物看護／動物管理

●

熊本外語専門学校

KUMAMOTO FOREIGN LANGUAGE ACADEMY
〒 860-0804 熊本市中央区辛島町 8-14
TEL 096-326-0291
http://www.kfla.ac.jp
日本語

●

●

英語／中国語

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
自動車整備工

●

●

電気システム／機械システム

●

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
歯科衛生士

●

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

● ●

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／Ｉ
Ｔ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 VOCATOINAL COLLEGE

〒 860-0004 熊本市中央区新町 1-3-8
TEL 096-353-6393
http://www.kumamoto-ymca.or.jp/vocational/
ビジネス総合

●

専門学校湖東カレッジ
coto college

〒 862-0909 熊本市東区湖東 1-12-26
TEL 096-365-4577
http://www.coto.ac.jp
ＩＴ経済

●
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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

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

〒 866-0055 八代市迎町 1-16-33
TEL 0965-33-1800
http://yatsujitsu.com/
総合ビジネス／福祉医療事務

●

●

美容師養成

●

調理師養成

大分県

大分県歯科技術専門学校

Oita Dental Technical College

〒 874-8567 別府市亀川中央町 29-10
TEL 0977-67-3038
http://www.mizobe-odtc.ac.jp
歯科技工／歯科衛生

●

専門学校国際調理フラワーカレッジ
International Cooking Flower College
〒 870-0823 大分市東大道 1-6-1
TEL 097-547-9913
http://www.gotogakuen.ac.jp/choori
調理師

●

田北調理師専門学校

〒 870-0021 大分市府内町 2-5-7
TEL 097-532-0327
http://www.takita.ac.jp
調理師

●

田北ビジネス専門学校

〒 870-0021 大分市府内町 2-5-7
TEL 097-532-2803
http://www.takita.ac.jp
情報経理

●

宮崎県

小林看護医療専門学校

〒 886-0009 小林市駅南 309
TEL 0984-27-3010
http://www.kobayashi-kango.ac.jp

●

豊心福祉学園

HOUSHIN SCHOOL OF HEALTHCARE

〒 885-0044 都城市安久町 4966-5
TEL 0986-39-6951
http://www.houei-group.or.jp/contact2.html
介護福祉

●

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ー

●
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Yatsushiro Vocational College

日本語系

八代実業専門学校

語学・通訳・翻訳・ガイド系

●

動物・ペット・スポーツ系

〒 865-8550 玉名市中 4
TEL 0968-74-6666
http://matsumoto-gakuen.ac.jp
こども／幼児教育

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

Japan College of comprehensive Education

文化・教養
マスメディア・映像・写真・音楽系

日本総合教育専門学校

ファッション系

熊本県

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
家政
社会福祉
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

宮崎県

宮崎情報ビジネス専門学校

Miyazaki Information Business College
〒 880-0806 宮崎市広島 2-10-21
TEL 0985-22-1030
http://www.miyajobi.ac.jp/
総合ビジネス

● ●

●

●

日本語

●

情報システム

宮崎福祉医療カレッジ

〒 887-0013 日南市木山 2-4-50
TEL 0987-21-1510
http://www.fukushiiryou.ac.jp/
介護福祉

●

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

奄美情報処理専門学校

〒 894-0012 奄美市名瀬小俣町 3-50
TEL 0997-52-6999
http://www.amami-joho.ac.jp
システム情報処理

●

鹿児島医療技術専門学校

KAGOSHIMA MEDICAL TECHNOLOGY COLLEGE
〒 891-0113 鹿児島市東谷山 3-31-27
TEL 099-260-4151
http://www.harada-gakuen.ac.jp/igisen/
介護福祉

●

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
http://www.harada-gakuen.ac.jp/career/
ＩＴスペシャリスト

●

●

グラフィック／ＴＶ映像音響

●

ビューティ

●

日本語

鹿児島情報ビジネス専門学校

KAGOSHIMA BUSINESS COMPUTER COLLEGE
〒 892-0842 鹿児島市東千石町 19-32
TEL 099-223-8400
http://www.kbcc.ac.jp/
総合ビジネス

● ●

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/
日本語

●
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日本語系

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

Nomura Fashion College

〒 890-0056 鹿児島市下荒田 3-28-12
TEL 099-254-3358
http://fashion-nomura.com
ファッションビジネス／ファッションコーデ
ィネイト

●

沖縄県

専修学校インターナショナルデザイン
アカデミー
〒 901-2131 浦添市牧港 1-60-14
TEL 098-942-6780
http://www.ida.ac.jp/
グラフィックデザイン／デジタルデザイン／
マンガ

●

●

インテリア建築デザイン

●

ファッション

沖縄ウエル専門学校

OKINAWA WELL COLLEGE

〒 900-0012 那覇市泊 1-7-2
TEL 098-860-7819
http://www.okinawa-well.ac.jp
マリンワーク

●

沖縄ブライダルモード学園
Okinawa bridal mode gakuen

〒 904-0102 中頭郡北谷町伊平 204
TEL 098-923-2428
http://www.bmg.ac.jp/
ブライダルリゾート

●

専門学校沖縄中央学園

Senmon Gakko Okinawa Chuou Gakuen
〒 904-0102 中頭郡北谷町伊平 204
TEL 098-923-2166
http://ocg.ac.jp
メンタルオフィスビジネス

●

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/
こども未来（保育・幼児）／ヒューマン介護福
祉

●

専修学校沖縄ペットワールド専門学校
〒 900-0034 那覇市東町 19-20
TEL 098-861-1586
http://www.pet.ac.jp
動物看護・管理

●

サイ・テク・カレッジ那覇

Gakkohojin Nansei Gakuen 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

●

120

上級日本語（進学・編入含む）系

野村服飾専門学校

日本語系

鹿児島県

語学・通訳・翻訳・ガイド系

動物・ペット・スポーツ系

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
家政
社会福祉
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

SHOGAKUIN INTRENATIONAL BUSINESS
ACADEMY

●

〒 900-0012 那覇市泊 2-17-4
TEL 098-867-3558
http://www.siba.ac.jp
国際ビジネス本科

専門学校大育

Vocational College Daiiku

〒 902-0066 那覇市大道 88-5
TEL 098-885-5311
http://daiiku.ac.jp
調理本科

●

大育情報ビジネス専門学校
Daiiku Computer and Business

●

〒 902-0066 那覇市大道 77
TEL 098-885-5311
http://daiiku.ac.jp

大育理容美容専門学校

〒 902-0066 那覇市大道 5-1
TEL 098-885-5311
http://daiiku.ac.jp

●

専門学校ライフジュニアカレッジ
LIFE Jr. College

〒 900-0037 那覇市辻 1-1-28
TEL 098-867-2811
http://www.life.ac.jp
国際ビジネス

●

●

観光

琉美インターナショナルビューティ
カレッジ
〒 900-0013 那覇市牧志 2-6-25
TEL 098-868-2288
http://www.ryubi-ac.com/

●

121

上級日本語（進学・編入含む）系

尚学院国際ビジネスアカデミー

日本語系

●

語学・通訳・翻訳・ガイド系

〒 901-2125 浦添市仲西 1-1-1 ＪＳＬビル
TEL 098-875-1456
http://www.jslnippon.jp
国際観光ビジネス

動物・ペット・スポーツ系

JSL International College

デザイン・芸術・アニメ・まんが系

ＪＳＬインターナショナルカレッジ

文化・教養
マスメディア・映像・写真・音楽系

沖縄県

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
家政
社会福祉
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

