
都道府県 専門学校 学科 専攻・コース

北海道 札幌動物専門学校

ITシステムエンジニア学科

インフォメーションテクノロジー学科

北海道 北海道情報専門学校 全学科

北海道 札幌観光ブライダル・製菓専門学校

北海道 北海道どうぶつ・医療専門学校

北海道 専門学校札幌デザイナー学院

北海道 専門学校札幌ビジュアルアーツ

北海道 札幌マンガ・アニメ＆声優専門学校

北海道 札幌商工会議所付属専門学校

北海道 経専音楽放送芸術専門学校

北海道 経専調理製菓専門学校

北海道 経専医療事務薬業専門学校

北海道 経専北海道観光専門学校

北海道 経専北海道どうぶつ専門学校

北海道 経専北海道保育専門学校

北海道 札幌ファッションデザイン専門学校DOREME

公認会計士・税理士系学科

ビジネス系学科

コンピュータ・Web系学科

北海道 大原法律公務員専門学校 公務員系学科

医療事務系学科

福祉系学科

保育系学科

公務員系学科

医療事務系学科

北海道 札幌医療秘書福祉専門学校

北海道 札幌スポーツ＆メディカル専門学校

北海道 札幌ビューティーアート専門学校

北海道 札幌こども専門学校

北海道 札幌ブライダル＆ホテル観光専門学校

北海道 札幌スイーツ＆カフェ専門学校

北海道 北海道歯科技術専門学校 歯科技工士科

北海道 北日本自動車大学校 自動車整備科

北海道 小樽歯科衛生士専門学校 歯科衛生士科

鍼灸学科

柔道整復学科

北海道 北海道歯科衛生士専門学校 歯科衛生士学科

北海道 北海道看護専門学校 看護学科

建築系学科

医療事務系学科

動物医療飼育学科

動物飼育学科

動物看護師学科

総合ペット学科

ＩＴメディア学科

宇宙・ロボット学科

ＡＩスマートアグリ学科

柔道整復師学科

鍼灸師学科

北海道 札幌観光ブライダル・製菓専門学校

北海道 北海道どうぶつ・医療専門学校

北海道 専門学校札幌デザイナー学院

北海道 専門学校札幌ビジュアルアーツ

北海道 札幌マンガ・アニメ＆声優専門学校

北海道 北海道医療大学歯学部付属歯科衛生士専門学校 歯科衛生士科

航空工学学科

航空整備科

空港技術科

国際航空ビジネス科

北海道エコ・動物自然専門学校

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校

北海道 日本航空大学校　北海道　新千歳空港キャンパス

北海道 札幌情報未来専門学校

北海道 大原簿記情報専門学校札幌校

北海道 大原医療福祉専門学校

北海道 大原公務員・医療事務・語学専門学校函館校

北海道 札幌青葉鍼灸柔整専門学校

北海道 青山建築デザイン・医療事務専門学校

北海道



都道府県 専門学校 学科 専攻・コース

パティシエ・スイーツ科

調理マイスター科

調理師本科

2年制課程学科

グラフィックデザインマスター科

ゲーム・ＣＧマスター科

コミックマスター科

eスポーツマスター科

福島県 国際情報工科自動車大学校 全学科

公務員科

医療ビジネス科

総合ビジネス科

情報ビジネス科

こども保育科

福島県 国際ビューティ＆フード大学校 2年制課程学科

柔整科

鍼灸科

歯科衛生科

アニメーター科

3DCGアニメ・ゲーム科

キャラクターデザイン科

ゲームグラフィック科

コミックイラスト科

マンガクリエイト科

マンガ・イラスト・キャラクター科

トータルクリエイター科

情報システム学科

Webクリエイター学科

ホテル・ブライダル学科

医療事務学科

建築・デザイン学科

公務員学科

情報ビジネス学科

福井県 国際ペット専門学校

美容総合科

トータルビューティ科

ファッションデザイン科

クリエイティブデザイン科

プレ・ライフスタイル科

パティシエ科

調理製菓科

調理技術マネージメント科

調理師科

製菓衛生師科

発酵醸造科

栃木県 アイ・エフ・シー栄養専門学校 栄養士養成学科

医療秘書科

医療事務科

診療情報管理士科

こども総合学科

保育科

美容科

ヘアメイク科

トータルビューティー科

ウェディングプランナー科

ブライダルヘアメイク＆ドレス科

パティシエ・カフェ科

トータルカフェスイーツ科

一級自動車整備科

二級自動車整備科

車体整備科

サービスエンジニア学科

一級自動車整備学科

調理師科(昼間部)

調理師科(夜間部)

福島県 福島医療専門学校

新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校

富山県 富山情報ビジネス専門学校

宮城県 気仙沼リアス調理製菓専門学校

福島県 国際アート＆デザイン大学校

福島県 国際ビジネス公務員大学校

埼玉県 大宮医療秘書専門学校

埼玉県 大宮こども専門学校

埼玉県 大宮ビューティー＆ブライダル専門学校

栃木県 足利デザイン・ビューティ専門学校

栃木県 足利製菓専門学校

栃木県 アイ・エフ・シー大学校

埼玉県 西武調理師アート専門学校

埼玉県 大宮スイーツ＆カフェ専門学校

埼玉県 関東工業自動車大学校

埼玉県 ホンダテクニカルカレッジ関東



都道府県 専門学校 学科 専攻・コース

栄養士科

臨床検査技術師科

言語聴覚学科

義肢装具学科

視能訓練士科

看護師科

視能訓練士科

介護福祉学科

こども福祉学科

心理・社会福祉学科

理容科

美容科

東京都 お茶の水スクール・オブ・ビジネス ビジネス学科 全コース

放送映像学科

TVディレクター学科

クロスメディア情報学科

建築学科

建築科

電気電子学科

臨床工学科

介護福祉学科

1級整備学科

自動車整備学科

医療秘書科

医療事務ＩＴ科

診療情報管理科

医療事務科

くすり・調剤事務科

介護福祉課

東京都 敬心学園日本福祉教育専門学校 介護福祉学科

ジャズ・ポピュラー学科

管弦打楽器学科

音楽総合アカデミー学科

栄養士科

健康スイーツ研究科

高度調理技術科

調理技術科

パティシエ・ブーランジェ科

東京都 東京YMCA国際ホテル専門学校 ホテル科

東京都 東京グローバルビジネス専門学校 国際ビジネス科

東京都 ファッションビジネスカレッジ東京 ファッションクリエートアート科

東京都 専門学校東京経理綜合学院 メディア・情報・経理本科

東京都 国立音楽院　東京校

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校

東京都 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

東京都 東京スクールオブミュージック専門学校

東京都 東京ダンス・俳優＆舞台芸術専門学校

東京都 東京アニメ・声優＆eスポーツ専門学校

東京都 東京ＥＣＯ動物海洋専門学校

東京都 東京ホテル・観光＆ホスピタリティ専門学校

東京都 東京デザインテクノロジーセンター専門学校

東京都 町田デザイン＆建築専門学校

東京都 東京バイオテクノロジー専門学校 バイオテクノロジー科

ビジネスキャリア学科（昼間部）

公務員・法律学科（昼間部）

ビジネスキャリア学科Ⅱ部（夜間部）

公務員学科Ⅱ部（夜間部）

服飾造形科

ファッションビジネス科

アパレル技術科

高度アパレル専門科

総合子ども学科

保育福祉科

西武学園医学技術専門学校埼玉県

東京都 読売理工医療福祉専門学校

東京都 専門学校読売自動車大学校

東京都 早稲田速記医療福祉専門学校

埼玉県 専門学校日本医科学大学校

千葉県 江戸川学園　おおたかの森専門学校

千葉県 東洋理容美容専門学校

東京都 東京商科・法科学院専門学校

東京都 ドレスメーカー学院

東京都 日本児童教育専門学校

東京都 尚美ミュージックカレッジ専門学校

東京都

東京都

東京栄養食糧専門学校

東京調理製菓専門学校



都道府県 専門学校 学科 専攻・コース

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 全学科

東京都 東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校 全学科

東京都 東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校渋谷 全学科

東京都 東京俳優・映画&放送専門学校 全学科

東京都 東京ダンス・俳優&舞台芸術専門学校 全学科

東京都 東京アニメ・声優&eスポーツ専門学校 全学科

東京都 TCA東京eco動物海洋専門学校 全学科

東京都 東京ホテル・観光&ホスピタリティ専門学校 全学科

東京都 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 全学科

東京都 東放学園専門学校 全学科

東京都 東放学園映画専門学校 全学科

東京都 東放学園音響専門学校 全学科

東京都 専門学校東京アナウンス学院 全学科

鍼灸学科

柔道整復学科

歯科衛生学科・午前部

歯科衛生学科・午後部

柔道整復学科

はり・きゅう学科

こども保育学科

介護福祉学科

１級総合整備士コース・１級整備士

コース）

２級総合整備士コース・２級整備士

コース）

東京都 専門学校日本デザイナー学院 Ⅰ部専門課程（昼間部/２・３年制）全科

建築工学科

建築設計科

Web,CGアニメーション

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

港湾流通科

物流情報科

神奈川県 横浜歯科医料専門学校 歯科技工士学科

IT・ゲームソフト科（工業専門課程）

AI・データサイエンス科（工業専門課程）

神奈川県 国際総合ビューティーカレッジ 美容科昼間課程（2年）

神奈川県 専門学校横浜ミュージックスクール 音楽アーティスト学科

医療ビジネス学科

観光学科

介護福祉学科

ファッションクリエイト科

ファッションビジネス科

第1理学療法学科 昼間部

第2理学療法学科 夜間部

総合デザイン学科

コミック・アート学科

大阪府 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪 全学科

建築学科

建築CGデザイン学科

空間デザイン学科

住環境リノベーション学科

土木工学科

建設エンジニア学科

ガーデンデザイン学科

建築学科（夜間部）

歯科技工科Ⅰ部

歯科技工科Ⅱ部

動物飼育看護学科

ペットライフ学科

水生生物学科

大阪府 新大阪歯科技工士専門学校

大阪府 大阪芸術大学付属　大阪芸術専門学校

東京都 町田デザイン＆建築専門学校

神奈川県 神奈川支部港湾職業能力開発短期大学校横浜校

神奈川県 横浜システム工学院専門学校

東京都 新宿医療専門学校

東京都 アルファ医療福祉専門学校

東京都 専門学校東京自動車大学校

大阪府 大阪芸術大学附属大阪美術専門学校

大阪府 修成建設専門学校

大阪府 新大阪歯科技工士専門学校

神奈川県 湘南ふれあい学園

神奈川県 専門学校ファッションカレッジ桜丘

大阪府 医療法人髙寿会　近畿リハビリテーション学院

大阪府 大阪動植物海洋専門学校

自動車整備科



都道府県 専門学校 学科 専攻・コース

医療秘書科（女子のみ）

医療事務科

診療情報管理士科

医療保育科

くすりアドバイザー科

歯科アシスタント科（女子のみ）

介護福祉科

WEBデザイン・IT科

スポーツトレーナー科

スポーツITトレーナー科

スポーツインストラクター科

スポーツビジネス科

アスレティックトレーナー科

スポーツ保育科

大阪府 大阪ビューティーアート専門学校 トータルビューティー科（女子のみ）

こども総合学科

保育科

ウェディングプランナー科

ブライダルヘアメイク＆ドレス科(女子のみ）

調理師科

上級調理師科

製菓パティシエ科

製菓マイスター科

大阪府 辻学園栄養専門学校 栄養士学科

保育科

介護福祉科

作業療法学科

医療情報学科 診療情報管理士コース

医療事務学科 医療秘書総合コース

情報システム学科 診療情報管理士コース

情報学科 医療秘書コース

情報システム学科 ビジネス情報コース

情報学科 総合キャリアコース

情報システム学科 IoTエンジニアコース

情報学科 ICTエンジニアコース

電気工学学科 電気工事士コース

大阪府 大阪自動車整備専門学校 自動車整備科

大阪府 ル・アート東亜美容専門学校 美容科

二級整備士学科

モーター総合学科

大阪府 大原学園 関西・中国各校の設置コース

測量専門学科

情報測量学科

自動車整備科（2年）

電気デジタル情報科（2年）

ロボットシステム科（4年）

電子・情報工学科（2年）

建築デザイン科（2年）

電気工学科（夜間部）

電気工事士科（夜間部）

建築デザイン学科（夜間部）

情報工学科（夜間部）

ロボティクス科（夜間部）

デジタルクリエイター科

情報処理システム科

Webスペシャリスト科

ITスペシャリスト科

ITビジネス科（夜間部）

大阪府 学校法人エール学園 国際コミュニケーション学科 サービス・通訳コース

総合学科

ミュージシャン学科

音楽技術学科

ダンス学科

大阪府 大阪こども専門学校

大阪府 大阪ウェディング＆ブライダル専門学校

大阪府 辻学園調理・製菓専門学校

大阪府 大阪医療秘書福祉＆IT専門学校

大阪府 大阪リゾート＆スポーツ専門学校

大阪府 日本モータースポーツ専門学校大阪校

大阪府 近畿測量専門学校

大阪府 日本理工情報専門学校

大阪府 箕面学園福祉保育専門学校

大阪府 日本医療秘書専門学校

大阪府 ユービック情報専門学校

大阪府 日本コンピュータ専門学校

大阪府 キャットミュージックカレッジ専門学校



都道府県 専門学校 学科 専攻・コース

臨床工学科（3年制）

子ども福祉学科（2年制）

大阪府 近畿社会福祉専門学校 介護福祉科

介護福祉科（昼間2年制）

地域福祉専攻

精神保健福祉専攻

保健保育科（昼夜開講2年制）

大阪府 近畿コンピューター電子専門学校 全学科

経理実務学科 経理事務コース

税理士基礎コース

経理専攻コース

経営コース

不動産ビジネスコース

ファッショ・クリエイター学科

ブランドマネージメント学科

ファッション・ビジネス学科

スタイリスト学科

大阪府 日本医療秘書専門学校 全学科

総合学科

声優学科

アニメーション学科

マンガ・イラスト学科

臨床工学科

こども福祉学科

京都府 京都建築大学校 建築科

心理メディカル科

福祉メディカル

兵庫県 関西保育福祉専門学校 保育科

兵庫県 神戸電子専門学校 全学科

医療秘書科

医療事務科

こども総合学科

保育科

ファッションクリエーター学科

ファッションビジネス学科

奈良県 関西学研医療福祉学院 介護福祉学科

愛知県 日本福祉大学中央福祉専門学校 介護福祉士科

理学療法学科

作業療法学科

保育児童福祉コース

心理学コース

社会福祉コース

教育学コース

介護福祉学科 教育学新ＩＣＴコース

経営情報ビジネス学科 ＩＴコミュニケーションコース

理学療法学科

柔道整復学科

はり・きゅう学科

アスレティックトレーナー学科

愛知県 名古屋ビューティーアート専門学校 ヘアメイク科

法律科

実務法律科

行政教養科

経営実務科

ビジネス科 ビジネス速習コース

大学併修科

情報システム専門科

情報システム科

広島県 広島工業大学専門学校 全学科

医療秘書科（女子のみ）

こども総合学科（男女）

スポーツトレーナー科

スポーツインストラクター科

トータルビューティー科（女子のみ）

ブライダルプロデュース科（女子のみ）

社会福祉科（昼間4年制）

経理専門学科

経営学科

大阪府 大阪保健福祉専門学校

大阪府 　関西経理専門学校

大阪府 大阪文化服装学院

大阪府 日本メディカル福祉専門学校

社会福祉学科

兵庫県 神戸元町医療秘書専門学校

兵庫県 神戸元町こども専門学校

兵庫県 神戸ファッション専門学校

大阪府 大阪アニメーションカレッジ専門学校

大阪府 大阪日本メディカル福祉専門学校

京都府 京都医療福祉専門学校

愛知県 名古屋平成看護医療専門学校

愛知県 中京法律専門学校

愛知県 名古屋経営会計専門学校

愛知県 理学・作業名古屋作業専門学校

愛知県 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

広島県 広島ビューティー＆ブライダル専門学校

広島県 広島情報専門学校

広島県 広島医療秘書こども専門学校

広島県 　広島リゾート＆スポーツ専門学校



都道府県 専門学校 学科 専攻・コース

広島県 広島ｱﾆﾏﾙｹｱ専門学校 全コース

広島県 広島Law＆Business専門学校 全コース

広島県 広島製菓専門学校 全コース

広島県 専門学校　広島自動車大学校 全コース

広島県 専門学校　広島工学院大学校 全コース

理学療法学科

作業療法学科

言語聴覚学科

香川県 四国学院大学専門学校 福祉学科

調理師高等技術科 2年コース

調理師本科 1年コース

スポーツマネジメントテクノロジー科 昼間

スポーツ科学科 昼間

柔道整復科
昼間・午前集中

昼間・柔整スポーツ

鍼灸科

昼間・午前集中

昼間・美容スポーツ（美容専攻）

昼間・美容スポーツ（スポーツ専攻）

理学療法科 昼間

作業療法科 昼間

救急救命公務員科 昼間

薬業科 昼間

歯科衛生士科 昼間

測量技術科

測量技術情報科

都市環境設計科

福岡県 グローバルクリエイター専門学校 グローバルクリエイター科

調理師専修科（2年コース）

調理師本科（1年コース）

製菓衛生師専修科（2年コース）

福岡県 平岡栄養士専門学校 栄養師科（2年コース）

福岡県 平岡介護福祉専門学校 介護福祉科（2年コース）

昼間部
2年コース　調理師高度技術科（専門

課程）

昼間部
1年コース　調理師本科

（高等課程）

医療秘書科（女子）（2年制）

医療事務科（1年制）

診療情報管理士科（3年制）

医療保育科（3年制）

介護福祉科（2年制）

スポーツトレーナー科（2年制）

スポーツITトレーナー科（2年制）

スポーツインストラクター科（2年制）

スポーツビジネス科（2年制）

アスレティックトレーナ科（3年制）

スポーツ保育科（3年制）

美容科（2年制）

ヘアスタイル科（2年制）

トータルビューティー科（女子）（2年制）

エステティック科（女子）（2年制）

保育科（2年制）

こども総合学科

ウェディングプランナー科（2年制）

ブライダルヘアメイク＆ドレス科（女子）（2年制）

福岡県 福岡ＥＣＯ動物海洋専門外交 全学科

一級自動車工学科（4年制）

車体整備工学科（3年制）

二級自動車工学科（2年制）

スーパークリエイター科（4年制）

クリエーティブデザイン科(3年制) 

島根県 リハビリテーションカレッジ島根

福岡県 伊東文化学園福岡調理師専門学校

福岡県 平岡調理・製菓専門学校

福岡県 福岡調理専門学校

福岡県 福岡医療秘書福祉専門学校

福岡県 福岡医健・スポーツ専門学校

福岡県 福岡国土建設専門学校

福岡県 専門学校　久留米自動車工科大学校

福岡県 福岡デザイン＆テクノロジー専門学校

福岡県 福岡リゾート＆スポーツ専門学校

福岡県 福岡ビューティーアート専門学校

福岡こども専門学校福岡県

福岡県 福岡ウェディング＆ブライダル専門学校



都道府県 専門学校 学科 専攻・コース

スーパーeエンターテイメント科

音楽プロデュース科（3年制）

プロミュージシャン科（2年制）

ダンス&アクターズ科 （2年制）

商業音楽科（2年制）

福岡県 大川看護福祉専門学校 介護福祉学科

理学療法学科

作業療法学科

鍼灸学科

柔道整復学科

福岡県 グローバルクリエイター専門学校 グローバルクリエイター科

ペット学科

動物看護学科

フードクリエイト学科

ウェディングプロデュース学科

福岡県 福岡介護福祉専門学校 介護福祉科

農芸テクノロジー科（4年制）

食健康テクノロジー科（3年制）

美容師科

ヘアメイク科

ブライダルヘアメイク科

トータルビューティー科

ビューティーＷＥＢデザイナー科

福岡県 専門学校コンピュータ教育学院

福岡県 専門学校コンピューター教育学院メディアコミュニケーション 全学科

福岡県 福岡キャリナリー農業・食テクノロジー専門学校

福岡県 福岡ベルエポック美容専門学校

福岡県 福岡スクールオブミュージック&ダンス専門学校

福岡県 福岡天神医療リハビリ専門学校

専門学校　福岡ビジョナリーアーツ福岡県


