
平成21年度私立大学等研究設備整備費等補助金交付一覧（専修学校分）

都道府県 No. 学校法人 学校名 設　　　備　　　名

北海道

1 函館佐藤学園 函館調理師養成専門学校 地上デジタルテレビ整備
2 稲積学園 北都保健福祉専門学校 情報処理室コンピューター機器整備
3 電子開発学園 北海道情報専門学校 ３次元画像・映像編集設備及び 新ネットワーク実習機器

4 電子開発学園 北海道情報専門学校 情報処理教育設備及び 新ネットワーク実習機器

5 片柳学園 日本工学院北海道専門学校 Ｗｅｂアプリケーション対応データベースシステム

6 栗原学園 オホーツク社会福祉専門学校 地上デジタル放送視聴に必要な機器の整備
7 栗原学園 オホーツク社会福祉専門学校 視聴覚室（ＯＡ室）パソコン整備事業

8 栗原学園 北見情報ビジネス専門学校 情報処理関係設備
9 上村学園 北見美容専門学校 情報処理関係設備

青森県 10 東奥学園 東奥保育・福祉専門学院 情報処理関係設備
11 江渡学園 八戸社会福祉専門学校 情報処理関係設備

岩手県
12 龍澤学館 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 地上デジタルテレビ整備
13 龍澤学館 盛岡情報ビジネス専門学校 マルチメディア授業支援システム
14 龍澤学館 盛岡医療福祉専門学校 情報処理関係設備

宮城県

15 東北柔専 仙台接骨医療専門学校 地上デジタルテレビ整備
16 日本コンピュータ学園 東北電子専門学校 ＣＡＤ設計実習設備
17 日本コンピュータ学園 東北電子専門学校 建築ＣＡＤ実習設備
18 日本コンピュータ学園 東北電子専門学校 コンテンツ作成実習設備
19 日本コンピュータ学園 東北電子専門学校 アプリケーション実習設備

山形県 20 音羽学園 米沢調理師専門学校 地上デジタルテレビ整備

福島県 21 こおりやま東都学園 郡山健康科学専門学校 情報処理関係設備
22 温知会 仁愛看護福祉専門学校 情報処理関係設備

茨城県 23 沼田学園 土浦情報経理専門学校 地上デジタルテレビ整備
24 沼田学園 筑波総合福祉専門学校 地上デジタルテレビ整備

栃木県 25 ティビィシィ学院 国際情報ビジネス専門学校 教育用デュアルブートコンピュータシステム
群馬県 26 木村学園 前橋文化服装専門学校 情報処理関係設備

埼玉県

27 北里研究所 北里大学看護専門学校 地上デジタルテレビ整備
28 葵学園 埼玉医療福祉専門学校 ノート型パソコン一式
29 葵学園 埼玉医療福祉専門学校 情報処理関係設備
30 一川学園 専門学校越生自動車大学校 情報処理関係設備

千葉県 31 国際理工専門学校 国際理工専門学校 情報系プログラミング開発システム＆ＣＧデザイン系Ｗｅｂ編集システム

32 三橋学園 船橋情報ビジネス専門学校 情報処理実習用機器

東京都

33 杏林学園 杏林大学医学部付属看護専門学校 地上デジタル放送視聴に必要な機器の整備
34 金井学園 秀林外語専門学校 地上デジタルテレビ整備
35 文化学園 文化服装学院 Ｂ１１２パソコン実習室機器
36 文化学園 文化外国語専門学校 ＣＡＬＬ設備
37 佐野学園 専門学校神田外語学院 本館１－６０２Ａ／Ｂ教室コンピュータ・プリンタ入替

38 片柳学園 日本工学院専門学校 高機能ＣＧ実習システム
39 モード学園 ＨＡＬ東京 三次元ＣＧモーションキャプチャー教育設備
40 モード学園 東京モード学園 インテリアＣＡＤ教育設備
41 モード学園 東京モード学園 パターンＣＡＤ教育設備
42 モード学園 東京モード学園 ファッションデザインＣＧ教育設備
43 モード学園 東京モード学園 ＣＧ・ＷＥＢデザインＣＧ教育設備
44 東京綜合食品学園 東京製菓学校 情報処理関係設備
45 中央医療学園 中央医療技術専門学校 地上デジタル放送視聴に必要な機器の整備
46 中央医療学園 中央医療学園専門学校 情報処理関係設備
47 杉野学園 ドレスメーカー学院 情報処理関係設備

神奈川県

48 情報文化学園 アーツカレッジヨコハマ 地上デジタルテレビ整備
49 誠心学園 国際フード製菓専門学校 製菓業界情報処理システム
50 岩崎学園 横浜デジタルアーツ専門学校 ＣＧ演習用コンピュータシステム
51 岩崎学園 情報科学専門学校 情報処理関係設備
52 岩崎学園 情報科学専門学校新横浜校 情報処理関係設備

石川県
53 阿弥陀寺教育学園 国際医療福祉専門学校 地上デジタル放送視聴に必要な機器の整備
54 アリス国際学園 専門学校アリス学園 地上デジタルテレビ整備
55 徳野学園 金沢調理師専門学校 地上デジタルテレビ整備

新潟県
56 電子開発学園九州 新潟情報専門学校 地上専用回線を活用した遠隔教育システムの受講教室設備

57 北里研究所 北里大学保健衛生専門学院 情報センター用授業支援コンピュータシステム
58 晴陵医療学園 晴陵リハビリテーション学院 情報教育ネットワーク機器

富山県 59 能森学園 富山ファッション・カレッジ 情報処理関係設備
福井県 60 朝日学園 福井文化服装学院 地上デジタル放送視聴に必要な機器の整備
長野県 61 四徳学園 長野医療技術専門学校 地上デジタルテレビ整備

岐阜県

62 土岐学園 中部国際自動車大学校 地上デジタルテレビ整備
63 まこと学園 総合美容専門学校ベルフォートアカデミーオブビューティ 地上デジタルテレビ整備
64 岐阜美容学園 岐阜美容専門学校 情報処理関係設備



学

校

65 神野学園 中日本航空専門学校 情報処理関係設備
静岡県 66 静岡理工科大学 静岡デザイン専門学校 グラフィックデザイン実習機器

愛知県

67 河合塾学園 トライデント外国語専門学校 コンピュータ教室情報処理教育設備
68 河合塾学園 トライデントコンピュータ専門学校 ＣＧにおける実習設備
69 河合塾学園 トライデントコンピュータ専門学校 ＣＡＤにおける実習設備
70 モード学園 ＨＡＬ名古屋 ３次元ゲーム開発設備
71 モード学園 ＨＡＬ名古屋 高度ネットワークシステム開発設備
72 モード学園 名古屋モード学園 インテリアＣＡＤ教育設備
73 モード学園 名古屋モード学園 ファッションデザインＣＧ教育設備
74 モード学園 名古屋モード学園 パターンＣＡＤ教育設備
75 名古屋電気学園 愛知工業大学情報電子専門学校 ＣＡＤ・ＣＡＭ関連情報処理機器
76 日本福祉大学 日本福祉大学中央福祉専門学校 地上デジタル放送視聴に必要な機器の整備

三重県 77 協栄学園 勢京ビジネス専門学校 地上デジタルテレビ整備
78 伊勢整容学園 伊勢理容美容専門学校 情報処理関係設備

京都府 79 京都コンピュータ学園 京都コンピュータ学院鴨川校 高品質映像・動画・アニメーション制作支援システム

80 日産学園 専門学校日産京都自動車大学校 情報処理関係設備

大阪府

81 西沢学園 関西テレビ電気専門学校 デジタルコンテンツ制作システム
82 西沢学園 関西テレビ電気専門学校 情報処理関係設備
83 福田学園 大阪工業技術専門学校 新マルチメディアネットワーク実習システム
84 モード学園 ＨＡＬ大阪 高度ネットワークシステム開発設備
85 モード学園 ＨＡＬ大阪 ３次元ゲーム開発設備
86 モード学園 大阪モード学園 ファッションデザインＣＧ教育設備
87 モード学園 大阪モード学園 インテリアＣＡＤ教育設備
88 モード学園 大阪モード学園 パターンＣＡＤ教育設備
89 上田学園 上田安子服飾専門学校 ファッションデザイン教育用コンピュータシステム
90 履正社 履正社医療スポーツ専門学校 フィットネス総合評価システム
91 中央工学校 中央工学校OSAKA 情報処理関係設備
92 吉見学園 天王寺経理専門学校 情報処理関係設備
93 村川学園 大阪調理製菓専門学校 情報処理関係設備
94 村川学園 大阪健康ほいく専門学校 情報処理関係設備
95 大阪学院大学 関西経理専門学校 地上デジタル放送視聴に必要な機器の整備
96 大阪学院大学 関西医科専門学校 地上デジタルテレビ整備

兵庫県
97 愛甲学院 愛甲学院専門学校 地上デジタルテレビ整備
98 愛甲学院 愛甲学院専門学校 情報処理（コンピュータ）教育高度化および合理化設備

99 本田学園 アルファジャパン美容専門学校 情報処理関係設備
奈良県 100 白藤学園 奈良保育学院 情報処理関係設備

鳥取県 101 広島YMCA学園 YMCA米子医療福祉専門学校 情報処理関係設備
102 小土井学園 専門学校米子ビューティーカレッジ 情報処理関係設備

岡山県

103 第一平田学園 中国デザイン専門学校 ビジュアルデザイン実習装置
104 志学学園 専門学校ワールドオプティカルカレッ 情報処理関係設備
105 岸学園 専門学校慶子アカデミージャパン 情報処理関係設備

106 本山学園

西日本調理製菓専門学校
岡山医療技術専門学校
インターナショナル岡山歯科衛生専
門学校

情報処理関係設備

広島県

107 上野学園 広島美容専門学校 地上デジタル放送視聴に必要な機器の整備
108 上野学園 広島ビジネス専門学校 地上デジタル放送視聴に必要な機器の整備
109 上野学園 広島電子専門学校 地上デジタル放送視聴に必要な機器の整備
110 上野学園 広島外語専門学校 地上デジタル放送視聴に必要な機器の整備
111 上野学園 広島情報ビジネス専門学校 地上デジタル放送視聴に必要な機器の整備
112 上野学園 広島コンピュータ専門学校 地上デジタル放送視聴に必要な機器の整備

広島県

113 電子開発学園九州 広島情報専門学校 地上専用回線を活用した遠隔教育システムの受講教室設備

114 上野学園 広島コンピュータ専門学校 ゲーム開発システム
115 IGL学園 IGL医療専門学校 情報処理関係設備
116 IGL学園 IGL健康福祉専門学校 情報処理関係設備

山口県 117 山口コア学園 山口インフォメーション・カレッジ 情報処理関係設備
香川県 118 大麻学園 四国医療専門学校 地上デジタル放送視聴に必要な機器の整備
愛媛県 119 愛媛学園 愛媛コミュニケーションビジネス専門 情報処理関係設備
高知県 120 高知理容美容学園 高知理容美容専門学校 地上デジタル放送視聴に必要な機器の整備

福岡県
121 友幸学園 専門学校九州テクノカレッジ 地上デジタルテレビ整備
122 麻生塾 麻生情報ビジネス専門学校北九州 ＤＴＰ・ＣＧ教育システム
123 電子開発学園九州 ＫＣＳ北九州情報専門学校 地上専用回線を活用した遠隔教育システムの受講教室設備

佐賀県 124 九州国際学園 九州国際情報ビジネス専門学校 ＷＩＮＤＯＷＳ・インターネット実習用パソコン装置

熊本県
125 赤山学園 九州技術教育専門学校 ＴＶ会議システムを用いた遠隔講義システム
126 赤山学園 九州技術教育専門学校 地上デジタルテレビ整備
127 公務員ゼミナール 専門学校公務員ゼミナール熊本校 情報処理関係設備
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