
特別支援学校 筑波大学附属聴覚特別支援学校 造形芸術科
特別支援学校 筑波大学附属聴覚特別支援学校 ビジネス情報科
特別支援学校 筑波大学附属聴覚特別支援学校 歯科技工科
特別支援学校 筑波大学附属視覚特別支援学校 鍼灸手技療法科
特別支援学校 筑波大学附属視覚特別支援学校 理学療法科
特別支援学校 筑波大学附属視覚特別支援学校 音楽科
特別支援学校 筑波大学附属視覚特別支援学校 鍼灸手技療法研修科
特別支援学校 鳥取大学附属特別支援学校 高等部専攻科

高等学校 北海道美唄聖華高等学校 看護科
高等学校 北海道小樽水産高等学校 漁業科
高等学校 北海道小樽水産高等学校 情報通信科
高等学校 北海道函館水産高等学校 機関科
高等学校 北海道稚内高等学校 看護科
高等学校 青森県立黒石高等学校 看護科
高等学校 青森県立八戸水産高等学校 漁業科
高等学校 青森県立八戸水産高等学校 機関科
高等学校 岩手県立黒沢尻工業高等学校 工業技術科
高等学校 岩手県立宮古水産高等学校 漁業科

国立 文部科学省初等中等教育局
修学支援プロジェクトチーム

03-5253-4111
（内線 3170）

令和３年度における専攻科の生徒への修学支援の対象となる高等学校等専攻科 (国公立)

都道府県 学校名 専攻科名 都道府県担当部局 電話番号学校種

・以下に掲載している対象となる高等学校等専攻科は、下記①～③いずれかの要件を満たした専攻科になります。
 ①大学への編入学基準を満たす課程を有するもの、②国家資格者養成課程を有するもの、③就労支援に資する教育課程を有するもの（特別支援学校の専攻科に限る）
※本修学支援事業を実施しない予定の都道府県にある高等学校等専攻科については、上記①～③いずれかの要件を満たしていても掲載しておりません。

北海道教育庁学校教育局高校教育課北海道 011-204-5760

青森県教育庁学校施設課 017-734-9873青森県

岩手県 岩手県教育委員会事務局教育企画室 019-629-6112

令和３年７月１日現在



令和３年度における専攻科の生徒への修学支援の対象となる高等学校等専攻科 (国公立)
高等学校 宮城県白石高等学校 看護科
高等学校 宮城県水産高等学校 海洋技術科
高等学校 宮城県気仙沼向洋高等学校 漁業科
高等学校 宮城県気仙沼向洋高等学校 無線科
高等学校 秋田県立湯沢翔北高等学校 介護福祉科
高等学校 秋田県立湯沢翔北高等学校 生産技術科

山形県 高等学校 山形県立山辺高等学校 看護科 山形県教育庁高校教育課 023-630-2513
高等学校 福島県立小名浜海星高等学校 海洋科
高等学校 福島県立小名浜海星高等学校 無線通信科
高等学校 福島県立小名浜海星高等学校 機関科

茨城県 高等学校 茨城県立 岩瀬高等学校 衛生看護科 茨城県教育庁総務企画部財務課 029-301-5169
高等学校 埼玉県立常盤高等学校 看護専攻科
高等学校 埼玉県立新座総合技術高等学校 デザイン専攻科
高等学校 埼玉県立秩父農工科学高等学校 情報機械システム専攻科
高等学校 千葉県立館山総合高等学校 漁業・機関コース
高等学校 千葉県立幕張総合高等学校 看護科
高等学校 神奈川県立海洋科学高等学校 専攻科漁業生産科
高等学校 神奈川県立海洋科学高等学校 専攻科水産工学科
高等学校 神奈川県立海洋科学高等学校 専攻科情報通信科
高等学校 富山県立富山いずみ高等学校 看護科
高等学校 富山県立雄峰高等学校 生活科学科
高等学校 富山県立中央農業高等学校 農業科

石川県 高等学校 石川県立田鶴浜高等学校 衛生看護科 石川県教育委員会庶務課 076-225-1816

秋田県

埼玉県

千葉県

神奈川県 神奈川県教育局行政部財務課

富山県

宮城県 宮城県教育庁高校教育課 022-211-3711

秋田県教育庁高校教育課 018-860-5161

埼玉県教育局教育総務部財務課 048-830-6652

千葉県教育庁企画管理部財務課 043-223-4027

045-210-8113

富山県教育委員会事務局県立学校課 076-444-3448

福島県 福島県教育庁財務課 024-521-7754



令和３年度における専攻科の生徒への修学支援の対象となる高等学校等専攻科 (国公立)
高等学校 山梨県立甲府工業高等学校 創造工学科
高等学校 山梨県立甲府工業高等学校 建築科

岐阜県 高等学校 岐阜県立多治見工業高等学校 陶磁科学芸術科 岐阜県教育委員会教育財務課 058-272-1111
静岡県 高等学校 静岡県立焼津水産高等学校 専攻科航海工学科（航海・機関） 静岡県教育委員会高校教育課 054-221-3110

高等学校 愛知県立瀬戸工科高等学校 工芸デザイン科
高等学校 愛知県立総合工科高等学校 産業システム科
高等学校 愛知県立総合工科高等学校 先端技術システム科
高等学校 愛知県立桃陵高等学校 衛生看護科
高等学校 愛知県立宝陵高等学校 衛生看護科
高等学校 愛知県立三谷水産高等学校 海洋技術科
高等学校 三重県立桑名高等学校 衛生看護専攻科
高等学校 三重県立四日市工業高等学校 ものづくり創造専攻科
高等学校 三重県立水産高等学校 漁業専攻科
高等学校 三重県立水産高等学校 機関専攻科
高等学校 兵庫県立日高高等学校 看護専攻科
高等学校 兵庫県立龍野北高等学校 看護専攻科

奈良県 高等学校 奈良県立榛生昇陽高等学校 介護福祉科 奈良県教育委員会事務局学校支援課 0742-27-9859
和歌山県 高等学校 和歌山県立熊野高等学校 看護科 和歌山県教育庁教育総務局総務課 073-441-3646

高等学校 島根県立浜田水産高等学校 漁業科
高等学校 島根県立浜田水産高等学校 機関科
高等学校 島根県立隠岐水産高等学校 漁業科
高等学校 島根県立隠岐水産高等学校 機関科

愛知県

三重県

兵庫県

山梨県

島根県

055-223-1769

愛知県教育委員会財務施設課 052-954-6763

三重県教育委員会事務局教育財務課 059-224-2940

兵庫県教育委員会事務局財務課 078-341-7711
(内線5634)

島根県教育委員会学校企画課 0852-22-5410

山梨県教育委員会高校教育課



令和３年度における専攻科の生徒への修学支援の対象となる高等学校等専攻科 (国公立)
高等学校 岡山県立倉敷中央高等学校 看護科
高等学校 岡山県立津山東高等学校 看護科
高等学校 岡山県立真庭高等学校 看護科

広島県 高等学校 広島県立広島皆実高等学校 衛生看護科 広島県教育委員会教育支援推進課 082-222-3015
高等学校 山口県立周防大島高等学校 福祉専攻科
高等学校 山口県立防府高等学校 衛生看護専攻科
高等学校 山口県立大津緑洋高等学校 専攻科（航海科）
高等学校 山口県立大津緑洋高等学校 専攻科（機関科）

徳島県 高等学校 徳島県立富岡東高等学校 羽ノ浦校 専攻科看護科 徳島県教育委員会グローバル・文化教育課 088-621-3258
高等学校 香川県立多度津高等学校 海洋技術科
高等学校 香川県立高松南高等学校 看護科
高等学校 香川県立飯山高等学校 看護科
高等学校 愛媛県立宇和島水産高等学校 漁業科
高等学校 愛媛県立宇和島水産高等学校 機関科
高等学校 愛媛県立宇和島水産高等学校 水産増殖科
高等学校 高知県立高知海洋高等学校 航海専攻科
高等学校 高知県立高知海洋高等学校 機関専攻科
高等学校 高知県立高知東高等学校 看護専攻科
高等学校 福岡県立水産高等学校 航海
高等学校 福岡県立水産高等学校 機関
高等学校 福岡県立福岡農業高等学校 生物生産
高等学校 福岡県立福岡農業高等学校 食品工学

山口県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

岡山県

愛媛県教育委員会事務局指導部高校教育課 089-912-2951

高知県高知県教育委員会事務局高等学校課 088-821-4851

福岡県教育庁教育総務部財務課 092-643-3866

岡山県教育庁財務課 086-226-7572

山口県教育庁教育政策課 083-933-4510

香川県教育委員会事務局高校教育課 087-832-3748



令和３年度における専攻科の生徒への修学支援の対象となる高等学校等専攻科 (国公立)
大分県 高等学校 大分県立海洋科学高等学校 海洋科 大分県教育財務課 097-506-5447

高等学校 鹿児島県立鹿児島水産高等学校 海洋技術科
高等学校 鹿児島県立鹿児島水産高等学校 機関技術科
高等学校 鹿児島県立鹿児島水産高等学校 情報通信科
高等学校 鹿児島県立野田女子高等学校 衛生看護科
高等学校 沖縄県立沖縄水産高等学校 漁業科
高等学校 沖縄県立沖縄水産高等学校 機関科
高等学校 沖縄県立沖縄水産高等学校 無線通信科

沖縄県

鹿児島県

沖縄県教育庁教育支援課 098-866-2711

鹿児島県教育庁総務福利課 099-286-5193



北海道 高等学校 学校法人国際学園 星槎国際高等学校 専攻科（保育士受験コース） 北海道総務部法人局学事課 011-231-4111
(内線22-523)

高等学校 青森山田高等学校 自動車専攻科
高等学校 千葉学園高等学校 看護専攻科
高等学校 岩手女子高等学校 看護科専攻科
高等学校 盛岡誠桜高等学校  保育士専攻科「子ども未来学科」

特別支援学校 三愛学舎 高等部専攻科
特別支援学校 学校法人明和学園 いずみ高等支援学校 専攻科
特別支援学校 支援学校 仙台みらい高等学園 専攻科

山形県 高等学校 山形明正高等学校 自動車工学専攻科 山形県総務部学事文書課 023-630-2191
高等学校 福島東稜高等学校 看護専攻科
高等学校 仁愛高等学校 第一看護科（5年一貫）
高等学校 仁愛高等学校 看護専攻科

茨城県 高等学校 学校法人大成学園 大成女子高等学校 看護科 茨城県総務部総務課私学振興室 029-301-2249
群馬県 特別支援学校 学校法人大出学園 支援学校若葉高等学園 普通科 群馬県生活こども部私学・子育て支援課 027-226-2142
埼玉県 特別支援学校 学校法人光の村学園 光の村養護学校秩父自然学園 専攻科 埼玉県総務部学事課 048-830-2558

高等学校 愛国高等学校 衛生看護専攻科
特別支援学校 旭出学園（特別支援学校） 高等部専攻科

青森県 青森県総務部総務学事課 017-734-9869

岩手県 岩手県ふるさと振興部学事振興課 019-629-5041

令和３年度における専攻科の生徒への修学支援の対象となる高等学校等専攻科 (私立)

都道府県 学校名 専攻科名 都道府県担当部局 電話番号学校種

・以下に掲載している対象となる高等学校等専攻科は、下記①～③いずれかの要件を満たした専攻科になります。
 ①大学への編入学基準を満たす課程を有するもの、②国家資格者養成課程を有するもの、③就労支援に資する教育課程を有するもの（特別支援学校の専攻科に限る）
※本修学支援事業を実施しない予定の都道府県にある高等学校等専攻科については、上記①～③いずれかの要件を満たしていても掲載しておりません。

03-5388-3181

宮城県 宮城県総務部私学・公益法人課 022-211-2268

福島県 福島県総務部私学・法人課 024-521-7048

東京都 東京都生活文化局私学部私学振興課

令和３年７月１日現在



令和３年度における専攻科の生徒への修学支援の対象となる高等学校等専攻科 (私立)
特別支援学校 聖坂養護学校 専攻科
特別支援学校 横浜訓盲学院 高等部専攻科保健理療科
特別支援学校 横浜訓盲学院 高等部専攻科理療科

高等学校 加茂暁星高等学校 看護科
高等学校 ⾧岡英智高等学校 キャリアデザイン専攻科

福井県 高等学校 福井工業大学附属福井高等学校 看護専攻科 福井県総務部大学私学課 ０776-20-0248
愛知県 高等学校 学校法人愛西学園 愛知黎明高等学校 看護科 愛知県県民文化局県民生活部

学事振興課私学振興室 052-954-6187
特別支援学校 特別支援学校聖母の家学園 高等部専攻科（1・2年）
特別支援学校 特別支援学校聖母の家学園 高等部専攻科（3・4年就労支援コース）

高等学校 学校法人聖カタリナ学園 京都聖カタリナ高等学校 看護専攻科
高等学校 学校法人聖ヨゼフ学園 日星高等学校 看護科
高等学校 学校法人アナン学園 アナン学園高等学校 看護科専攻科
高等学校 学校法人千代田学園 大阪暁光高等学校 看護専攻科

奈良県 高等学校 学校法人奈良学園 奈良文化高等学校 衛生看護専攻科 奈良県文化・教育・くらし創造部教育振興課 0742-27-8347
鳥取県 高等学校 学校法人翔英学園 米子北高等学校 看護科 鳥取県子育て・人財局総合教育推進課 0857-26-7841

高等学校 学校法人創志学園 創志学園高等学校 看護科
高等学校 学校法人片山学園 倉敷翠松高等学校 看護科

広島県 高等学校 学校法人清水ヶ丘学園 清水ヶ丘高等学校 看護専攻科 広島県環境県民局学事課 082-513-2755
高等学校 学校法人山口中村学園 中村女子高等学校 高等看護専攻科
高等学校 学校法人山口中村学園 中村女子高等学校 高等福祉専攻科
高等学校 学校法人鴻城義塾 山口県鴻城高等学校 衛生看護専攻科
高等学校 学校法人藤井学園 藤井学園寒川高等学校 看護専攻科
高等学校 学校法人瀬戸内学院四国学院大学香川西高等学校 衛生看護専攻科

山口県 山口県総務部学事文書課 083-933-2138

香川県

三重県 三重県環境生活部私学課 059-224-2161

京都府

岡山県 岡山県総務部総務学事課 086-226-7198

京都府文化スポーツ部文教課 075-414-4516

大阪府 大阪府教育庁私学課 06-6944-6956

香川県総務部総務学事課 087-832-3058

新潟県 新潟県総務管理部大学・私学振興課 025-280-5020

神奈川県 神奈川県福祉子どもみらい局
子どもみらい部私学振興課 045-210-3793



令和３年度における専攻科の生徒への修学支援の対象となる高等学校等専攻科 (私立)
高等学校 聖カタリナ学園高等学校 看護学科
高等学校 松山学院高等学校 看護学科
高等学校 帝京第五高等学校 看護学科
高等学校 学校法人高知中央高等学校 高知中央高等学校  看護学科

特別支援学校 学校法人光の村学園 光の村養護学校土佐自然学園 専攻科
高等学校 学校法人精華学園 精華女子高等学校 看護専攻科
高等学校 学校法人博多学園 博多高等学校 看護専攻科
高等学校 学校法人純真学園 純真高等学校 看護専攻科
高等学校 学校法人美萩野学園 美萩野女子高等学校 看護専攻科
高等学校 学校法人折尾愛真学園 折尾愛真高等学校 看護専攻科
高等学校 学校法人近畿大学 近畿大学附属福岡高等学校 看護専攻科
高等学校 学校法人大和学園 大和青藍高等学校 看護専攻科
高等学校 学校法人杉森学園 杉森高等学校 看護専攻科
高等学校 学校法人九州電機工業学園 希望が丘高等学校 自動車専攻科
高等学校 学校法人嶋田学園 飯塚高等学校 自動車専攻科

佐賀県 高等学校 学校法人旭学園 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校 衛生看護専攻科 佐賀県総務部法務私学課 0952-25-7464
高等学校 学校法人玉木学園 ⾧崎玉成高等学校 衛生看護科専門課程
高等学校 学校法人九州文化学園 九州文化学園高等学校 衛生看護専攻科
高等学校 学校法人佐世保実業学園 佐世保実業高等学校 自動車工学専攻科
高等学校 学校法人向陽学園 向陽高等学校 看護科
高等学校 学校法人加寿美学園 熊本中央高等学校 看護専攻科
高等学校 学校法人有明学園 有明高等学校 看護専攻科
高等学校 学校法人玉名白梅学園 玉名女子高等学校 看護専攻科
高等学校 学校法人松浦学園 城北高等学校 看護専攻科

⾧崎県 ⾧崎県総務部学事振興課 095-895-2282

熊本県 熊本県総務部総務私学局私学振興課 096-333-2064

福岡県 福岡県人づくり・県民生活部
私学振興・青少年育成局私学振興課 092-643-3139

愛媛県 愛媛県総務部総務管理局私学文書課 089-912-2221

高知県 高知県文化生活スポーツ部私学・大学支援課 088-823-9135



令和３年度における専攻科の生徒への修学支援の対象となる高等学校等専攻科 (私立)
高等学校 学校法人大分高等学校 大分高等学校 自動車工学専攻科
高等学校 学校法人平松学園 大分東明高等学校 衛生看護科・衛生看護専攻科
高等学校 学校法人別府大学 明豊高等学校 看護科
高等学校 学校法人溝部学園 別府溝部学園高等学校 看護科
高等学校 学校法人岩尾昭和学園 昭和学園高等学校 看護学科
高等学校 学校法人吉用学園 柳ヶ浦高等学校 看護学科
高等学校 学校法人大淀学園 鵬翔高等学校 看護専攻科
高等学校 学校法人日南学園 日南学園高等学校 看護専攻科
高等学校 学校法人日南学園 日南学園高等学校宮崎穎学館 看護専攻科
高等学校 学校法人豊栄学園 都城東高等学校 看護専攻科
高等学校 学校法人豊栄学園 都城東高等学校 自動車専攻科
高等学校 学校法人聖心ウルスラ学園 聖心ウルスラ学園高等学校 看護専攻科
高等学校 学校法人希望が丘学園 鳳凰高等学校 看護学科(専門課程)
高等学校 学校法人神村学園 神村学園高等部 看護学科(専門課程)
高等学校 学校法人出水学園 出水中央高等学校 看護学科(専門課程)
高等学校 学校法人鹿児島学園 龍桜高等学校 看護学科(専門課程)
高等学校 学校法人鹿児島学園 龍桜高等学校 保育専攻科
高等学校 学校法人川島学園 尚志館高等学校 看護学科(専門課程)

鹿児島県 鹿児島県総務部学事法制課 099-286-2146

宮崎県 宮崎県総合政策部みやざき文化振興課 0985-26-7118

大分県 大分県生活環境部私学振興・青少年課 097-506-3073


