
（別添１）

帯広コア専門学校 医療専門課程　歯科衛生士科

札幌科学技術専門学校 工業専門課程　自動車工学科（夜間）

札幌ビューティーアート専門学校 衛生専門課程　ヘアメイク科

函館短期大学付設調理製菓専門学校 衛生専門課程　調理師科（昼間）

衛生専門課程　製菓衛生師科

吉田学園情報ビジネス専門学校 工業専門課程　ＡＩシステム学科

青森県 青森県ビューティー＆メディカル専門
学校

商業実務専門課程　メディカルビジネス
科

岩手県 北日本医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　こどもマイスター養
成科

葵会仙台看護専門学校 医療専門課程　看護学科

仙台医健・スポーツ＆こども専門学校 文化・教養専門課程　こども保育科

仙台ＥＣＯ動物海洋専門学校 文化・教養専門課程　動物・ペット学科
（昼間Ⅰ部）

文化・教養専門課程　海洋・ＥＣＯ学科
（昼間Ⅰ部）

仙台コミュニケーションアート専門学
校

文化・教養専門課程　音楽コミュニケー
ション科（３年課程）

仙台ビューティーアート専門学校 衛生専門課程　ヘアメイク科

専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程　情報システム科

東北外語観光専門学校 文化・教養専門課程　キャリアビジネス
科

国際アート＆デザイン大学校 文化教養専門課程　コミックマスター科

国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　ドローンスペシャリスト
科

国際ビューティ＆フード大学校 衛生専門課程　フード学科

晃陽看護栄養専門学校 医療専門課程　歯科衛生士学科

リリーこども＆スポーツ専門学校 保育福祉専門課程　こども未来学科
（２年制）

足利製菓専門学校 衛生専門課程　調理製菓科

足利デザイン・ビューティ専門学校 衛生専門課程　ブライダル・ウェディン
グ科

小山歯科衛生士専門学校 医療専門課程　歯科衛生学科（夜間部）

国際看護介護保育専門学校 医療専門課程　看護学科

国際情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程　公務員総合学科

国際ファッションビューティ専門学校 文化・教養専門課程　国際ファッション
ビジネス学科

令和元年度 専門士と称することができる専修学校専門課程と認める課程

位置 専　修　学　校　名 課　程　名

北海道

宮城県

福島県

茨城県

栃木県



さくら総合専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科

専門学校日産栃木自動車大学校 工業専門課程　自動車整備・スポーツメ
カニクス科

NIKKO外語観光専門学校 文化・教養専門課程　通訳・ガイド学科

太田医療技術専門学校 医療専門課程　看護学科

工業専門課程　デジタルデザイン学科

工業専門課程　電気通信学科（２年制）

専門学校中央農業大学校 農業専門課程　ファーム農業経営学科
（２年制）

中央医療歯科専門学校高崎校 医療専門課程　歯科衛生士学科

NIPPONおもてなし専門学校東京デュア
ラー校

調理師専門課程　おもてなし調理学科

大宮医療秘書専門学校 商業実務専門課程　診療情報管理士科

埼玉医療福祉専門学校 医療専門課程　理学療法学科（夜間部）

専門学校関東工業自動車大学校 工業専門課程　国際サービス・エンジニ
ア科

商業実務専門課程　国際言語・ビジネス
学科Ⅰ部

商業実務専門課程　国際言語・ビジネス
学科Ⅱ部

商業実務専門課程　国際ビジネス学科Ⅰ
部

商業実務専門課程　国際ビジネス学科Ⅱ
部

上野法科ビジネス専門学校 文化・教養専門課程　日本語教師学科
（２年制）

千葉デザイナー学院 文化・教養課程（デザイン分野）　デザ
イン科（３年制）

明生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ビジネススペシャリ
スト科　グローバルビジネスコース

赤堀製菓専門学校 衛生専門課程　パティシエ実践科

駿台外語アンドビジネス専門学校 外国語専門課程　エアライン学科

デジタルアニメーション専門課程　デジ
タルアニメーション科

デジタルアニメーション専門課程　アニ
メ制作・声優総合理論科

映像専門課程　ミュージシャン学科

映像専門課程　俳優・タレント学科

専門学校ミュージシャンズ・インス
ティテュート東京

文化・教養専門課程　ミュージックアー
ティスト科

医療専門課程　作業療法学科

専門学校アニメ・アーティスト・アカ
デミー

栃木県

群馬県

専門学校中央情報大学校

埼玉県

日本グローバル専門学校

千葉県

専門学校東京ビジュアルアーツ

多摩リハビリテーション学院専門学校

東京都



医療専門課程　理学療法学科

医療専門課程　言語聴覚学科

ディライトグローバル専門学校 文化・教養専門課程　グローバルコミュ
ニケーション学科

東京グローバルビジネス専門学校 商業実務専門課程　国際ビジネス科

専門課程（工業関係）　情報処理学科

専門課程（工業関係）　クリエイター学
科

東京ビューティーアート専門学校 衛生専門課程　ヘアメイク科

東京福祉専門学校 社会福祉専門課程　こども保育科

東京山手調理師専門学校 衛生専門課程　調理総合本科

日本体育大学医療専門学校 歯科衛生専門課程　口腔健康学科

日本デザイン福祉専門学校 デザイン専門課程　マンガ・アニメ・
キャラクター学科

ヤマザキ動物専門学校 動物管理専門課程　動物美容・トレーニ
ング学科

国際総合健康専門学校 文化教養専門課程　スポーツトレーナー
学科

崎村調理師専門学校 衛生専門課程　調理学科

たまプラーザ看護学校 医療専門課程　看護学科

横浜システム工学院専門学校 工業専門課程　ＩＴライセンス科（通信
制）

横浜ビューティーアンドブライダル専
門学校

衛生専門課程　ヘアメイク科

上越公務員・情報ビジネス専門学校 文化・教養専門課程　こども保育幼稚園
科

新潟医療技術専門学校 医療専門課程　看護学科

工業専門課程　ＡＩシステム科（２年
制）

工業専門課程　ＡＩシステム科（３年
制）

新潟農業・バイオ専門学校 農業専門課程　先端農業技術科

日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程　３Ｄアニメゲーム
クリエイター科

長野県 松本情報工科専門学校 工業専門課程　スポーツバイシクル学科

静岡産業技術専門学校 専門課程（教育・社会福祉）こども保育
科

専門学校静岡工科自動車大学校 工業専門課程　ハイエンジニア研究科

専門学校ノアデザインカレッジ 文化・教養専門課程　総合デザイン学科

沼津情報・ビジネス専門学校 専門課程（商業実務）　国際ビジネス科

神奈川県

新潟県

新潟コンピュータ専門学校

多摩リハビリテーション学院専門学校

東京都

東京情報クリエイター工学院専門学校

静岡県



専門学校中部ビューティ・デザイン・
デンタルカレッジ

医療専門課程　歯科衛生士科

専門学校日産愛知自動車大学校 工業専門課程　自動車整備・カーボディ
マスター科

工業専門課程　自動車整備・マスターメ
カニック科

東海医療科学専門学校 医療専門課程　看護科

名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校 文化・教養専門課程　エコ・コミュニ
ケーション科（昼間Ⅰ部）

文化・教養専門課程　エコ・コミュニ
ケーション科（昼間Ⅱ部）

名古屋ユマニテク調理製菓専門学校 衛生専門課程　製菓製パン本科

専門学校ユマニテク医療福祉大学校 医療専門課程　作業療法学科

ユマニテクライフデザイン専門学校 文化教養専門課程　国際ビジネス学科

京都府 専門学校日産京都自動車大学校 工業専門課程　自動車整備・ボディリペ
ア科

上田安子服飾専門学校 ファッション専門課程　スタイリング
フォト学科

大阪アミューズメントメディア専門学
校

工業専門課程　ゲームプランナー学科

文化・教養専門課程　ブライダル総合科
（昼間Ⅱ部）

文化・教養専門課程　ホスピタリティ科
（夜間部）

文化・教養専門課程　ペットスペシャリ
スト科（昼間Ⅰ部）

文化・教養専門課程　動物医療科（昼間
Ⅰ部）

文化・教養専門課程　ペットビジネス科
（昼間Ⅰ部）

文化・教養専門課程　ペットビジネス科
（昼間Ⅱ部）

文化・教養専門課程　動物＆海洋科（昼
間Ⅰ部）

文化・教養専門課程　動物＆海洋科（昼
間Ⅱ部）

大阪キャリナリー製菓調理専門学校 衛生専門課程　食＆マネジメント科
（昼間Ⅱ部）

大阪歯科衛生学院専門学校 医療専門課程　歯科衛生学科（夜間部）

大阪総合デザイン専門学校 デザイン専門課程　エンタテインメント
デザイン学科

大阪ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程　診療放射線技師学科（夜
間部）

大阪ウェディング＆ホテル・観光専門
学校

大阪ＥＣＯ動物海洋専門学校

愛知県

三重県

大阪府



文化・教養専門課程　e-sports科（昼間
Ⅰ部）

文化・教養専門課程　e-sports科（昼間
Ⅱ部）

大原簿記専門学校大阪校 医療専門課程　救急救命士学科

駿台観光アンド外語ビジネス専門学校 外国語専門課程　国際ビジネス専科（午
後部）

日本分析化学専門学校 工業専門課程　環境分析学科

平成医療学園専門学校 文化・教養専門課程　応用日本語学科
（２年コース）

放送芸術学院専門学校 文化・教養専門課程　スーパーメディア
クリエイター科（昼間Ⅰ部）

ユービック情報専門学校 工業専門課程　ビジネス情報システム学
科

兵庫県立総合衛生学院 専門課程　介護福祉学科

専門学校トヨタ神戸自動車大学校 工業専門課程　ショールームスタッフ科

専門学校日本工科大学校 工業専門課程　ＡＩ・ロボット工学科

専門学校倉敷ファッションカレッジ 服飾専門課程　インターナショナル学科

商業実務専門課程　国際ビジネス学科

文化・教養専門課程　外国語学科

専門学校福山国際外語学院 工業専門課程　建築ＣＡＤ学科

広島医療秘書こども専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育科

広島ビューティーアンドブライダル専
門学校

衛生専門課程　ブライダルプロデュース
科

広島Law＆Business専門学校 商業実務専門課程　法務ビジネス科

工業専門課程　高度情報技術学科

商業実務専門課程Webマーケティング学科

愛媛県 河原医療大学校 医療専門課程　看護学科

高知県 専修学校香南学園 教育・社会福祉専門課程　グローバル介
護福祉学科

ＡＳＯポップカルチャー専門学校 文化・教養専門課程　マンガ・イラス
ト・ＣＧ科

医療専門課程　作業療法学科

医療専門課程　歯科衛生学科

文化・教養専門課程　ホスピタリティ・
コンシェルジュ学科

九州電気専門学校 電気工学専門課程　電気工学科（定時
制）

兵庫県

日本ＩＴビジネスカレッジ

岡山県

ＯＣＡ大阪デザイン＆ＩＴ専門学校

広島県

大阪府

山口県 ＹＩＣビジネスアート専門学校

福岡県

九州医療スポーツ専門学校



国際アニメーション専門学校 商業実務専門課程　ＩＴエンジニア学科

文化・教養専門課程　音楽アーティスト
科
文化・教養専門課程　音楽芸能スタッフ
科
文化・教養専門課程　声優芸能科

専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程　マスコミ広報学科

西鉄自動車整備専門学校 工業専門課程　留学生自動車整備士コー
ス

福岡ビューティーアート専門学校 衛生専門課程　ヘアメイク科

こころ医療福祉専門学校 文化教養専門課程　日本語科（２年コー
ス）

メトロＩＴビジネスカレッジ 工業専門課程　ＩｏＴ完全マスター科

工業専門課程　ＩＴ資格完全マスター科

九州測量専門学校 工業専門課程　国際工学科

熊本外語専門学校 教養専門課程　国際科

商業実務専門課程　医療情報学科

商業実務専門課程　医療ビジネス学科

大原自動車工科専門学校大分校 工業専門課程　二級自動車整備学科

オペレーションズマネジメントシステ
ムスクール

商業実務専門課程　食品工学科（２年
制）

専修学校大分経理専門学校 商業情報専門課程　国際ビジネス科

赤塚学園美容・デザイン専門学校 文化教養専門課程　デザイン科

医療専門課程　作業療法学科（夜間部）

医療専門課程　理学療法学科（夜間部）

鹿児島県理容美容専門学校 衛生専門課程　理容科

鹿児島工学院専門学校 工業専門課程　１級自動車工学科

商業実務専門課程　国際観光・ビジネス
科（４月入学コース）

商業実務専門課程　国際観光・ビジネス
科（１０月入学コース）

福岡県

専門学校ＥＳＰエンタテインメント福
岡

長崎県

熊本県

大分県 ＩＶＹ大分医療総合専門学校

鹿児島県

鹿児島医療技術専門学校

鹿児島情報ビジネス公務員専門学校


