
【別添１】

位置 専　修　学　校　名 課　程　名

北海道 専門学校札幌ホテル・ウェディングカ
レッジ

商業実務専門課程　ホテル科

函館市医師会看護・リハビリテーショ
ン学院

医療専門課程　作業療法学科

医療専門課程　理学療法学科

北海道美容専門学校 衛生関係専門課程　ビューティーエステ
科
衛生関係専門課程　ヘアメイク科

北海道立北の森づくり専門学院 専門課程　林業・木材産業学科

青森県 五所川原市立高等看護学院 看護専門課程（夜間部）

岩手県 盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校 工業専門課程　ビジネス教養科

宮城県 気仙沼リアス調理専門学校 専門課程　調理マイスター科

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Ⅱ部

仙台スクールオブミュージック＆ダン
ス専門学校

文化・教養専門課程　音楽コミュニケー
ション科昼間Ⅰ部（２年制）
文化・教養専門課程　音楽コミュニケー
ション科昼間Ⅰ部（３年制）
文化・教養専門課程　音楽コミュニケー
ション科昼間Ⅱ部

仙台デザイン＆テクノロジー専門学校 文化・教養専門課程　クリエーティブコ
ミュニケーション科昼間Ⅰ部
文化・教養専門課程　クリエーティブコ
ミュニケーション科昼間Ⅱ部

福島県 国際アート＆デザイン大学校 文化教養専門課程　ｅスポーツ科

国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　ＡＩシステム科

茨城県 アール医療福祉専門学校 商業実務専門課程　ＩＴビジネス学科

商業実務専門課程　医療事務学科

茨城北西看護専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科

駿優国際医療ビジネス専門学校 教育社会福祉専門課程　医療ビジネス学
科

つくばアジア福祉専門学校 教育社会福祉専門課程　介護福祉学科

日本グローバルビジネス専門学校 商業ビジネス専門課程　国際ビジネス学
科Ⅰ部
商業ビジネス専門課程　国際ビジネス学
科Ⅱ部
商業ビジネス専門課程　言語・ビジネス
学科Ⅰ部
商業ビジネス専門課程　言語・ビジネス
学科Ⅱ部
商業ビジネス専門課程　ビジネスマネジ
メント学科Ⅰ部

令和２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



商業ビジネス専門課程　ビジネスマネジ
メント学科Ⅱ部

日立メディカルセンター看護専門学校 看護専門課程　第１看護学科

栃木県 国際テクニカルデザイン・自動車専門
学校

文化教養専門課程　ｅスポーツ学科

群馬県 ウェディング・ホテル＆ツーリズム専
門学校

商業実務専門課程　葬祭ディレクター学
科

専門学校中央情報大学校 工業専門課程　高度ＩＣＴデザイン学科
（３年制）
工業専門課程　国際ビジネス学科（３年
制）

中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　国際ビジネス学科
（３年制）

前橋医療福祉専門学校 医療専門課程　作業療法学科（３年制）

医療専門課程　理学療法学科（３年制）

埼玉県 埼玉ベルエポック製菓調理専門学校 衛生専門課程　パティシエ科

新洋国際専門学校 文化教養専門課程　外国人材支援責任者
養成学科

千葉県 葵会柏看護専門学校 医療専門課程　看護学科

江戸川学園おおたかの森専門学校 文化・教養専門課程　スポーツトレー
ナー学科

大原医療保育福祉専門学校千葉校 教育・社会福祉専門課程　こども保育学
科

大原簿記公務員医療情報ビジネス専門
学校津田沼校

商業実務専門課程　情報処理科（２年
制）

大原簿記法律専門学校柏校 商業実務専門課程　情報処理科（２年
制）

北原学院千葉歯科衛生専門学校 専門課程　歯科衛生士科（昼間コース）

専門課程　歯科衛生士科（夜間コース）

千葉日建工科専門学校 工業専門課程　環境創造科

東和ＩＴ専門学校 工業専門課程　情報システム学科

ハッピー製菓調理専門学校 衛生専門課程　調理師科

東京都 九段観光ビジネス専門学校 商業実務専門課程　観光ビジネス学科

国際理容美容専門学校 理容美容専門課程　ビューティアーティ
スト科

駿台外語アンドビジネス専門学校 外国語専門課程　二言語キャリア学科

専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程　ＩＴソリューション学科

専門学校東京ウェディングカレッジ 商業実務専門課程　国際ホテル科

専門学校東京声優アカデミー 文化・教養専門課程　国際コミュニケー
ション学科

専門学校東京デザイナー学院 デザイン専門課程　コミックイラスト学
科
デザイン専門課程　ファッション・メイ
ク学科



専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程　映像学科

映像専門課程　音楽総合学科

映像専門課程　パフォーミングアーツ学
科
映像専門課程　マスコミ出版・芸能学科

専門学校トヨタ東京自動車大学校 工業専門課程　国際整備科

工業専門課程　トヨタセールスエンジニ
ア科

専門学校日本デザイナー学院 デザイン専門課程　総合イラストレー
ション科
デザイン専門課程　総合デザイン科

専門学校早稲田国際ビジネスカレッジ 文化教養専門課程　テキスタイル学科

創形美術学校 美術造形専門課程　ビジュアルデザイン
科
美術造形専門課程　ファインアート科

東京医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程　医療ＡＩ科

東京映画・俳優＆放送芸術専門学校 文化・教養専門課程　総合芸能科（昼間
部一）

東京すし和食調理専門学校 調理文化専門課程　和食研究科

東京豊島ＩＴ医療福祉専門学校 情報経理専門課程　ＷＥＢサイト制作学
科

東京福祉専門学校 社会福祉専門課程　キャリアデザイン科

東京ベルエポック製菓調理専門学校 衛生専門課程　製菓調理師科

東京保育医療秘書専門学校 商業実務専門課程　医療ＡＩ科

日本工学院専門学校 工業専門課程　ＡＩシステム科

日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程　ＡＩシステム科

早稲田文理専門学校 工業専門課程　ＡＩデザイン学科

神奈川県 医療ビジネス観光福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科

新横浜歯科衛生士・歯科技工士専門学
校

医療専門課程　歯科衛生士科（３年制）

横浜システム工学院専門学校 工業専門課程　ＡＩサービス活用科

新潟県 国際ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程　動物看護師・リハ
ビリ介護学科

三条看護・医療・歯科衛生専門学校 医療専門課程　看護学科

医療専門課程　歯科衛生士学科

商業実務専門課程　医療事務学科

上越公務員・情報ビジネス専門学校 工業専門課程　国際・ＩＴエンジニア科
２.５年制）



専門学校新潟国際自動車大学校 工業専門課程　留学生整備士科

新潟医療福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程　介護福祉士基
礎学科

新潟県立十日町看護専門学校 専門課程 看護科 ３年課程

新潟工科専門学校 工業専門課程　一級建築士専攻科

新潟こども保育カレッジ 教育・社会福祉専門課程　こども保育科

新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程　ｅスポーツ科（２年制）

工業専門課程　ｅスポーツ科（３年制）

新潟日建工科専門学校 工業専門課程　大工測量科

新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ＩＴ医療情報学科

新潟法律大学校 文化教養専門課程　法律公務員学科（２
年制）

長野県 豊野高等専修学校 文化・教養専門課程　文化創造学科

日本アルプス国際学院 工業専門課程　情報技術学科

静岡県 静岡歯科衛生士専門学校 医療専門課程　歯科衛生学科　夜間部

専門学校　静岡医療科学専門大学校 医療専門課程　医学放射線学科

専門学校ルネサンス・ペット・アカデ
ミー

専門課程(文化・教養関係)　動物看護師
科（２年制）

中央動物総合専門学校 文化教養専門課程　動物総合学科

富士メカニック専門学校 工業専門課程　国際自動車整備科

愛知県 愛知工業大学情報電子専門学校 工業専門課程　高度情報処理学科

工業専門課程　メカトロニクス学科

専門学校名古屋デザイナー学院 文化教養専門課程　アニメーション学科

中部美容専門学校名古屋校 第三部衛生専門課程　美容学科

名古屋医専 医療専門課程　視能訓練学科（夜間部）

名古屋カフェ・パティシエ＆調理専門
学校

衛生専門課程　食＆マネジメント科（昼
間Ⅰ部）

名古屋工学院専門学校 工業専門課程　ＡＩシステム科

名古屋ビューティーアート専門学校 衛生専門課程　エステティック科

名古屋ユマニテク調理製菓専門学校 衛生専門課程　調理師専科

名古屋リゾートアンドスポーツ専門学
校

文化・教養専門課程　スポーツビジネス
科

三重県 徳風技能専門学校 商業実務専門課程　トリミング科

大阪府 大阪観光専門学校 観光専門課程　観光ビジネス学科



大阪保育福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　総合こども学
科

国際東洋医療学院 医療専門課程　柔道整復学科（夜間部）

医療専門課程　鍼灸学科（夜間部）

国際ビジネスデザイン専門学校 商業実務専門課程　先端情報ビジネス学
科
商業実務専門課程　メディアデザイン学
科

専門学校ヒコ・みづのジュエリーカ
レッジ大阪

サイクル専門課程（工業）　スポーツ工
学デザイン科

中央工学校ＯＳＡＫＡ 工業専門課程　ブリッジシステムエンジ
ニア科
文化・教養専門課程　日越通訳・翻訳科

ホンダテクニカルカレッジ関西 工業専門課程　自動車整備留学生科

兵庫県 神戸・甲陽音楽＆ダンス専門学校 文化・教養専門課程　音楽クリエーター
科
文化・教養専門課程　商業音楽科

文化・教養専門課程　ダンス＆アクター
ズ科（昼間Ⅰ部）
文化・教養専門課程　ダンス＆アクター
ズ科（昼間Ⅱ部）
文化・教養専門課程　プロミュージシャ
ン科（昼間Ⅰ部）
文化・教養専門課程　プロミュージシャ
ン科（昼間Ⅱ部）

専門学校日本工科大学校 工業専門課程　国際ＡＩ・ＩＴ工学科

姫路医療専門学校 医療専門課程　言語聴覚士科

医療専門課程　作業療法士科

医療専門課程　臨床工学技士科

姫路ハーベスト医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科（３年
制）

奈良県 なら食と農の魅力創造国際大学校 衛生専門課程　フードクリエイティブ学
科
農業専門課程　アグリマネジメント学科

島根県 島根総合福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉実践科

岡山県 大原ビジネス公務員専門学校岡山校 商業実務専門課程　医療事務学科

商業実務専門課程　ビジネス学科

文化教養専門課程　法律行政学科（２年
制）

岡山情報ＩＴクリエイター専門学校 工業専門課程　クリエイター学科

工業専門課程　情報ＩＴ学科

専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　国際ＩＴシステム学科



美作市スポーツ医療看護専門学校 医療専門課程　柔道整復スポーツトレー
ナー学科（３年制）

広島県 朝日医療専門学校広島校 医療専門課程　柔道整復学科　昼間部
（午前コース）
医療専門課程　鍼灸学科 昼間部（午前
コース）

呉市医師会看護専門学校 医療専門課程　看護学科

広島国際学院専門学校 工業専門課程　自動車整備学科

広島市医師会看護専門学校 医療専門課程　看護科（２年課程全日
コース）

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　美容科

山口県 下松デンタルアカデミー専門学校 医療専門課程　歯科衛生士科

山口県理容美容専門学校 衛生専門課程　美容科

衛生専門課程　理容科

徳島県 専門学校徳島穴吹カレッジ 医療専門課程　歯科衛生士学科

教育・社会福祉専門課程　こども・社会
福祉学科
教育・社会福祉専門課程　こども保育学
科
工業専門課程　情報システム学科

工業専門課程　デジタルクリエイト学科

商業実務専門課程　医療事務・ドクター
ズクラーク学科
商業実務専門課程　情報ビジネス学科

文化・教養専門課程　行政ビジネス学科

香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 文化教養専門課程　海外ビジネス学科

福岡県 ＡＳＯポップカルチャー専門学校 文化・教養専門課程　ゲーム・ＣＧ・ア
ニメ科

九州医療スポーツ専門学校 医療専門課程　スポーツ鍼灸学科

九州観光専門学校 観光専門課程　観光ビジネス学科

国際アニメーション専門学校 文化・教養専門課程　ＣＧ科

文化・教養専門課程　音楽科

専門学校九州スクール・オブ・ビジネ
ス

ビジネス専門課程　ＩＴビジネス学科

ビジネス専門課程　動物看護学科

専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程　ミュージッククリエ
イト学科

専門学校共生館国際福祉医療カレッジ 社会福祉専門課程　介護福祉学科

専門学校日本デザイナー学院 文化教養専門課程　クリエイティブ学科



福岡外語専門学校 ビジネス専門課程　国際文化科

福岡ベルエポック美容専門学校 文化・教養専門課程　国際ビューティビ
ジネス科
文化・教養専門課程　ブライダルコー
ディネーター科

佐賀県 佐賀県農業大学校 畜産課程

農産園芸課程

長崎県 こころ医療福祉専門学校 医療専門課程　理学療法科

熊本県 九州測量専門学校 文化教養専門課程　日本語科（進学２年
コース）

大分県 ＩＶＹ大分医療総合専門学校 医療専門課程　歯科技工学科

藤華歯科衛生専門学校 医療専門課程　歯科衛生学科

鹿児島県 鹿児島キャリアデザイン専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども学科
（２年制）

沖縄県 専修学校エルケア医療保育専門学校 商業実務専門課程　医薬品スペシャリス
ト科

専修学校国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程　ＩＣＴマネジメント科

専門学校沖縄ブライダルモード学園 文化・教養専門課程　ブライダルリゾー
ト夜科

スペースチャイナ外語学院 文化・教養専門課程　中国語医療通訳科


