
【別添２】

平成７年４月１日に変更のあったもの

専 修 学 校 名 課　程　名 専 修 学 校 名 課　程　名
鹿児島県 鹿児島歯科学院専門学校 医療専門課程　歯科衛生士科 社団法人鹿児島県歯科医師会立

鹿児島歯科学院専門学校
医療専門課程　歯科衛生士科

医療専門課程　歯科技工士科 医療専門課程　歯科技工士科

平成２０年４月１日に変更のあったもの

専 修 学 校 名 課　程　名 専 修 学 校 名 課　程　名
岩手県 岩手リハビリテーション学院 医学専門課程　作業療法学科 岩手リハビリテーション学院 医療専門課程　作業療法学科

医学専門課程　理学療法学科 医療専門課程　理学療法学科

平成２５年４月１日に変更のあったもの

専 修 学 校 名 課　程　名 専 修 学 校 名 課　程　名
鹿児島県 社団法人鹿児島県歯科医師会立

鹿児島歯科学院専門学校
医療専門課程　歯科衛生士科 公益社団法人鹿児島県歯科医師

会立鹿児島歯科学院専門学校
医療専門課程　歯科衛生士科

医療専門課程　歯科技工士科 医療専門課程　歯科技工士科

平成２９年３月３１日に変更のあったもの

専 修 学 校 名 課　程　名 専 修 学 校 名 課　程　名
東京都 東京医療秘書福祉専門学校 医療秘書専門課程　医療秘書科 東京医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程　医療秘書科

医療秘書専門課程　くすりアド
バイザー科

商業実務専門課程　くすりアド
バイザー科

平成２９年１２月１日に変更のあったもの

専 修 学 校 名 課　程　名 専 修 学 校 名 課　程　名
奈良県 奈良総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程　秘書科 奈良総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療秘書科

平成３０年３月３１日に変更のあったもの

専 修 学 校 名 課　程　名 専 修 学 校 名 課　程　名
東京都 東京医療秘書福祉専門学校 医療秘書専門課程　医療保育科 東京医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程　医療保育科

医療秘書専門課程　診療情報管
理士科

商業実務専門課程　診療情報管
理士科

平成３０年４月１日に変更のあったもの

専 修 学 校 名 課　程　名 専 修 学 校 名 課　程　名
北海道 道東ヘアメイク専門学校 衛生専門課程　美容学科 釧路理容美容専門学校 衛生専門課程　美容学科

衛生専門課程　理容学科 衛生専門課程　理容学科

福島県 郡山健康科学専門学校 医療専門課程　柔道整復学科 郡山健康科学専門学校 医療専門課程　メディカルス
ポーツ柔道整復学科

石川県 大原美容＆ビューティー・ブラ
イダル専門学校

衛生専門課程　美容学科 金沢ウエディング・ビュー
ティー専門学校

衛生専門課程　美容学科

位置
変更前 変更後

変更前

位置
変更前 変更後

位置
変更後

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で名称変更があった課程

変更前

変更前

位置
変更後

位置
変更前 変更後

位置
変更後

位置
変更前 変更後



京都府 ディーズファッション専門学校 服飾・家政専門課程　ファッ
ションデザイン科

ディーズファッション専門学校 服飾・家政専門課程　ファッ
ションクリエイティブ学科

服飾・家政専門課程　ファッ
ションプロダクション科

服飾・家政専門課程　ファッ
ションビジネス科

服飾・家政専門課程　ファッ
ションビジネス学科

兵庫県 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

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（２年制）

福岡県 九州医療スポーツ専門学校 医療専門課程　柔道整復学科
（夜間部）

九州医療スポーツ専門学校 医療専門課程　スポーツ柔整学
科

長崎県 こころ医療福祉専門学校佐世保
校

医療専門課程　柔道整復科 こころ医療福祉専門学校佐世保
校

医療専門課程　スポーツ柔整科

平成３１年４月１日に変更のあったもの

専 修 学 校 名 課　程　名 専 修 学 校 名 課　程　名
福島県 国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　経営流通ビ

ジネス科
国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　販売ビジネ

ス科

国際ビューティファッション・
製菓大学校

衛生専門課程　パティシエ学科 国際ビューティ＆フード大学校 衛生専門課程　パティシエ学科

衛生専門課程　美容学科 衛生専門課程　美容学科

文化教養専門課程　メイク・ネ
イル学科

文化教養専門課程　メイク・ネ
イル学科

茨城県 日本農業実践学園 専門課程　本科 日本農業実践学園 専門課程　農業専門士科

東京都 中央理美容専門学校 美容専門課程　美容科 中央理美容専門学校 美容専門課程　美容通常学科

理容専門課程　理容科 理容専門課程　理容通常学科

日本デザイン福祉専門学校 商業実務専門課程　観光学科 日本デザイン福祉専門学校 商業実務専門課程　ホテル観光
学科

大阪府 大阪アミューズメントメディア
専門学校

文化・教養専門課程　声優タレ
ント学科

大阪アミューズメントメディア
専門学校

文化・教養専門課程　声優学科

文化・教養専門課程　ノベルス
学科

文化・教養専門課程　ノベルス
文芸学科

文化・教養専門課程　マンガ科 文化・教養専門課程　マンガイ
ラスト学科

大阪ペピイ動物看護専門学校 文化教養専門課程　動物看護福
祉学科

大阪ペピイ動物看護専門学校 文化教養専門課程　動物看護総
合学科

創造社デザイン専門学校 デザイン専門課程　ｉ．ｓｃｈ
ｏｏｌビジュアルデザイン学科

創造社デザイン専門学校 デザイン専門課程　モノづくり
学科　昼間部

デザイン専門課程　ｉ．ｓｃｈ
ｏｏｌ産業デザイン学科

デザイン専門課程　コトづくり
学科　昼間部

デザイン専門課程　ｄ．ｓｃｈ
ｏｏｌビジュアルデザイン特別
選択学科

デザイン専門課程　モノづくり
学科　夜間部

デザイン専門課程　ｄ．ｓｃｈ
ｏｏｌ産業デザイン特別選択学
科

デザイン専門課程　コトづくり
学科　夜間部

兵庫県 ハーベスト医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　リトミック
保育学科

ハーベスト医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　こども保育
学科

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）

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（午後コース）

医療専門課程　鍼灸学科（昼間
部）

医療専門課程　鍼灸学科 昼間
部（午後コース）

沖縄県 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
ゾート昼科

位置
変更前 変更後



令和２年２月１日に変更のあったもの

専 修 学 校 名 課　程　名 専 修 学 校 名 課　程　名
愛媛県 東城看護専門学校 看護専門課程　看護学科 東城看護専門学校 医療専門課程　看護学科

令和２年４月１日に変更のあったもの

専 修 学 校 名 課　程　名 専 修 学 校 名 課　程　名
北海道 エス・ワン動物専門学校 商業実務専門課程　犬の美容学

科
札幌どうぶつ専門学校 商業実務専門課程　犬の美容学

科

商業実務専門課程　動物看護学
科

商業実務専門課程　動物看護学
科

商業実務専門課程　ペットライ
フ学科

商業実務専門課程　ペットライ
フ学科

札幌商工会議所付属専門学校 工業専門課程　ビジネス情報学
科

札幌商工会議所付属専門学校 工業専門課程　情報・マネジメ
ント学科

札幌スポーツアンドメディカル
専門学校

文化教養専門課程　健康スポー
ツ科

札幌スポーツアンドメディカル
専門学校

文化教養専門課程　スポーツイ
ンストラクター科

札幌ブライダルアンドホテル観
光専門学校

商業実務専門課程　観光総合科 札幌ブライダルアンドホテル観
光専門学校

商業実務専門課程　ホテルエア
トラベル科

札幌ベルエポック製菓調理専門
学校

衛生専門課程　製菓調理科
（昼）

札幌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

衛生専門課程　調理師科

衛生専門課程　調理実践科 衛生専門課程　スイーツ・フー
ド実践科

衛生専門課程　パティシエ実践
科

日本工学院北海道専門学校 医療専門課程　医療秘書科 日本工学院北海道専門学校 医療専門課程　医療事務科

商業実務専門課程　ビジネス学
科

商業実務専門課程　ホテル科

函館市医師会看護専門学校 医療専門課程　看護学科 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　看護学科

美芸学園幼児教育専門学校 教育社会福祉専門課程　こども
保育学科

明日佳幼児教育専門学校 教育社会福祉専門課程　こども
保育学科

教育社会福祉専門課程　幼児保
育学科

教育社会福祉専門課程　幼児保
育学科

北海道ハイテクノロジー専門学
校

専門課程　子ども・こころ学科 北海道ハイテクノロジー専門学
校

教育・社会福祉専門課程　こど
も保育学科

北海道メディカル・スポーツ専
門学校

文化・教養専門課程　スポーツ
学科

北海道メディカル・スポーツ専
門学校

文化・教養専門課程　スポーツ
トレーナー学科

吉田学園情報ビジネス専門学校 文化・教養専門課程　公務員学
科

吉田学園公務員法科専門学校 文化・教養専門課程　公務員学
科（二年）

岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジ
ネス

衛生専門課程　パティシエ科
（２年制）

盛岡外語観光＆ブライダル専門
学校

衛生専門課程　パティシエ科
（２年制）

商業実務専門課程　国際ビジネ
ス科（２年制）

商業実務専門課程　国際ビジネ
ス科（２年制）

商業実務専門課程　総合ビジネ
ス科（２年制）

商業実務専門課程　総合ビジネ
ス科（２年制）

商業実務専門課程　トラベルビ
ジネス科

商業実務専門課程　トラベルビ
ジネス科

商業実務専門課程　ファッショ
ン・ショップビジネス科

商業実務専門課程　ファッショ
ン・ショップビジネス科

商業実務専門課程　ブライダル
ビジネス科

商業実務専門課程　ブライダル
ビジネス科

商業実務専門課程　ホテルビジ
ネス科

商業実務専門課程　ホテルビジ
ネス科

盛岡医療福祉専門学校 医療専門課程　柔道整復学科 盛岡医療福祉スポーツ専門学校 医療専門課程　柔道整復学科

医療専門課程　鍼灸学科 医療専門課程　鍼灸学科

位置
変更前 変更後

位置
変更前 変更後



教育・社会福祉専門課程　介護
福祉学科

教育・社会福祉専門課程　介護
福祉学科

教育・社会福祉専門課程　こど
も福祉学科

教育・社会福祉専門課程　こど
も福祉学科

教育・社会福祉専門課程　こど
も未来学科

教育・社会福祉専門課程　こど
も未来学科

教育・社会福祉専門課程　社会
福祉学科

教育・社会福祉専門課程　社会
福祉学科

商業実務専門課程　医療事務学
科

商業実務専門課程　医療事務学
科

文化・教養専門課程　スポーツ
健康学科

文化・教養専門課程　スポーツ
健康学科

盛岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程　会計ビジネス科 盛岡情報ビジネス＆デザイン専
門学校

工業専門課程　会計ビジネス科

工業専門課程　システム工学科 工業専門課程　総合システム工
学科

工業専門課程　情報システム科 工業専門課程　情報システム科

工業専門課程　情報ビジネス科 工業専門課程　情報ビジネス科

工業専門課程　総合デザイン科 工業専門課程　総合デザイン科

工業専門課程　デザイン科 工業専門課程　デザイン科

工業専門課程　ネットワークセ
キュリティ科

工業専門課程　ネットワークセ
キュリティ科

宮城県 仙台医療福祉専門学校 商業実務専門課程　医療秘書学
科

仙台医療福祉専門学校 商業実務専門課程　医療事務総
合学科

仙台コミュニケーションアート
専門学校

衛生専門課程　カフェ・パティ
シエ科（昼間Ⅰ部）

仙台カフェ・パティシエ＆調理
専門学校

衛生専門課程　カフェ・パティ
シエ科（昼間Ⅰ部）

衛生専門課程　調理師科 衛生専門課程　調理師科

東京ＩＴ会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程　ＩＴビジネ
ス学科

東京ＩＴ会計専門学校仙台校 商業実務専門課程　ＩＴビジネ
ス学科

ビジネス専門課程　会計学科 商業実務専門課程　会計学科

ビジネス専門課程　情報管理学
科（２年制）

商業実務専門課程　情報管理学
科

ビジネス専門課程　ビジネス学
科

商業実務専門課程　ビジネス学
科

東北電子専門学校 工業専門課程　スマートフォン
アプリ開発科

東北電子専門学校 工業専門課程　モバイルアプリ
ケーション科

秋田県 秋田コアビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ビジネス
キャリア科

秋田コアビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ビジネスマ
ネジメント科

商業実務専門課程　ホテル・ブ
ライダル科

商業実務専門課程　ホスピタリ
ティマネジメント科

山形県 専門学校山形Ｖ.カレッジ 文化・教養関係専門課程　総合
キャリア科

専門学校山形Ｖ.カレッジ 文化・教養関係専門課程　医薬
事務・企業会計科

福島県 国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　医療情報科 国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　医療ビジネ
ス科

国際ビューティ＆フード大学校 文化教養専門課程　エステ
ティック学科

国際ビューティ＆フード大学校 文化教養専門課程　トータル
ビューティ学科

文化教養専門課程　ブライダル
ビューティ学科

文化教養専門課程　ブライダル
コーディネート学科

茨城県 専門学校文化デザイナー学院 産業デザイン専門課程　インテ
リアデザイン学科

専門学校文化デザイナー学院 産業デザイン専門課程　インテ
リア＆家具クラフト学科

つくば歯科衛生専門学校 歯科衛生士専門課程　歯科衛生
士科

つくば歯科福祉専門学校 歯科衛生士専門課程　歯科衛生
士科

筑波総合福祉専門学校 教育社会福祉専門課程　医療福
祉学科

筑波医療福祉専門学校 教育社会福祉専門課程　医療事
務学科

教育社会福祉専門課程　介護福
祉学科

教育社会福祉専門課程　介護福
祉学科

筑波保育医療専門学校 教育社会福祉専門課程　幼児保
育学科

筑波保育経理専門学校 教育社会福祉専門課程　こども
学科



商業実務専門課程　経理ビジネ
ス学科

商業実務専門課程　経理ビジネ
ス学科

日立メディカルセンター看護専
門学校

専門課程　看護学科 日立メディカルセンター看護専
門学校

看護専門課程　第２看護学科

栃木県 国際ペット総合専門学校 文化・教養専門課程　飼育・し
つけ学科

国際ペット総合専門学校 文化・教養専門課程　ドッグト
レーナー＆アニマルケア学科

群馬県 アーツサウンドビジュアル専門
学校

文化・教養専門課程　ビジュア
ル・サウンド学科

アーツサウンドビジュアル専門
学校

文化・教養専門課程　ビジュア
ル・ムービークリエイター学科

文化・教養専門課程　ライブ・
イベント学科

文化・教養専門課程　ライブ・
イベントプランナー学科

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　ブライダ
ル・ウエディング学科

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　ウェディン
グプランナー学科

館林高等看護学院 医療専門課程　看護学科 公立館林高等看護学院 医療専門課程　看護学科

中央動物看護専門学校 文化教養専門課程　国際動物看
護学科

中央動物看護専門学校 文化教養専門課程　動物看護学
科

前橋総合技術ビジネス専門学校 商業実務専門課程　日本語ビジ
ネス学科

国際産業技術専門学校 商業実務専門課程　日本語ビジ
ネス学科

商業実務専門課程　ビジネス商
業学科

商業実務専門課程　ビジネス商
業学科

埼玉県 大宮スイーツ＆カフェ専門学校 衛生専門課程　スイーツパティ
シエ科

大宮スイーツアンドカフェ専門
学校

衛生専門課程　スイーツパティ
シエ科

埼玉福祉・保育専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉士
科

埼玉福祉保育医療専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉士
科

社会福祉専門課程　こども福祉
科Ⅱ部

社会福祉専門課程　こども福祉
科Ⅱ部

社会福祉専門課程　社会福祉士
科

社会福祉専門課程　社会福祉士
科

社会福祉専門課程　保育士科 社会福祉専門課程　保育士科

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 埼玉ベルエポック製菓調理専門
学校

衛生専門課程　製菓衛生師科

千葉県 大原医療秘書福祉専門学校千葉
校

教育・社会福祉専門課程　介護
福祉科

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　介護
福祉科

商業実務専門課程　医療事務科 商業実務専門課程　医療事務科

東京都 ＪＴＢトラベル＆ホテルカレッ
ジ

商業実務専門課程　国際ホテル
科

ＪＴＢトラベル＆ホテルカレッ
ジ

商業実務専門課程　国際ホテル
&ブライダル科

新宿医療専門学校 医療専門課程　ヒューマンサイ
エンス柔道整復学科（昼間部）

新宿医療専門学校 医療専門課程　柔道整復学科
（昼間部）

医療専門課程　ヒューマンサイ
エンス鍼灸学科（昼間部）

医療専門課程　鍼灸学科（午
前）

医療専門課程　鍼灸学科（午
後）

専門学校イーエスピーミュージ
カルアカデミー

音楽専門課程　ギタークラフト
科３年制Ⅰ部

専門学校ＥＳＰエンタテインメ
ント東京

音楽専門課程　楽器技術科３年
制Ⅰ部

音楽専門課程　ギタークラフト
科３年制Ⅱ部

音楽専門課程　楽器技術科３年
制Ⅱ部

中央工学校 工業専門課程　土木科 中央工学校 工業専門課程　土木測量科

工業専門課程　メカニカルデザ
イン科

工業専門課程　機械設計科

東京アニメ・声優専門学校 文化・教養専門課程　アニメ総
合制作科（昼間部一）

東京アニメ・声優＆ｅスポーツ
専門学校

文化・教養専門課程　アニメ総
合制作科（昼間部一）

文化・教養専門課程　アニメ総
合制作科（昼間部二）

文化・教養専門課程　アニメ総
合制作科（昼間部二）

文化・教養専門課程　パフォー
ミングアーツ科（昼間部一）

文化・教養専門課程　パフォー
ミングアーツ科（昼間部一）

文化・教養専門課程　パフォー
ミングアーツ科（昼間部二）

文化・教養専門課程　パフォー
ミングアーツ科（昼間部二）

東京医療専門学校 医療専門課程　柔道整復科（夜
間特修コース）

東京医療専門学校 医療専門課程　柔道整復科夜間
特修コース

医療専門課程　鍼灸科（専科）
Ⅰ部

医療専門課程　鍼灸科Ⅰ部



医療専門課程　鍼灸科（専科）
（夜間特修コース）

医療専門課程　鍼灸科夜間特修
コース

医療専門課程　鍼灸マッサージ
科（本科）Ⅰ部

医療専門課程　鍼灸マッサージ
科Ⅰ部

東京工学院専門学校 芸術専門課程　Ｗｅｂクリエー
ター科

東京工学院専門学校 芸術専門課程　Ｗｅｂデザイン
科

東京スポーツ・レクリエーショ
ン専門学校

文化・教養専門課程　スポーツ
インストラクター科（昼間部）

東京スポーツ・レクリエーショ
ン専門学校

文化・教養専門課程　コーチ・
スポーツインストラクター科
（昼間部）

東京服飾専門学校 服飾専門課程　スタイリスト科
スタイリストコース

東京服飾専門学校 服飾専門課程　スタイリスト科

東京ブライダル専門学校 文化教養専門課程　ブライダル
学科（昼間部）

東京ブライダル専門学校 文化教養専門課程　ブライダル
科（昼間部）

日本ウェルネス保育専門学校 医事管理専門課程　医療情報管
理学科

日本ウェルネス保育専門学校 医事管理専門課程　医療事務学
科

ハリウッド美容専門学校 美容専門課程　トータルビュー
ティ専門科(昼間部)

ハリウッド美容専門学校 美容総合専門課程　美容総合学
科(昼間部・２年制)

美容専門課程　美容専門科(昼
間)

美容専門課程　美容専門科
(夜間)

美容総合専門課程　美容総合学
科(夜間部)

ホスピタリティツーリズム専門
学校

商業実務専門課程　エアライン
学科　キャビンアテンダント科

ホスピタリティツーリズム専門
学校

商業実務専門課程　エアライン
学科　グランドスタッフ科（昼
間部）

商業実務専門課程　エアライン
学科　グランドハンドリング科

商業実務専門課程　観光学科
（昼間部）

商業実務専門課程　観光科（昼
間部）

商業実務専門課程　鉄道学科
鉄道サービス科 （昼間部）

商業実務専門課程　鉄道科

商業実務専門課程　ホスピタリ
ティサービス学科　英語コミュ
ニケーション科（昼間部）

商業実務専門課程　英語コミュ
ニケーション科

商業実務専門課程　ホスピタリ
ティサービス学科　テーマパー
ク科（昼間部）

商業実務専門課程　テーマパー
ク科（昼間部）

商業実務専門課程　ホスピタリ
ティサービス学科　ホテル科
（昼間部）

商業実務専門課程　ホテル科
（昼間部）

神奈川県 厚木文化専門学校 服飾・家政専門課程　家政学科
昼間部

厚木文化専門学校 服飾・家政専門課程　生活デザ
イン科（昼間部）

情報科学専門学校 工業専門課程　情報工学科 情報科学専門学校 工業専門課程　実践ＩｏＴ科

新横浜歯科技工士専門学校 医療専門課程　歯科技工士科 新横浜歯科衛生士・歯科技工士
専門学校

医療専門課程　歯科技工士科

横浜リゾートアンドスポーツ専
門学校

文化・教養専門課程　健康ス
ポーツ科

横浜リゾートアンドスポーツ専
門学校

文化教養専門課程　スポーツイ
ンストラクター科

新潟県 ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ 文化・教養専門課程　サッ
カー・スポーツビジネス科

ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ 文化・教養専門課程　サッカー
ビジネス科

アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程　健康ス
ポーツ科

アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程　こどもイ
ンストラクター科

国際音楽・ダンス・エンタテイ
メント専門学校

文化・教養専門課程　ダンスエ
ンタテイメント科

国際音楽・ダンス・エンタテイ
メント専門学校

文化・教養専門課程　ダンス科

国際こども・福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程　介護
福祉学科

国際こども・福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程　福祉
健康サポート学科

国際自然環境アウトドア専門学
校

文化・教養専門課程　アウトド
アライフ学科

国際自然環境アウトドア専門学
校

文化・教養専門課程　野外教
育・アウトドアスポーツ学科

長岡公務員・情報ビジネス専門
学校

工業専門課程　ＣＧ・Ｗｅｂデ
ザイン科

長岡公務員・情報ビジネス専門
学校

工業専門課程　ＣＧ・Ｗｅｂビ
ジネス科

新潟高度情報専門学校 工業専門課程　デジタルデザイ
ン科

新潟高度情報専門学校 工業専門課程　デジタルクリエ
イティブ科

商業実務専門課程　エアライン
科（昼間部）



富山県 富山デザイン・ビューティー専
門学校

衛生専門課程　ビューティー
アート学科

臼井美容専門学校 衛生専門課程　美容学科

服飾・家政専門課程　ファッ
ションビジネス学科

服飾・家政専門課程　ファッ
ションビジネス学科

石川県 金沢科学技術専門学校 工業専門課程　映像音響学科 （専）金沢科学技術大学校 工業専門課程　映像音響学科

工業専門課程　家具クラフト学
科

工業専門課程　家具クラフト学
科

工業専門課程　建築学科 工業専門課程　建築学科

工業専門課程　自動車工学科 工業専門課程　自動車工学科

工業専門課程　情報工学科 工業専門課程　情報工学科

工業専門課程　電気エネルギー
工学科

工業専門課程　電気エネルギー
工学科

スーパースイーツ調理専門学校 衛生専門課程　高度調理師学科 国際調理専門学校 衛生専門課程　高度調理師学科

長野県 専門学校カレッジオブキャリア
共和校

工業専門課程　自動車整備科二
級自動車整備士コース

専門学校長野自動車大学校 工業専門課程　二級自動車整備
科

専門学校カレッジオブキャリア
長野校

工業専門課程　情報科 専門学校カレッジオブキャリア 工業専門課程　デジタルクリ
エーション科

商業実務専門課程　経理科 商業実務専門課程　ブライダ
ル・ホテル科

岐阜県 岐阜保健大学医療専門学校 医療専門課程　東洋医療学科
柔道整復科

岐阜保健大学医療専門学校 医療専門課程　スポーツ健康学
科　柔道整復科

医療専門課程　東洋医療学科
はり・きゅう科

医療専門課程　スポーツ健康学
科　はり・きゅう科

日本総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療福祉学
科

日本総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療秘書学
科

静岡県 静岡産業技術専門学校 工業専門課程　ＣＧ・アニメー
ション科

静岡産業技術専門学校 工業専門課程　ＣＧ技術科

下田看護専門学校 医療専門課程　看護学科 湘南医療大学附属下田看護専門
学校

医療専門課程　看護学科

専門学校静岡電子情報カレッジ 工業専門課程　ゲーム応用学科 専門学校静岡電子情報カレッジ 工業専門課程　ＩＴゲーム＆ロ
ボットシステム学科

商業実務専門課程　映像・音響
デザイン学科

商業実務専門課程　音響＆映像
メディアクリエイト学科

専門学校中央医療健康大学校 医療専門課程　スポーツ柔整学
科

専門学校中央医療健康大学校 医療専門課程　スポーツ柔整学
科（午前部）

医療専門課程　柔道整復学科
（夜間部）

医療専門課程　スポーツ柔整学
科（午後部）

医療専門課程　鍼灸健康学科
（昼間部）

医療専門課程　トータルケア鍼
灸学科（昼間部）

医療専門課程　鍼灸健康学科
（夜間部）

医療専門課程　トータルケア鍼
灸学科（夜間部）

専門学校ルネサンス・デザイン
アカデミー

衛生専門課程　美容師科 ルネサンス デザイン・美容専
門学校

専門課程（衛生関係）　美容師
科

専門課程（文化・教養関係）
建築士・インテリアコーディ
ネーター科

専門課程（文化・教養関係）
建築士・インテリアコーディ
ネーター科

専門課程（文化・教養関係）
ブライダル・トータルビュー
ティー科

専門課程（文化・教養関係）
ブライダル・トータルビュー
ティー科

文化･教養専門課程　イラスト
レーション科

専門課程（文化・教養関係）
イラストレーション科

文化･教養専門課程　広告･写
真･Ｗｅｂデザイン科

専門課程（文化・教養関係）
広告・写真・Webデザイン科

富士リハビリテーション専門学
校

医療専門課程　作業療法学科 専門学校 富士リハビリテー
ション大学校

医療専門課程　作業療法学科

医療専門課程　理学療法学科 医療専門課程　理学療法学科

愛知県 専門学校名古屋デザイナー学院 文化教養専門課程　マンガ・ア
ニメーション学科

専門学校名古屋デザイナー学院 文化教養専門課程　マンガ学科



トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程　グラフィッ
クデザイン学科

トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程　総合デザイ
ン学科

名古屋工学院専門学校 工業専門課程　メカトロ工房制
御技術科

名古屋工学院専門学校 工業専門課程　機械制御科

名古屋コミュニケーションアー
ト専門学校

衛生専門課程　カフェ総合科
（昼間Ⅰ部）

名古屋カフェ・パティシエ＆調
理専門学校

衛生専門課程　カフェ・パティ
シエ科（昼間Ⅱ部）

衛生専門課程　製菓・製パン科
（昼間Ⅰ部）

衛生専門課程　カフェ・パティ
シエ科（昼間Ⅰ部）

衛生専門課程　調理師科（昼間
部）

衛生専門課程　調理師科（昼間
部）

名古屋デジタル工科専門学校 工業専門課程　機械・自動車工
学科

名古屋未来工科専門学校 工業専門課程　機械・自動車工
学科

工業専門課程　建築デザイン学
科

工業専門課程　建築デザイン学
科

工業専門課程　バイオ工学科 工業専門課程　バイオ工学科

名古屋ファッション・ビュー
ティー専門学校

衛生専門課程　ビューティービ
ジネス科

名古屋ビューティー専門学校 衛生専門課程　ビューティービ
ジネス科

服飾・家政専門課程　ファッ
ションテクニカル科

服飾・家政専門課程　ファッ
ションテクニカル科

名古屋平成看護医療専門学校 文化教養専門課程　トレーナー
学科

名古屋平成看護医療専門学校 文化・教養専門課程　アスレ
ティックトレーナー学科

三重県 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

ユマニテクライフデザイン専門
学校

文化教養専門課程　観光ビジネ
ス学科

滋賀県 水口女子専門学校 専門課程　生活学科 向陽台水口専門学校 専門課程　生活学科

専門課程　服飾デザイン科 専門課程　服飾デザイン科

専門課程　幼児学科 専門課程　幼児学科

京都府 大原簿記法律専門学校京都校 商業実務専門課程　情報処理学
科

大原簿記ビジネス公務員専門学
校京都校

商業実務専門課程　情報処理学
科

商業実務専門課程　税理士・会
計士学科（２年制）

商業実務専門課程　税理士・会
計士学科（２年制）

商業実務専門課程　ビジネス学
科

商業実務専門課程　ビジネス学
科（２年制）

文化・教養専門課程　法律行政
学科

文化・教養専門課程　法律行政
学科（２年制）

キャリエールホテル旅行専門学
校

商業実務専門課程　ブライダル
学科

京都ホテル観光ブライダル専門
学校

商業実務専門課程　ブライダル
学科

商業実務専門課程　ホテル学科 商業実務専門課程　ホテル学科

商業実務専門課程　旅行学科 商業実務専門課程　旅行学科

京都府立視力障害者福祉セン
ター

専門課程　あん摩マッサージ指
圧科はり科きゅう科

京都府立視力障害者福祉セン
ター

専門課程　あん摩マッサージ指
圧・はり・きゅう科

大阪府 大阪社会体育専門学校 社会体育専門課程　健康スポー
ツ科

大阪社体スポーツ専門学校 社会体育専門課程　健康スポー
ツ科

大阪総合デザイン専門学校 デザイン専門課程　インテリア
デザイン学科

大阪総合デザイン専門学校 デザイン専門課程　デザイン学
科

デザイン専門課程　ビジュアル
コミュニケーションデザイン学
科

デザイン専門課程　エンタテイ
ンメントデザイン学科

デザイン専門課程　クリエイ
ティブ学科

デザイン専門課程　ビジュアル
クリエーター学科

デザイン専門課程　漫画学科

大手前栄養製菓学院専門学校 衛生専門課程　栄養学科 大手前栄養学院専門学校 衛生専門課程　栄養学科

駿台観光アンド外語ビジネス専
門学校

外国語専門課程　進学日本語専
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　総合日本語専
科



兵庫県 ハーベスト医療福祉専門学校 医療専門課程　医薬健康学科 姫路ハーベスト医療福祉専門学
校

医療専門課程　医薬健康学科

医療専門課程　理学療法学科
（昼間部）

医療専門課程　理学療法学科
（昼間部）

医療専門課程　理学療法学科
（夜間部）

医療専門課程　理学療法学科
（夜間部）

社会福祉専門課程　介護福祉学
科（２年制）

社会福祉専門課程　介護福祉学
科（２年制）

社会福祉専門課程　こども保育
学科

社会福祉専門課程　こども保育
学科

奈良県 ハートランドしぎさん看護専門
学校

看護専門課程　看護学科 ハートランドしぎさん看護専門
学校

医療専門課程（３年課程）　看
護学科

鳥取県 日本海情報ビジネス専門学校 工業系専門課程　情報コミュニ
ケーションコース

日本海情報ビジネス専門学校 工業系専門課程　情報ビジネス
コース

島根県 島根デザイン専門学校 専門課程　ビジュアルデザイン
科

島根デザイン専門学校 専門課程　ＩＴデザイン科

専門学校松江総合ビジネスカ
レッジ

商業実務専門課程　現代ビジネ
ス学科

専門学校松江総合ビジネスカ
レッジ

商業実務専門課程　地域経済学
科

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　バイオサイエン
ス学科

岡山科学技術専門学校 工業専門課程　食品生命科学科

工業専門課程　ものづくり工学
科

工業専門課程　ものづくり創造
学科

専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程　会計ビジネ
ス学科

専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程　経営アシス
ト学科

専門学校ビーマックス（Ｂｅ－
ＭＡＸ）

商業実務専門課程　医療事務学
科

専門学校ビーマックス 商業実務専門課程　メディカル
スタッフビジネス学科

広島県 ＩＷＡＤ環境福祉リハビリ専門
学校

医療専門課程　リハビリテー
ション学科

広島国際医療福祉専門学校 医療専門課程　作業療法学科

医療専門課程　理学療法学科

教育・社会福祉専門課程　人間
総合福祉学科

教育・社会福祉専門課程　人間
総合福祉学科

穴吹動物専門学校 商業実務専門課程　動物看護総
合学科

穴吹動物専門学校 商業実務専門課程　動物総合学
科

商業実務専門課程　動物美容学
科

商業実務専門課程　動物健康美
容学科

専門学校広島工学院大学校 工業専門課程　電気・デジタル
通信学科

専門学校広島工学院大学校 工業専門課程　電気・通信施工
学科

広島外語専門学校 文化・教養専門課程　米国留学
科

広島外語専門学校 文化・教養専門課程　大学編入
学科

広島市医師会看護専門学校 医療専門課程　看護科 広島市医師会看護専門学校 医療専門課程　看護科（２年課
程夜間コース）

徳島県 専門学校穴吹調理デザイン
ビューティカレッジ

衛生専門課程　高度調理学科 専門学校徳島穴吹カレッジ 衛生専門課程　高度調理学科

衛生専門課程　パティシエ・
ベーカリー学科

衛生専門課程　パティシエ・
ベーカリー学科

衛生専門課程　美容学科 衛生専門課程　美容学科

工業専門課程　グラフィックデ
ザイン学科

工業専門課程　グラフィックデ
ザイン学科

商業実務専門課程　マンガ・イ
ラスト学科

商業実務専門課程　マンガ・イ
ラスト学科

文化・教養専門課程　ブライダ
ル・ファッション学科

文化・教養専門課程　ブライダ
ル・ファッション学科

香川県 専門学校穴吹ビューティカレッ
ジ

文化教養専門課程　国際エステ
ティック学科

専門学校穴吹ビューティカレッ
ジ

文化教養専門課程　トータルエ
ステティック学科

高知県 龍馬看護ふくし専門学校 医療専門課程　医療事務学科 龍馬看護ふくし専門学校 医療専門課程　医療事務・医療
秘書学科

福岡県 麻生医療福祉専門学校福岡校 商業実務専門課程　医療秘書科 麻生医療福祉専門学校福岡校 商業実務専門課程　医療秘書・
事務科

麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程　組込みシステム
科

麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程　電子システム工
学科

製菓・医療九州ビジネス専門学
校

衛生専門課程　製菓衛生師科 九州ビジネス専門学校 衛生専門課程　製菓衛生師科



商業実務専門課程　ＩＴ学科 商業実務専門課程　ＩＴ科

商業実務専門課程　医療ビジネ
ス科

商業実務専門課程　医療ビジネ
ス科

専門学校麻生医療福祉＆観光カ
レッジ

教育・社会福祉専門課程　こど
も福祉科

専門学校麻生医療福祉＆観光カ
レッジ

教育・社会福祉専門課程　こど
も保育科

専修学校麻生ビューティーカ
レッジ

衛生専門課程　美容科（昼間
部）

麻生美容専門学校 衛生専門課程　美容科

専門学校九州デザイナー学院 文化・教養専門課程　トイデザ
イン学科

専門学校九州デザイナー学院 文化・教養専門課程　フィギュ
アデザイン学科

専門学校コンピュータ教育学院
ビジネスカレッジ

コンピュータ専門課程　キャリ
ア形成学科

専門学校コンピュータ教育学院
ビジネスカレッジ

コンピュータ専門課程　スポー
ツテクノロジー学科

コンピュータ専門課程　国際情
報ビジネス学科

コンピュータ専門課程　グロー
バル情報メディア学科

コンピュータ専門課程　情報ビ
ジネス学科

コンピュータ専門課程　情報メ
ディア学科

専門学校西鉄国際ビジネスカ
レッジ

商業実務専門課程　トラベル科 専門学校西鉄国際ビジネスカ
レッジ

商業実務専門課程　観光科

福岡建設専門学校 工業専門課程　建築科 福岡建設専門学校 工業専門課程　建築科夜間

工業専門課程　建築工学科 工業専門課程　建築科昼間

工業専門課程　土木工学科 工業専門課程　土木科昼間

福岡ブライダル＆ホテル・観光
専門学校

商業実務専門課程　ホテル＆旅
行科

福岡ウェディング＆ホテル・Ｉ
Ｒ専門学校

商業実務専門課程　エアライン
科

福岡リゾートアンドスポーツ専
門学校

社会体育専門課程　健康スポー
ツ科

福岡リゾートアンドスポーツ専
門学校

社会体育専門課程　スポーツイ
ンストラクター科

佐賀県 九州医療専門学校 医療専門課程　柔道整復師科Ⅰ
部

九州医療専門学校 医療専門課程　柔道整復師科

佐賀県立総合看護学院 専門課程　看護学科 佐賀県医療センター好生館看護
学院

専門課程　看護学科

大分県 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）

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２
年制学科

宮崎県 宮崎医療管理専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育
科

宮崎医療管理専門学校 教育・社会福祉専門課程　こど
も科

宮崎調理製菓専門学校 衛生専門課程　調理師専攻科２
年コース

マナビヤ宮崎アカデミー 専門課程　調理師専攻科２年
コース

沖縄県 専修学校育成保育カレッジ 社会福祉専門課程福祉保育科 専修学校育成保育カレッジ 社会福祉専門課程こども文化学
科

専修学校沖縄大原簿記公務員専
門学校

商業実務専門課程情報経理科
（３年制）

専修学校沖縄大原簿記公務員専
門学校

商業実務専門課程総合ビジネス
科（３年制）

専修学校国際電子ビジネス専門
学校

工業専門課程情報ライセンス科
（２年制）

専修学校国際電子ビジネス専門
学校

工業専門課程情報スペシャリス
ト科（２年制）


