
令和元年度 指定校推薦一覧（確定） 

＜専門学校＞ 

学校名 学部学科 所在地 

大原簿記公務員専門学校新潟校  新潟県 

大原医療秘書専門学校新潟校  新潟県 

北里大学保健衛生専門学院 臨床検査技師養成科 管理栄養科 保健看護科 新潟県 

クレアヘアモード専門学校 美容師科 新潟県 

国際調理製菓専門学校 シェフ 健康給食 カフェ 調理師 パティシエ学科 新潟県 

国際こども・福祉カレッジ 
こども保育学科 こども福祉教育学科 こども未来教育学科 

福祉健康サポート学科 福祉心理学科 
新潟県 

国際メディカル専門学校 鍼灸学科 診療情報管理士学科 医療事務学科 新潟県 

上越看護専門学校 看護学科 新潟県 

長岡こども福祉カレッジ こども保育科 介護福祉科 社会福祉科 新潟県 

新潟公務員法律専門学校  新潟県 

新潟医療福祉カレッジ 全学科 新潟県 

新潟ビジネス専門学校 全学科 新潟県 

新潟高度情報専門学校 
高度情報システム科 情報システム科 

ゲーム開発専門科 ゲーム開発技術科 情報工学科 
新潟県 

新潟工科専門学校 全学科 新潟県 

新潟こども保育カレッジ こども保育科 新潟県 

新潟こども医療専門学校 こども未来学科 こども発達学科 こども学科 医療事務総合学科 新潟県 

新潟コンピュータ専門学校 全学科 新潟県 

新潟柔整専門学校  新潟県 

新潟情報専門学校 全学科 新潟県 

にいがた製菓調理師専門学校えぷろん 製菓技術科 調理技術科 こども・集団調理科 新潟県 

新潟デザイン専門学校 全学科 新潟県 

新潟日建工科専門学校 全学科 新潟県 

新潟農業・バイオ専門学校 農業専門課程 全学科 新潟県 

日本こども福祉専門学校 こども保育学科 くすり総合学科 新潟県 

北陸食育フードカレッジ 調理専攻学科 フードマイスター科 製菓・製パン専攻学科 新潟県 

北陸福祉保育専門学院 介護福祉学科 福祉保育学科 こども未来学科 こども学科 新潟県 

悠久山栄養調理専門学校 栄養士科 調理専攻科 調理師科 新潟県 

専門学校長野ビジネス外国カレッジ 全学科 長野県 

専門学校カレッジオブキャリア 全学科（自動車整備科一級整備士コースは除く） 長野県 

信州医療福祉専門学校 
はりきゅう学科 柔道整復学科 介護福祉学科 

スポーツトレーナー学科 
長野県 

長野理美容専門学校   長野県 

長野救急医療専門学校 柔道整復師学科 救急救命士学科 長野県 

文化学園長野保育専門学校 保育科 長野県 

富山県理美容専門学校 全学科 富山県 

金沢医療技術専門学校 看護学科，鍼灸学科，歯科衛生学科 石川県 



群馬自動車大学校 自動車整備専門課程 群馬県 

群馬動物専門学校 動物総合学科 群馬県 

高崎動物専門学校太田動物専門学校 ペットビジネス科 群馬県 

フェリカ建築＆デザイン専門学校 全学科 群馬県 

日産栃木整備専門学校 自動車整備科 栃木県 

大川学園医療福祉専門学校 柔道整復学科 介護福祉学科 埼玉県 

埼玉自動車大学校 １級自動車整備士（４年制） ２級自動車整備科（２年制） 埼玉県 

西武学園医学技術専門学校 
栄養士科 

臨床検査技師 言語聴覚学科 

埼玉県/ 

東京都 

日本医科学大学校 看護師科 視能訓練士科 メディカル外語学科 埼玉県 

専門学校日本医科学大学校 看護師科 視能訓練士科 埼玉県 

ホンダテクニカルカレッジ関東 
①一級自動車整備研究科 

②自動車整備科 自動車開発エンジニア科 
埼玉県 

窪田理美容専門学校 全学科 東京都 

国際調理製菓専門学校 全学科 東京都 

国際文化理容美容専門学校 美容科 理容科 東京都 

駿台電子情報＆ビジネス専門学校 
コンピュータ高度技術科 ＳＥプログラマ科 

デジタルクリエイター科 情報ビジネス科 
東京都 

尚美ミュージックカレッジ専門学校 全学科 東京都 

駿台法律経済＆ビジネス専門学校 法律経済学科 法律実務学科 行政教養学科 東京都 

聖徳大学幼児教育専門学校 保育科 第一部（昼間） 第二部（夜間） 東京都 

高山美容専門学校 美容科 東京都 

東京聖栄大学附属調理師専門学校 調理師科 東京都 

東京栄養食糧専門学校 栄養士科 東京都 

東京多摩調理製菓専門学校 調理高度技術学科 調理師科 製菓・製パン科 東京都 

東京製菓学校 全科 東京都 

東京 IT会計専門学校 全学科 東京都 

東京法律専門学校 全学科 東京都 

日本動物専門学校 全学科 東京都 

東京ビジュアルアーツ 全学科 東京都 

東京デザイナー学院 全学科 東京都 

東京スクール・オブ・ビジネス 全学科 東京都 

東京豊島 IT医療福祉専門学校 
介護福祉学科 社会福祉学科 情報ビジネス学科 

会計ビジネス学科 公務員養成学科 行政事務学科他 
東京都 

東放学園専門学校 全学科 東京都 

東放学園映画専門学校 全学科 東京都 

東放学園音響専門学校 全学科 東京都 

専門学校東京アナウンス学院 全学科 東京都 

日本工学院専門学校蒲田校 
クリエイターズ デザイン ミュージック IT テクノロジー 

医療・保育 
東京都 

日本工学院八王子専門学校 
クリエイターズ デザイン ミュージック IT テクノロジー 

医療・保育 スポーツ 
東京都 



日本体育大学医療専門学校 柔道整復コース  歯科衛生コース 東京都 

華服飾専門学校 ファッションクリエーター科 ファッションテクニカル科 東京都 

華調理製菓専門学校 
調理テクニカル科 調理ベーシック科 パティシエテクニカル科 

スイーツ・カフェ科 
東京都 

華学園栄養専門学校 栄養士科 東京都 

佐伯栄養専門学校 栄養士科 東京都 

ホスピタリティツーリズム専門学校 観光学科 ホスピタリティサービス学科 鉄道学科 東京都 

東京ブライダル専門学校 ブライダル学科 東京都 

ミス・パリ・ビューティ専門学校 トータルビューティ学科 美容学科 東京都 

専門学校武蔵野ファッションカレッジ アパレルプロフェッショナル科 ファッションスタイリング科 東京都 

武蔵野調理師専門学校 調理師科 高度調理経営科 ダブルプログラム科 東京都 

武蔵野栄養専門学校 栄養科 東京都 

山野美容専門学校  東京都 

読売理工医療福祉専門学校 建築、電気、介護福祉学科 臨床工学科 東京都 

早稲田外国語専門学校 総合英語学科 東京都 

早稲田速記医療福祉専門学校 医療秘書科 医療マネジメント科 くすり・調剤事務科 東京都 

関西総合リハビリテーション専門学校 理学療法学科 作業療法学科 言語聴覚学科 兵庫県 

神戸製菓専門学校 製菓本科 製菓衛生師科 製パン本科 お菓子専科 兵庫県 

東京医療秘書福祉専門学校 

三幸学園グループ 

東京都 

東京リゾート＆スポーツ専門学校 東京都 

東京ビューティーアート専門学校 東京都 

東京こども専門学校 東京都 

東京ウエディング＆ブライダル専門学校 東京都 

東京スイーツ＆カフェ専門学校 東京都 

東京未来大学福祉保育専門学校 東京都 

横浜医療秘書歯科助手専門学校 神奈川県 

横浜リゾート＆スポーツ専門学校 神奈川県 

横浜ビューティーアート専門学校 神奈川県 

横浜こども専門学校 神奈川県 

大宮医療秘書専門学校 埼玉県 

大宮ビューティーアート専門学校 埼玉県 

大宮こども専門学校 埼玉県 

大宮スイーツ＆カフェ専門学校 埼玉県 

千葉医療秘書専門学校 千葉県 

千葉リゾート＆スポーツ専門学校 千葉県 

千葉ビューティーアート専門学校 千葉県 

千葉こども専門学校 千葉県 

横浜ミュージックスクール   神奈川県 

 


