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1 北海道 青山工学専門学校 工業専門課程福祉住環境デザイン科
2 北海道 青山工学専門学校 専門課程建築学科
3 北海道 青山工学専門学校 専門課程建築設計ＣＡＤ科
4 北海道 青山工学専門学校 専門課程建築設計デザイン科
5 北海道 旭川市医師会看護専門学校 医療専門課程看護師１科
6 北海道 旭川市医師会看護専門学校 医療専門課程看護師２科
7 北海道 旭川歯科学院専門学校 専門課程衛生科
8 北海道 旭川歯科学院専門学校 専門課程技工科
9 北海道 旭川赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科

10 北海道 旭川大学情報ビジネス専門学校 専門課程情報システム科
11 北海道 旭川大学情報ビジネス専門学校 専門課程情報ビジネス科
12 北海道 旭川宝田学園専門学校 教育・社会福祉専門課程幼児保育科
13 北海道 旭川宝田学園専門学校 商業実務専門課程医療秘書科
14 北海道 旭川宝田学園専門学校 商業実務専門課程情報会計システム科
15 北海道 旭川福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
16 北海道 旭川福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科
17 北海道 旭川文化デザイン専門学校 専門課程服装科
18 北海道 旭川理容美容専門学校 衛生専門課程美容学科
19 北海道 旭川理容美容専門学校 衛生専門課程理容学科
20 北海道 網走文化専門学校 専門課程洋裁科昼間部
21 北海道 網走文化専門学校 専門課程和裁科
22 北海道 池見札幌専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
23 北海道 池見札幌専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
24 北海道 岩見沢市立高等看護学院 医療専門課程看護科
25 北海道 岩見沢理容美容専門学校 衛生専門課程美容科
26 北海道 岩見沢理容美容専門学校 衛生専門課程理容科
27 北海道 浦河赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科
28 北海道 王子総合病院附属看護専門学校 看護専門課程看護学科
29 北海道 大原医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科２年制
30 北海道 大原医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療管理学科２年制
31 北海道 大原簿記情報専門学校札幌校 専門課程経理本科２年制
32 北海道 大原簿記情報専門学校札幌校 専門課程経理本科４年制
33 北海道 大原簿記情報専門学校札幌校 文化教養専門課程情報ビジネス学科
34 北海道 大原簿記情報専門学校札幌校 文化・教養専門課程法律行政学科２年制
35 北海道 大原簿記情報専門学校札幌校 文化・教養専門課程法律ビジネス学科２年制
36 北海道 小樽看護専門学校 専門課程看護学科
37 北海道 小樽歯科衛生士専門学校 専門課程歯科衛生士科
38 北海道 小樽文化服装専門学校 専門課程編物本科
39 北海道 小樽文化服装専門学校 専門課程服装本科
40 北海道 小樽理容美容専門学校 衛生専門課程美容科
41 北海道 小樽理容美容専門学校 衛生専門課程理容科
42 北海道 帯広高等看護学院 専門課程看護学科
43 北海道 帯広コンピュータ・福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
44 北海道 帯広コンピュータ・福祉専門学校 工業専門課程応用システム科
45 北海道 帯広コンピュータ・福祉専門学校 工業専門課程情報ビジネス科
46 北海道 帯広文化専門学校 服飾・家政専門課程ファッションビジネス科
47 北海道 オホーツク社会福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
48 北海道 オホーツク情報メディア専門学校 専門課程ＯＡビジネス科
49 北海道 オホーツク情報メディア専門学校 専門課程ＳＥ専攻科
50 北海道 オホーツク情報メディア専門学校 専門課程総合情報学科
51 北海道 北日本自動車工学専門学校 工業専門課程ボデーリペア科
52 北海道 北日本自動車工学専門学校 専門課程自動車整備科
53 北海道 北見医師会看護専門学校 医療専門課程看護学科
54 北海道 北見情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報通信科
55 北海道 北見情報ビジネス専門学校 専門課程情報経理科
56 北海道 北見美容専門学校 衛生専門課程美容本科
57 北海道 勤医協札幌看護専門学校 医療専門課程看護第１科
58 北海道 釧路情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム学科
59 北海道 釧路情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス学科
60 北海道 釧路市立高等看護学院 専門課程看護科
61 北海道 釧路赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科
62 北海道 釧路専門学校 教育・社会福祉専門課程保育福祉科
63 北海道 釧路服飾専門学校 専門課程洋和裁科昼間部
64 北海道 経専学園放送芸術専門学校 専門課程放送芸術科
65 北海道 経専学園放送芸術専門学校 文化教養専門課程放送ディレクター科
66 北海道 経専調理師専門学校 専門課程調理師専攻科
67 北海道 光塩学園調理製菓専門学校 衛生専門課程製菓技術専攻科
68 北海道 光塩学園調理製菓専門学校 衛生専門課程調理技術専攻科
69 北海道 厚生連旭川厚生看護専門学校 専門課程看護学科
70 北海道 国立札幌病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
71 北海道 国立函館視力障害センター 専門課程あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう科
72 北海道 国立函館病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
73 北海道 国立療養所札幌南病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
74 北海道 国立療養所道北病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
75 北海道 国立療養所西札幌病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
76 北海道 琴似看護専門学校 医療専門課程看護科（定時制夜間）
77 北海道 駒沢大学看護福祉専門学校 医療専門課程看護科
78 北海道 駒沢大学看護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
79 北海道 駒沢大学看護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科
80 北海道 駒沢苫小牧専門学校 専門課程ＯＡビジネス科
81 北海道 駒沢苫小牧専門学校 専門課程情報システム科
82 北海道 札幌ＹＭＣＡ国際ビジネス・社会体育専門学校 専門課程国際ビジネス学科
83 北海道 札幌ＹＭＣＡ国際ビジネス・社会体育専門学校 専門課程生涯スポーツ学科
84 北海道 札幌医学技術福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科
85 北海道 札幌医学技術福祉専門学校 専門課程介護福祉士科
86 北海道 札幌医学技術福祉専門学校 専門課程臨床検査技師科
87 北海道 札幌医療科学専門学校 医療専門課程言語聴覚士科
88 北海道 札幌医療科学専門学校 専門課程医用電子技術学科
89 北海道 札幌医療科学専門学校 専門課程医療システム科
90 北海道 札幌医療科学専門学校 専門課程生物科学科
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91 北海道 札幌医療科学専門学校 専門課程臨床工学技士科
92 北海道 札幌医療秘書福祉専門学校 教育社会福祉専門課程介護福祉科
93 北海道 札幌医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程ビューティービジネス科
94 北海道 札幌医療秘書福祉専門学校 専門課程医療秘書科
95 北海道 札幌医療福祉専門学校 専門課程介護福祉学科
96 北海道 札幌医療福祉専門学校 専門課程看護学科
97 北海道 札幌医療福祉専門学校 専門課程言語聴覚療法学科
98 北海道 札幌医療福祉専門学校 専門課程言語聴覚療法専攻学科
99 北海道 札幌大谷家政専門学校 専門課程和洋裁科（修業年限２年の課程に限る。）

100 北海道 札幌お茶の水アーバンビジネス専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科
101 北海道 札幌お茶の水アーバンビジネス専門学校 商業実務専門課程福祉ビジネス科
102 北海道 札幌お茶の水医療秘書歯科助手専門学校 医療秘書専門課程医療情報科
103 北海道 札幌お茶の水医療秘書歯科助手専門学校 医療秘書専門課程医療秘書科
104 北海道 札幌科学技術専門学校 専門課程音楽音響工学科
105 北海道 札幌科学技術専門学校 専門課程環境工学科
106 北海道 札幌科学技術専門学校 専門課程建築工学科
107 北海道 札幌科学技術専門学校 専門課程自動車工学科
108 北海道 札幌科学技術専門学校 専門課程水産増殖学科
109 北海道 札幌科学技術専門学校 専門課程生物工学科
110 北海道 札幌科学技術専門学校 専門課程電気電子・システム工学科
111 北海道 札幌経理専門学校 商業実務専門課程経営情報学科
112 北海道 札幌経理専門学校 商業実務専門課程法科行政学科
113 北海道 札幌経理専門学校 商業実務専門課程マルチビジネス学科
114 北海道 札幌工科専門学校 専門課程建設システム学科
115 北海道 札幌工科専門学校 専門課程花と緑の学科
116 北海道 札幌市医師会看護専門学校 医療専門課程看護師科
117 北海道 札幌歯科学院専門学校 専門課程歯科衛生士科
118 北海道 札幌歯科学院専門学校 専門課程歯科技工士科
119 北海道 札幌社会体育専門学校 専門課程健康科学学科
120 北海道 札幌社会体育専門学校 専門課程社会体育ビジネス学科
121 北海道 札幌社会福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程児童福祉科
122 北海道 札幌社会福祉専門学校 専門課程介護福祉科
123 北海道 札幌商科専門学校 商業実務専門課程医療クラーク学科
124 北海道 札幌商科専門学校 専門課程医療秘書学科
125 北海道 札幌商科専門学校 専門課程国際観光学科
126 北海道 札幌商科専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科
127 北海道 札幌商工会議所付属専門学校 工業専門課程システム会計学科
128 北海道 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
129 北海道 札幌商工会議所付属専門学校 商業実務専門課程経営学部商経学科
130 北海道 札幌商工会議所付属専門学校 商業実務専門課程情報クリエイティブ学科
131 北海道 札幌商工会議所付属専門学校 専門課程経営情報学科
132 北海道 札幌商工会議所付属専門学校 専門課程税務会計学科
133 北海道 札幌商工会議所付属専門学校 専門課程総合ビジネス学科
134 北海道 札幌市立高等看護学院 専門課程看護科
135 北海道 札幌心療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程精神保健福祉科
136 北海道 札幌心療福祉専門学校 商業実務専門課程医療システム科
137 北海道 札幌心療福祉専門学校 商業実務専門課程企画マーケティング科
138 北海道 札幌総合医療専門学校 医療専門課程看護学科
139 北海道 札幌総合医療専門学校 医療専門課程作業療法学科
140 北海道 札幌総合医療専門学校 医療専門課程理学療法学科
141 北海道 札幌総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科（夜間課程）
142 北海道 札幌総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程総合福祉学科
143 北海道 札幌総合福祉専門学校 専門課程介護福祉学科
144 北海道 札幌ソフトウェア専門学校 工業専門課程医療福祉情報学科
145 北海道 札幌ソフトウェア専門学校 工業専門課程インターネット学科
146 北海道 札幌ソフトウェア専門学校 工業専門課程応用情報工学科
147 北海道 札幌ソフトウェア専門学校 工業専門課程高度情報学科
148 北海道 札幌ソフトウェア専門学校 工業専門課程情報メディア学科
149 北海道 札幌ソフトウェア専門学校 工業専門課程総合情報学科
150 北海道 札幌テクノパーク専門学校 工業専門課程応用情報工学科
151 北海道 札幌テクノパーク専門学校 工業専門課程情報システム科
152 北海道 札幌テクノパーク専門学校 工業専門課程マルチメディア科
153 北海道 札幌デジタル・アート専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報処理科
154 北海道 札幌デジタル・アート専門学校 文化・教養専門課程３Ｄ－ＣＧ科
155 北海道 札幌デジタル・アート専門学校 文化教養専門課程デジタルミュージック科
156 北海道 札幌デジタル・アート専門学校 文化・教養専門課程フラワーデザイン科
157 北海道 札幌デジタル専門学校 工業専門課程ＣＡＤ製図科
158 北海道 札幌デジタル専門学校 工業専門課程ゲーム・アニメーション科
159 北海道 札幌デジタル専門学校 工業専門課程建築工学科
160 北海道 札幌デジタル専門学校 工業専門課程情報処理科
161 北海道 札幌デジタル専門学校 工業専門課程デジタル映像科
162 北海道 札幌デジタル専門学校 工業専門課程土木工学科
163 北海道 札幌デジタル専門学校 工業専門課程マルチメディア科
164 北海道 札幌ビズネスアカデミー専門学校 商業実務専門課程医療情報学科
165 北海道 札幌ビズネスアカデミー専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科
166 北海道 札幌ビズネスアカデミー専門学校 商業実務専門課程ホテル学科
167 北海道 札幌ビズネスアカデミー専門学校 商業実務専門課程旅行学科
168 北海道 札幌ビズネスアカデミー専門学校 専門課程インターナショナル旅行研究科
169 北海道 札幌ビューティメイク専門学校 衛生専門課程美容科
170 北海道 札幌福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉医療科
171 北海道 札幌幼児保育専門学校 専門課程幼児保育学科
172 北海道 札幌理工学院 工業専門課程建築工学科
173 北海道 札幌理工学院 工業専門課程測量工学科
174 北海道 札幌理工学院 工業専門課程土木工学科
175 北海道 社団法人北海道柔道整復師会附属北海道柔道製復専門学校 専門課程柔道整復科
176 北海道 修学院札幌調理師専門学校 調理専門課程調理師科
177 北海道 市立小樽病院高等看護学院 医療専門課程看護科
178 北海道 市立函館病院高等看護学院 専門課程看護学科
179 北海道 市立室蘭看護専門学校 看護専門課程看護学科
180 北海道 砂川市立病院附属看護専門学校 看護専門課程看護学科
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181 北海道 専修学校ファーイースタンステイトユニバーシティ函館校 文化・教養専門課程ロシア言語文学科
182 北海道 専修学校ファーイースタンステイトユニバーシティ函館校 文化・教養専門課程ロシア語科
183 北海道 専修学校ファーイースタンステイトユニバーシティ函館校 文化・教養専門課程ロシア地域学科
184 北海道 専門学校ウェルフェアステージ札幌 教育・社会福祉専門課程福祉保育学科
185 北海道 専門学校ウェルフェアステージ札幌 商業実務専門課程国際情報ビジネス学科
186 北海道 専門学校国際インテリアアカデミー 専門課程インテリアコーディネーター科
187 北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程医療秘書学科
188 北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程英語学科
189 北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程経営・流通学科
190 北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程公務員学科
191 北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程情報ビジネス学科
192 北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程ホテル学科
193 北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程マスコミ・広告学科
194 北海道 専門学校札幌スクールオブビジネス 商業実務専門課程旅行学科
195 北海道 専門学校札幌デザイナー学院 専門課程スペースデザイン科
196 北海道 専門学校札幌デザイナー学院 専門課程ビジュアルデザイン科
197 北海道 専門学校札幌デザイナー学院 専門課程ファッションデザイン科
198 北海道 専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程アニメ・マンガ学科
199 北海道 専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程インテリアデザイン学科
200 北海道 専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程グラフィックデザイン学科
201 北海道 専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程プロダクトデザイン学科
202 北海道 専門学校札幌ビジュアルアーツ 文化・教養専門課程音響学科
203 北海道 専門学校札幌ビジュアルアーツ 文化・教養専門課程ゲームクリエーター学科
204 北海道 専門学校札幌ビジュアルアーツ 文化・教養専門課程写真クリエーター学科
205 北海道 専門学校札幌ビジュアルアーツ 文化・教養専門課程デジタル３Ｄ学科
206 北海道 専門学校札幌ビジュアルアーツ 文化・教養専門課程放送映画学科
207 北海道 専門学校デジタルステージ札幌 工業専門課程自動車整備学科
208 北海道 専門学校デジタルステージ札幌 工業専門課程情報システム学科
209 北海道 専門学校デジタルステージ札幌 工業専門課程メディアクリエイティブ学科
210 北海道 専門学校日本ビジネススクール 商業実務専門課程ビューティープロデュース学科
211 北海道 専門学校日本ビジネススクール 専門課程国際観光学科
212 北海道 専門学校日本福祉学院 教育・社会福祉専門課程ケアワーカー科
213 北海道 専門学校日本福祉学院 教育・社会福祉専門課程ソーシャルワーカー科
214 北海道 専門学校日本福祉学院 教育・社会福祉専門課程ソーシャルワーカー研究科
215 北海道 専門学校日本福祉看護学院 医療専門課程看護学科
216 北海道 専門学校日本福祉リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法士学科
217 北海道 専門学校日本福祉リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法士学科
218 北海道 滝川市立高等看護学院 医療専門課程看護科
219 北海道 伊達赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科
220 北海道 道央吉井式和裁専門学校 専門課程和裁教職科
221 北海道 道央吉井式和裁専門学校 専門課程和裁専攻科
222 北海道 道東ヘアメイク専門学校 衛生専門課程美容学科
223 北海道 道東ヘアメイク専門学校 衛生専門課程理容学科
224 北海道 苫小牧市医師会附属看護専門学校 専門課程看護学科
225 北海道 苫小牧市立総合病院附属高等看護学院 医療専門課程看護科
226 北海道 苫小牧美容専門学校 衛生専門課程美容科
227 北海道 中村記念病院附属看護学校 専門課程看護学科
228 北海道 日栄綜合技術専門学校 専門課程介護福祉科
229 北海道 日鋼記念看護学校 医療専門課程看護第１学科
230 北海道 日鋼記念看護学校 医療専門課程看護第２学科
231 北海道 日本エンターテイメントビジネス専門学校 専門課程情報科
232 北海道 日本エンターテイメントビジネス専門学校 文化・教養専門課程総合メディア学科
233 北海道 日本工学院北海道専門学校 工業専門課程機械制御工学科
234 北海道 日本工学院北海道専門学校 工業専門課程建築学科
235 北海道 日本工学院北海道専門学校 工業専門課程情報処理科
236 北海道 日本工学院北海道専門学校 工業専門課程電気工学科
237 北海道 日本工学院北海道専門学校 工業専門課程電子工学科
238 北海道 日本工学院北海道専門学校 工業専門課程土木工学科
239 北海道 日本工学院北海道専門学校 工業専門課程マルチメディア科
240 北海道 日本工学院北海道専門学校 文化・教養専門課程行政学科
241 北海道 日本航空専門学校 工業専門課程航空技術工学科
242 北海道 日本航空専門学校 工業専門課程航空制御科
243 北海道 日本航空専門学校 専門課程空港技術科
244 北海道 日本ビジネス綜合専門学校 商業実務専門課程医薬学科
245 北海道 日本ビジネス綜合専門学校 商業実務専門課程医療事務学科
246 北海道 日本ビジネス綜合専門学校 商業実務専門課程観光学科
247 北海道 日本ビジネス綜合専門学校 商業実務専門課程経理情報学科
248 北海道 日本ビジネス綜合専門学校 商業実務専門課程国際貿易学科
249 北海道 日本ホテル観光調理文化専門学校 工業専門課程総合科学学科
250 北海道 日本ホテル観光調理文化専門学校 商業実務専門課程観光学科
251 北海道 日本ホテル観光調理文化専門学校 商業実務専門課程調理文化学科
252 北海道 日本ホテル観光調理文化専門学校 商業実務専門課程ホテル学科
253 北海道 ニュービジネス専門学校 商業実務専門課程エステティックビジネス学科
254 北海道 函館医療保育専門学校 医療専門課程看護科
255 北海道 函館医療保育専門学校 歯科衛生専門課程歯科衛生士科
256 北海道 函館医療保育専門学校 保育専門課程保育科昼間部
257 北海道 函館厚生院看護専門学校 専門課程看護科
258 北海道 函館ドレスメーカー専門学校 専門課程本科
259 北海道 函館ビジネスアカデミー専門学校 専門課程情報技術科
260 北海道 函館ビジネスアカデミー専門学校 専門課程情報処理科
261 北海道 函館ビジネスアカデミー専門学校 専門課程情報通信科
262 北海道 函館ビジネスアカデミー専門学校 専門課程ホテル観光科
263 北海道 函館理容美容専門学校 衛生専門課程美容科
264 北海道 函館理容美容専門学校 衛生専門課程理容科
265 北海道 函館臨床福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉士科
266 北海道 函館臨床福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科
267 北海道 美芸学園福祉家政専門学校 専門課程福祉保育科（昼間）
268 北海道 ファッションドレスメーカー専門学校 専門課程ファッションテクノロジー科
269 北海道 ファッションドレスメーカー専門学校 専門課程ファッションデザイナー科
270 北海道 ファッションドレスメーカー専門学校 専門課程ファッションビジネス科
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271 北海道 深川市立高等看護学院 医療専門課程看護科
272 北海道 富良野看護専門学校 専門課程看護学科（３年課程）
273 北海道 北都保健福祉専門学校 医療専門課程作業療法学科
274 北海道 北都保健福祉専門学校 医療専門課程理学療法学科
275 北海道 北都保健福祉専門学校 専門課程介護福祉学科
276 北海道 北海道医学技術専門学校 専門課程臨床検査技師科
277 北海道 北海道医薬専門学校 商業実務専門課程医薬システム学科
278 北海道 北海道医薬専門学校 商業実務専門課程薬業学科
279 北海道 北海道医療大学歯学部附属歯科衛生士専門学校 専門課程歯科衛生科
280 北海道 北海道介護福祉学校 専門課程介護福祉学科
281 北海道 北海道芸術専門学校 専門課程音楽科
282 北海道 北海道芸術専門学校 専門課程調律科
283 北海道 北海道芸術デザイン専門学校 工業専門課程建築デザイン学科
284 北海道 北海道芸術デザイン専門学校 工業専門課程国際建築工学デザイン学科
285 北海道 北海道芸術デザイン専門学校 文化教養専門課程マルチメディアデザイン学科
286 北海道 北海道建設工学専門学校 工業専門課程福祉環境建築学科
287 北海道 北海道建設工学専門学校 専門課程土木工学科
288 北海道 北海道コンピュータ専門学校 専門課程医療・福祉情報処理科
289 北海道 北海道コンピュータ専門学校 専門課程情報処理科
290 北海道 北海道歯科技術専門学校 専門課程歯科技工士科
291 北海道 北海道社会事業協会帯広看護専門学校 医療専門課程看護婦科
292 北海道 北海道社会保険看護専門学校 医療専門課程看護科
293 北海道 北海道情報専門学校 工業専門課程情報システム科
294 北海道 北海道情報専門学校 工業専門課程情報システム研究科
295 北海道 北海道情報専門学校 工業専門課程情報システム専門科
296 北海道 北海道情報専門学校 工業専門課程マルチメディアＣＧ科
297 北海道 北海道鍼灸専門学校 専門課程はりきゅう科
298 北海道 北海道製菓専門学校 衛生専門課程洋菓子専攻科
299 北海道 北海道造形デザイン専門学校 専門課程インテリアデザイン学科
300 北海道 北海道造形デザイン専門学校 専門課程グラッフィックデザイン学科
301 北海道 北海道造形デザイン専門学校 文化・教養専門課程デジタルクリエーション学科
302 北海道 北海道総合電子専門学校 専門課程情報処理科
303 北海道 北海道総合電子専門学校 専門課程通信工学科
304 北海道 北海道総合電子専門学校 専門課程電気技術科
305 北海道 北海道総合電子専門学校 専門課程電子工学科
306 北海道 北海道綜合美術専門学校 専門課程環境デザイン学科
307 北海道 北海道綜合美術専門学校 専門課程国際環境デザイン学科
308 北海道 北海道綜合美術専門学校 専門課程国際産業デザイン学科
309 北海道 北海道綜合美術専門学校 専門課程産業デザイン学科
310 北海道 北海道千歳リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科
311 北海道 北海道千歳リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科
312 北海道 北海道中央工学院専門学校 工業専門課程建築工学科３年制
313 北海道 北海道中央工学院専門学校 工業専門課程建築工学科環境設計コース
314 北海道 北海道中央工学院専門学校 工業専門課程建築工学科デザインコース
315 北海道 北海道中央工学院専門学校 専門課程建築工学科建築コース
316 北海道 北海道中央工学院専門学校 専門課程土木工学科
317 北海道 北海道中央調理技術専門学校 衛生専門課程調理技術専攻科
318 北海道 北海道調理師専門学校 専門課程調理技術専攻科
319 北海道 北海道電子工学専門学院 専門課程電子工学科
320 北海道 北海道ドレスメーカー学院 専門課程アパレル科
321 北海道 北海道ドレスメーカー学院 専門課程オートクチュール科
322 北海道 北海道ドレスメーカー学院 専門課程コーディネーター科
323 北海道 北海道農業専門学校 農業専門課程農業科
324 北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程歯科衛生士学科
325 北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程メディカルエンジニア学科
326 北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程臨床工学技士学科
327 北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 工業専門課程デジタルコミュニケーション科
328 北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 工業専門課程インターネット．ウェブマスター科
329 北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 商業実務専門課程ペットビジネス科
330 北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 専門課程看護学科
331 北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 専門課程救急救命士学科
332 北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 専門課程視能訓練士学科
333 北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 専門課程生命工学技術科
334 北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 専門課程保育福祉科
335 北海道 北海道美容専門学校 衛生専門課程美容科
336 北海道 北海道福祉衛生専門学校 衛生専門課程調理師科
337 北海道 北海道福祉衛生専門学校 専門課程介護福祉科
338 北海道 北海道文化服装専門学校 専門課程ファッション産業科
339 北海道 北海道保育総合専門学校 専門課程幼児保育科
340 北海道 北海道吉井式和裁専門学校 専門課程和裁科
341 北海道 北海道理工福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科
342 北海道 北海道理工福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程薬理福祉学科
343 北海道 北海道理工福祉専門学校 商業実務専門課程医療福祉学科
344 北海道 北海道理工福祉専門学校 専門課程建築工学科
345 北海道 北海道理工福祉専門学校 専門課程土木工学科
346 北海道 北海道立旭川高等看護学院 専門課程看護学科
347 北海道 北海道立網走高等看護学院 専門課程看護学科
348 北海道 北海道立衛生学院 専門課程看護学科
349 北海道 北海道立衛生学院 専門課程歯科衛生学科
350 北海道 北海道立衛生学院 専門課程臨床検査学科
351 北海道 北海道立江差高等看護学院 専門課程看護学科
352 北海道 北海道立釧路高等看護学院 専門課程看護学科
353 北海道 北海道立紋別高等看護学院 専門課程看護学科
354 北海道 北海道理容美容専門学校 衛生専門課程美容科
355 北海道 北海道理容美容専門学校 衛生専門課程理容科
356 北海道 北海道早稲田情報科学専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス学科
357 北海道 北海道早稲田情報科学専門学校 専門課程情報処理学科
358 北海道 室蘭ドレスメーカー専門学院 専門課程洋裁本科昼間部
359 北海道 室蘭ドレスメーカー専門学院 専門課程洋裁本科夜間部
360 北海道 紋別ドレスメーカー専門学校 専門課程和洋裁科
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361 北海道 労働福祉事業団釧路労災看護専門学校 専門課程看護婦科
362 北海道 労働福祉事業団美唄労災看護専門学校 専門課程看護婦科
363 青森県 Ｓ．Ｋ．Ｋ．情報ビジネス専門学校 工業専門課程システムデザイン学科
364 青森県 Ｓ．Ｋ．Ｋ．情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程コンピュータビジネス学科
365 青森県 青森歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
366 青森県 青森歯科技工士専門学校 医療専門課程歯科技工士科
367 青森県 青森中央経理専門学校 商業実務専門課程経理情報科
368 青森県 青森中央文化専門学校 服飾専門課程服飾科
369 青森県 青森ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス学科
370 青森県 青森ビジネス専門学校 商業実務専門課程会計ビジネス学科
371 青森県 青森ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科
372 青森県 青森ビジネス専門学校 商業実務専門課程流通ビジネス学科
373 青森県 光星学院野辺地工学専門学校 工業専門課程自動車工学科
374 青森県 光星学院野辺地工学専門学校 商業実務専門課程情報会計学科
375 青森県 国立弘前病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
376 青森県 サンモードスクールオブデザイン 服飾専門課程スタイリスト学科
377 青森県 サンモードスクールオブデザイン 服飾専門課程アパレル工学科
378 青森県 専門学校アレック情報ビジネス学院 商業実務専門課程ＯＡ事務科
379 青森県 専門学校アレック情報ビジネス学院 商業実務専門課程情報システム科
380 青森県 専門学校アレック情報ビジネス学院 商業実務専門課程情報ビジネス科
381 青森県 東北栄養専門学校 栄養専門課程本科
382 青森県 東北コンピュータ専門学校 情報処理専門課程情報処理本科
383 青森県 八戸看護専門学校 看護専門課程看護学科
384 青森県 八戸社会福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
385 青森県 弘前女子厚生学院 福祉専門課程保育科
386 青森県 弘前ホスピタリティーアカデミー 介護福祉専門課程介護福祉科
387 青森県 弘前ホスピタリティーアカデミー 作業療法専門課程作業療法科
388 青森県 弘前ホスピタリティーアカデミー 調理専門課程調理科
389 青森県 労働福祉事業団青森労災看護専門学校 看護専門課程看護科
390 岩手県 一関市医師会附属一関看護専門学校 看護専門課程看護科
391 岩手県 岩手看護専門学校 看護専門課程別科
392 岩手県 岩手看護専門学校 看護専門課程本科
393 岩手県 岩手県立一関高等看護学院 専門課程看護学科
394 岩手県 岩手県立一戸高等看護学院 専門課程看護学科
395 岩手県 岩手県立衛生学院 専門課程歯科衛生学科
396 岩手県 岩手県立水沢高等看護学院 専門課程看護学科
397 岩手県 岩手県立宮古高等看護学院 専門課程看護学科
398 岩手県 岩手歯科技工専門学校 歯科技工専門課程歯科技工学科
399 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
400 岩手県 岩手リハビリテーション学院 医学専門課程理学療法学科
401 岩手県 岩手理容美容専門学校 理美容専門課程美容科
402 岩手県 岩手理容美容専門学校 理美容専門課程理容科
403 岩手県 上野法律ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科
404 岩手県 上野法律ビジネス専門学校 商業実務専門課程税理士学科
405 岩手県 上野法律ビジネス専門学校 文化・教養専門課程法律行政学科
406 岩手県 北東北東洋医療専門学校 医療専門課程鍼灸科（昼間部）
407 岩手県 北東北東洋医療専門学校 医療専門課程鍼灸科（夜間部）
408 岩手県 北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ 専門課程高度調理科
409 岩手県 北日本ヘア・スタイリストカレッジ 理美容専門課程美容科
410 岩手県 北日本ヘア・スタイリストカレッジ 理美容専門課程理容科
411 岩手県 菜園調理師専門学校 調理専門課程調理高度技術学科
412 岩手県 専修大学北上福祉教育専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉介護科
413 岩手県 専修大学北上福祉教育専門学校 専門課程保育科
414 岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程ＯＡビジネス科
415 岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程国際観光科
416 岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程福祉情報科
417 岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程ライフコーディネイト科
418 岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 文化教養専門課程公務員ビジネス科
419 岩手県 東北ヘアーモード学院 理美容専門課程美容科
420 岩手県 東北ヘアーモード学院 理美容専門課程理容科
421 岩手県 中島和裁専門学校 和裁専門課程和裁科
422 岩手県 花巻高等看護専門学校 看護専門課程看護科
423 岩手県 東日本社会福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
424 岩手県 水沢学苑看護専門学校 看護専門課程看護科
425 岩手県 盛岡医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
426 岩手県 盛岡医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育福祉学科
427 岩手県 盛岡医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療事務学科
428 岩手県 盛岡社会福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
429 岩手県 盛岡社会福祉専門学校 社会福祉専門課程福祉情報科
430 岩手県 盛岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程クリエイティブデザイン科
431 岩手県 盛岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム科
432 岩手県 盛岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報ビジネス科
433 岩手県 盛岡赤十字看護専門学校 専門課程看護学科
434 岩手県 盛岡電子商業専門学校 商業専門課程情報処理科
435 岩手県 盛岡ヘアメイク専門学校 理美容専門課程美容科
436 岩手県 盛岡ヘアメイク専門学校 理美容専門課程理容科
437 宮城県 赤門自動車整備専門学校 工業専門課程二級二輪自動車整備士科
438 宮城県 赤門自動車整備専門学校 工業専門課程自動車整備科
439 宮城県 赤門鍼灸柔整専門学校 医療専門課程柔道整復科
440 宮城県 赤門鍼灸柔整専門学校 医療専門課程柔道整復科第二部
441 宮城県 赤門鍼灸柔整専門学校 医療専門課程鍼灸科第二部
442 宮城県 赤門鍼灸柔整専門学校 医療専門課程鍼灸指圧科
443 宮城県 石巻赤十字看護専門学校 専門課程看護学科
444 宮城県 石巻服飾技芸専門学校 専門課程和洋裁専門科
445 宮城県 花壇自動車整備専門学校 工業専門課程自動車整備学科
446 宮城県 花壇自動車整備専門学校 工業専門課程自動車整備学科夜間部
447 宮城県 祇園寺技芸専門学校 専門課程専攻科２年コース
448 宮城県 公立気仙沼看護専門学校 医療専門課程看護学科
449 宮城県 国際マルチビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチトラベル学科
450 宮城県 国際マルチビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチビジネス英語留学学科
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451 宮城県 国際マルチビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチビジネス経理学科
452 宮城県 国際マルチビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチホテル学科
453 宮城県 国立仙台病院附属看護助産学校 看護専門課程看護学科
454 宮城県 国立仙台病院附属リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科
455 宮城県 国立仙台病院附属リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科
456 宮城県 国立療養所西多賀病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
457 宮城県 佐沼ファッション専門学校 専門課程きもの技術科
458 宮城県 佐沼ファッション専門学校 専門課程ファッション技術科
459 宮城県 塩釜洋和裁専門学校 専門課程研究科
460 宮城県 白百合服装専門学校 家政専門課程和洋裁部本科
461 宮城県 仙台ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校 商業実務専門課程観光科
462 宮城県 仙台ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校 商業実務専門課程ホテル科
463 宮城県 仙台医療技術専門学校 医療専門課程作業療法学科
464 宮城県 仙台医療技術専門学校 医療専門課程理学療法学科（昼）
465 宮城県 仙台医療秘書福祉専門学校 教育社会福祉専門課程介護福祉科
466 宮城県 仙台医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科
467 宮城県 仙台医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科夜間部
468 宮城県 仙台医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程ビューティービジネス科
469 宮城県 仙台医療福祉専門学校 医療専門課程言語聴覚学科
470 宮城県 仙台医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
471 宮城県 仙台医療福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科（公務員コース）
472 宮城県 仙台医療福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科（社会福祉士コース）
473 宮城県 仙台医療福祉専門学校 社会福祉専門課程福祉科
474 宮城県 仙台医療福祉専門学校 社会福祉専門課程福祉コーディネート科
475 宮城県 仙台医療福祉専門学校 社会福祉専門課程保育介護福祉科
476 宮城県 仙台医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療クラーク科
477 宮城県 仙台医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療情報管理科
478 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科
479 宮城県 仙台医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療福祉事務科
480 宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程医療福祉ビジネス学科
481 宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス学科
482 宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程経理学科（４年課程）
483 宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程経理ビジネス学科
484 宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程情報システム学科
485 宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科
486 宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程税理士科（３年制）
487 宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程税理士会計学科（２年）
488 宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程法律公務員学科（２年）
489 宮城県 仙台経理専門学校 商業実務専門課程会計学科
490 宮城県 仙台経理専門学校 商業実務専門課程経営マネジメント学科
491 宮城県 仙台経理専門学校 商業実務専門課程経理ビジネス学科
492 宮城県 仙台経理専門学校 商業実務専門課程公務員Ⅱ種学科
493 宮城県 仙台経理専門学校 商業実務専門課程公務員Ⅲ種学科
494 宮城県 仙台経理専門学校 商業実務専門課程情報経理学科
495 宮城県 仙台経理専門学校 商業実務専門課程税務会計学科
496 宮城県 仙台経理専門学校 商業実務専門課程税理士学科
497 宮城県 仙台経理専門学校 商業実務専門課程ビジネス法律学科
498 宮城県 仙台歯科技工士専門学校 医療専門課程歯科技工士科
499 宮城県 仙台市立看護専門学校 医療専門課程看護学科
500 宮城県 仙台接骨医療専門学校 専門課程柔道整復科昼間部
501 宮城県 仙台接骨医療専門学校 専門課程柔道整復科夜間部
502 宮城県 仙台デザイン専門学校 専門課程インテリアデザイン科
503 宮城県 仙台デザイン専門学校 専門課程建築デザイン科
504 宮城県 仙台デザイン専門学校 専門課程グラフィックデザイン科
505 宮城県 仙台デザイン専門学校 文化教養専門課程フラワーデザイン２級受験科
506 宮城県 仙台デジタルテクノ専門学校 工業専門課程機械工学科
507 宮城県 仙台デジタルテクノ専門学校 工業専門課程ゲーム学科
508 宮城県 仙台デジタルテクノ専門学校 工業専門課程建築工学科
509 宮城県 仙台デジタルテクノ専門学校 工業専門課程電気工学科
510 宮城県 仙台デジタルテクノ専門学校 工業専門課程土木工学科
511 宮城県 仙台デジタルテクノ専門学校 工業専門課程ネット技術者養成学科
512 宮城県 仙台デジタルテクノ専門学校 工業専門課程ベンチャーエンジニア学科
513 宮城県 仙台デジタルテクノ専門学校 工業専門課程マルチメディア学科
514 宮城県 仙台デジタルビジネス専門学校 商業実務専門課程ｅ－ビジネス学科
515 宮城県 仙台デジタルビジネス専門学校 商業実務専門課程インターネット情報学科
516 宮城県 仙台デジタルビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報処理学科
517 宮城県 仙台デジタルビジネス専門学校 商業実務専門課程ベンチャービジネス学科
518 宮城県 仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際コミュニケーション学科
519 宮城県 仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科
520 宮城県 仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程トラベル観光学科
521 宮城県 仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネスコミュニケーション学科
522 宮城県 仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程ファッションビジネス学科
523 宮城県 仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程ホテル学科
524 宮城県 仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程流通ビジネス学科
525 宮城県 仙台ビジネス専門学校 文化教養専門課程スポーツビジネス学科
526 宮城県 仙台ビジネス専門学校 文化教養専門課程トリマー学科
527 宮城県 仙台ビジネス専門学校 文化教養専門課程フラワー学科
528 宮城県 仙台福祉専門学校 教育社会福祉専門課程介護ビジネス学科
529 宮城県 仙台福祉専門学校 教育社会福祉専門課程介護福祉学科
530 宮城県 仙台福祉専門学校 教育社会福祉専門課程行政福祉学科
531 宮城県 仙台福祉専門学校 教育社会福祉専門課程在宅福祉学科
532 宮城県 仙台福祉専門学校 教育社会福祉専門課程児童福祉学科
533 宮城県 仙台福祉専門学校 教育社会福祉専門課程情報福祉学科
534 宮城県 仙台福祉専門学校 教育社会福祉専門課程福祉学科
535 宮城県 仙台福祉専門学校 教育社会福祉専門課程福祉心理学科
536 宮城県 仙台福祉専門学校 商業実務専門課程医薬学科
537 宮城県 仙台福祉専門学校 商業実務専門課程医療情報管理学科
538 宮城県 仙台福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科
539 宮城県 仙台ヘアメイク専門学校 衛生専門課程美容本科
540 宮城県 仙台法経専門学校 専門課程経営法学科
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541 宮城県 仙台法経専門学校 専門課程法学専修科
542 宮城県 仙台法経専門学校 専門課程法律実務科
543 宮城県 仙台幼児保育専門学校 教育・社会福祉専門課程幼児保育科
544 宮城県 仙台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
545 宮城県 仙台リゾートアンドスポーツ専門学校 文化教養専門課程リゾートスポーツ科
546 宮城県 仙台理容美容専門学校 専門課程美容科
547 宮城県 仙台理容美容専門学校 専門課程理容科
548 宮城県 専門学校仙台カレッジオブデザイン 文化教養専門課程インテリアデザイン科
549 宮城県 専門学校仙台カレッジオブデザイン 文化教養専門課程ビジュアルデザイン科
550 宮城県 専門学校仙台歯科衛生士学院 医療専門課程歯科衛生士学科
551 宮城県 専門学校　創表現専門学校 衛生専門課程ビューティー表現学科
552 宮城県 専門学校　創表現専門学校 家政専門課程ファッション表現学科
553 宮城県 専門学校　創表現専門学校 文化・教養専門課程インテリア表現学科
554 宮城県 専門学校　創表現専門学校 文化・教養専門課程デザイン表現学科
555 宮城県 専門学校　創表現専門学校 文化・教養専門課程プランニング表現学科
556 宮城県 専門学校　創表現専門学校 文化・教養専門課程ライティング表現学科
557 宮城県 専門学校曽根きもの文化学院 家政専門課程総合きもの科（２年課程）
558 宮城県 専門学校曽根きもの文化学院 家政専門課程総合きもの科（３年課程）
559 宮城県 専門学校曽根きもの文化学院 家政専門課程ブライダルビジネス科
560 宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程ＣＡＤ設計学科
561 宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程ＣＧ学科
562 宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程映像学科
563 宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程家電電気工学科
564 宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程経営情報学科
565 宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程建築工学科
566 宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程情報科学科
567 宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程情報システム学科
568 宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程電気工事士学科
569 宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程電子工学科
570 宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程マルチメディア学科（２年課程）
571 宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程３ＤＣＧアニメーション学科
572 宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程ゲームクリエイター学科
573 宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程出版編集学科
574 宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程デザインクリエイティブ学科
575 宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程パーソナリティ学科
576 宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程ミュージックスタッフ学科
577 宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程ミュージックビジネス学科
578 宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程ミュージックプレイヤー学科
579 宮城県 専門学校日本ビジネススクール仙台校 商業実務専門課程コミュニケーションビジネス学科
580 宮城県 専門学校日本ビジネススクール仙台校 商業実務専門課程サウンドアートビジネス学科
581 宮城県 専門学校日本ビジネススクール仙台校 文化教養専門課程デザイン学科２年制
582 宮城県 専門学校日本ビジネススクール仙台校 文化教養専門課程デジタルデザイン学科
583 宮城県 専門学校　宮城高等歯科衛生士学院 医療専門課程歯科衛生士科
584 宮城県 中央理容美容専門学校 専門課程美容科
585 宮城県 中央理容美容専門学校 専門課程理容科
586 宮城県 東京アイティー・会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程会計士学科（２年制）
587 宮城県 東京アイティー・会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程会計士学科（３年制）
588 宮城県 東京アイティー・会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程情報管理学科（２年制）
589 宮城県 東京アイティー・会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程情報管理学科（３年制）
590 宮城県 東京アイティー・会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程情報経理学科
591 宮城県 東京アイティー・会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程情報ビジネス学科
592 宮城県 東京アイティー・会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程税理士学科（２年制）
593 宮城県 東京アイティー・会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程税理士学科（３年制）
594 宮城県 東京法律専門学校仙台校 文化教養専門課程法律学科（２年制）
595 宮城県 東京法律専門学校仙台校 文化教養専門課程法律学科（３年制）
596 宮城県 東京法律専門学校仙台校 文化教養専門課程法律行政学科
597 宮城県 東京法律専門学校仙台校 文化教養専門課程法律社会学科
598 宮城県 東京法律専門学校仙台校 文化教養専門課程法律ビジネス学科
599 宮城県 東北外国語専門学校 専門課程英語科本科
600 宮城県 東北外国語専門学校 専門課程中国語科
601 宮城県 東北歯科技工専門学校 専門課程歯科技工学科
602 宮城県 東北情報専門学校 専門課程家政学科昼間部
603 宮城県 東北大学歯学部附属歯科技工士学校 歯科技工専門課程歯科技工学科
604 宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程ＣＡＤ建築デザイン科
605 宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計製図科
606 宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程ＣＧエンジニア科
607 宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程ＣＧクリエーター科
608 宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程医療事務情報科
609 宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程エレクトロニクス工学科
610 宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程音響技術科
611 宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程グラフィックデザイン科
612 宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程ゲームソフトエンジニア科
613 宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程ゲームソフトクリエーター科
614 宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程経営情報学科
615 宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程コンピュータ制御エンジニア科
616 宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程情報経理科
617 宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程情報工学科
618 宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程情報システム科
619 宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程スタジオ・ステージ音響映像科
620 宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程総合情報ビジネス科
621 宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程デジタルアニメーション科
622 宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程デジタル映像放送科
623 宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程デジタル家電科
624 宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程デジタルミュージック科
625 宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程電子工学科
626 宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程ネットワークエンジニア科
627 宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程パソコンオフィシャルトレーナー科
628 宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程マルチメディアエンジニア科
629 宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程マルチメディアクリエーター科
630 宮城県 東北文化学園専門学校 医療専門課程視能訓練士科
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631 宮城県 東北文化学園専門学校 医療専門課程福祉工学科
632 宮城県 東北文化学園専門学校 医療専門課程臨床工学科
633 宮城県 東北文化学園専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
634 宮城県 東北文化学園専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科
635 宮城県 東北文化学園専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉情報科
636 宮城県 東北文化学園専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉心理科
637 宮城県 東北文化学園専門学校 教育・社会福祉専門課程保育福祉科
638 宮城県 東北文化学園専門学校 工業専門課程インテリア科
639 宮城県 東北文化学園専門学校 工業専門課程環境土木科
640 宮城県 東北文化学園専門学校 工業専門課程建築科
641 宮城県 東北文化学園専門学校 工業専門課程建築デザイン科
642 宮城県 東北文化学園専門学校 工業専門課程情報システム科
643 宮城県 東北文化学園専門学校 工業専門課程情報処理科
644 宮城県 東北文化学園専門学校 工業専門課程バイオ環境科
645 宮城県 東北文化学園専門学校 商業実務専門課程医療情報管理科
646 宮城県 東北文化学園専門学校 商業実務専門課程医療秘書科
647 宮城県 東北文化学園専門学校 商業実務専門課程会計ビジネス科
648 宮城県 東北文化学園専門学校 商業実務専門課程社会保険労務士科
649 宮城県 東北文化学園専門学校 商業実務専門課程地域ビジネス科
650 宮城県 東北文化学園専門学校 文化教養専門課程産業情報デザイン科
651 宮城県 東北文化学園専門学校 文化教養専門課程マルチメディアデザイン科（グラフィックデザインコース）
652 宮城県 東北文化学園専門学校 文化教養専門課程マルチメディアデザイン科（デジタルデザインコース）
653 宮城県 東北理工専門学校 工業専門課程測量科本科Ｂコース
654 宮城県 東北理工専門学校 工業専門課程測量建設科
655 宮城県 東北理工専門学校 工業専門課程測量情報技術科
656 宮城県 東北理工専門学校 工業専門課程調査設計科
657 宮城県 長谷柳絮福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
658 宮城県 長谷柳絮福祉専門学校 服飾家政専門課程服飾専攻科
659 宮城県 東日本航空専門学校 工業専門課程エアポートビジネス科
660 宮城県 東日本航空専門学校 工業専門課程航空機整備科
661 宮城県 宮城県総合衛生学院 医療専門課程臨床看護学科
662 宮城県 宮城県総合衛生学院 医療専門課程臨床検査学科
663 宮城県 宮城県高等看護学校 医療専門課程看護学科
664 宮城県 宮城ドレスメーカー専門学校 家政専門課程きもの科
665 宮城県 宮城ドレスメーカー専門学校 家政専門課程スタイリスト科
666 宮城県 宮城ドレスメーカー専門学校 家政専門課程ファッションデザイン科
667 宮城県 宮城ドレスメーカー専門学校 家政専門課程ファッションビジネス科
668 宮城県 宮城文化服装専門学校 専門課程きもの芸術科
669 宮城県 宮城文化服装専門学校 専門課程ファッションデザイン科
670 宮城県 宮城文化服装専門学校 専門課程ファッションビジネス科
671 宮城県 宮城文化服装専門学校 専門課程服装科昼間部
672 宮城県 宮城理容美容専門学校 専門課程理容科
673 宮城県 宮城理容美容専門学校 専門課程美容科
674 宮城県 労働福祉事業団東北労災看護専門学校 医療専門課程看護科
675 秋田県 ＴＯＫＩファッション工科専門学校 専門課程きもの科
676 秋田県 ＴＯＫＩファッション工科専門学校 専門課程ファッションコーディネート科
677 秋田県 ＴＯＫＩファッション工科専門学校 専門課程ファッションデザイン科
678 秋田県 秋田経理情報専門学校 工業専門課程ＩＴ科システムエンジニアコース
679 秋田県 秋田経理情報専門学校 工業専門課程ＩＴ科デジタルクリエイターコース
680 秋田県 秋田経理情報専門学校 商業実務専門課程オフィススペシャリスト科
681 秋田県 秋田経理情報専門学校 商業実務専門課程経理科経理ＯＡコース
682 秋田県 秋田経理情報専門学校 商業実務専門課程経理科税理士コース
683 秋田県 秋田県歯科医療専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
684 秋田県 秋田県歯科医療専門学校 医療専門課程歯科技工士科
685 秋田県 秋田建築専門学校 専門課程建築設計科
686 秋田県 秋田県立衛生看護学院 専門課程看護科
687 秋田県 秋田県理容美容専門学校 専門課程美容科
688 秋田県 秋田県理容美容専門学校 専門課程理容科
689 秋田県 秋田コンピュータ専門学校 工業専門課程メディアビジネス科
690 秋田県 秋田コンピュータ専門学校 専門課程ＳＥ専攻科
691 秋田県 秋田コンピュータ専門学校 専門課程情報システム工学科
692 秋田県 秋田市医師会立秋田高等看護学院 専門課程看護学科
693 秋田県 秋田情報ビジネス専門学校 工業専門課程経営情報科
694 秋田県 秋田情報ビジネス専門学校 工業専門課程高度情報システム科
695 秋田県 秋田情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報処理科
696 秋田県 秋田情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報デザイン科
697 秋田県 秋田情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療福祉ビジネス科
698 秋田県 秋田情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報マネジメント科
699 秋田県 秋田情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科
700 秋田県 秋田しらかみ看護学院 看護師専門課程看護学科
701 秋田県 秋田電算機専門学校 専門課程情報処理科
702 秋田県 秋田福祉専門学校 専門課程介護福祉学科
703 秋田県 秋田福祉専門学校 専門課程福祉専門学科
704 秋田県 秋田ヘアビューティカレッジ 美容専門課程美容科
705 秋田県 アザミ服装専門学校 専門課程洋裁科（２年課程）
706 秋田県 アザミ服装専門学校 専門課程和裁科
707 秋田県 石塚洋裁専門学校 専門課程洋裁科（専修コース）
708 秋田県 月居服装専門学校 専門課程洋裁科（研究科コースに限る。）
709 秋田県 月居服装専門学校 専門課程和裁科（研究科コースに限る。）
710 秋田県 渟城女子専門学校 専門課程被服科
711 秋田県 寺田服装専門学校 専門課程洋裁部（産業教育科コースに限る。）
712 秋田県 寺田服装専門学校 専門課程和裁部（師範科コースに限る。）
713 秋田県 中通高等看護学院 専門課程看護学科
714 秋田県 花輪服装専門学校 専門課程被服科師範科コース
715 秋田県 平鹿総合病院看護専門学校 専門課程看護科
716 秋田県 湯沢ドレメ専門学校 専門課程服飾科（ファッションベーシックコース）（昼）
717 山形県 国立療養所山形病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
718 山形県 財団法人三友堂病院看護専門学校 看護専門課程看護学科
719 山形県 酒田看護専門学校 医療専門課程看護科
720 山形県 寒河江服装専門学校 家政専門課程被服科
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721 山形県 篠田看護専門学校 医療専門課程看護学科
722 山形県 新庄コンピュータ専門学校 商業実務専門課程ＯＡビジネス科
723 山形県 新庄コンピュータ専門学校 専門課程情報システム工学科
724 山形県 竹田家政専門学校 服飾・家政専門課程グリーンデザイン科
725 山形県 竹田家政専門学校 服飾・家政専門課程洋裁科
726 山形県 竹田家政専門学校 服飾・家政専門課程和裁科
727 山形県 鶴岡家政専門学校 専門課程洋裁研究科
728 山形県 鶴岡家政専門学校 専門課程洋裁本科
729 山形県 鶴岡家政専門学校 専門課程和裁本科昼間部
730 山形県 鶴岡市立荘内看護専門学校 看護専門課程看護学科
731 山形県 パリス文化服装専門学校 専門課程服装Ａ科
732 山形県 山形医療技術専門学校 医療専門課程作業療法学科
733 山形県 山形医療技術専門学校 医療専門課程理学療法学科
734 山形県 山形厚生看護学校 医療専門課程看護学科
735 山形県 山形歯科専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
736 山形県 山形情報経理専門学校 工業関係専門課程情報科学科
737 山形県 山形情報経理専門学校 商業実務専門課程経理情報科
738 山形県 山形女子専門学校 家政専門課程ファッションデザイン科
739 山形県 山形市立病院済生館高等看護学院 医療専門課程看護学科
740 山形県 山形総合ビジネス専門学校 工業関係専門課程情報システム科
741 山形県 山形総合ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程ＯＡ事務科
742 山形県 山形総合ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程経営ビジネス科
743 山形県 山形総合ビジネス専門学校 文化・教養関係専門課程コンピュータデザイン科
744 山形県 山形デザイン専門学校 文化教養専門課程環境デザイン科
745 山形県 山形デザイン専門学校 文化教養専門課程ビジュアルデザイン科
746 山形県 山形ドレスメーカー専門学校 家政専門課程洋裁科
747 山形県 山形美容専門学校 衛生専門課程美容科（修業年限２年の課程に限る）
748 福島県 アイシーケア専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
749 福島県 アイシービジネス専門学校 工業専門課程行政情報学科
750 福島県 アイシービジネス専門学校 工業専門課程情報システム学科
751 福島県 アイシービジネス専門学校 工業専門課程電子情報処理学科
752 福島県 今泉女子専門学校 専門課程服飾科
753 福島県 磐城共立高等看護学院 医療専門課程看護学科
754 福島県 磐城ファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程ファッションビジネス洋裁科
755 福島県 磐城ファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程ファッションビジネス和裁科
756 福島県 いわき文化服装専門学校 専門課程服装科
757 福島県 大原看護専門学校 医療専門課程看護科
758 福島県 公立岩瀬病院附属高等看護学院 医療専門課程看護学科
759 福島県 郡山経済専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス学科
760 福島県 郡山経済専門学校 商業実務専門課程インターネットビジネス学科
761 福島県 郡山経済専門学校 商業実務専門課程国際コミュニケーション学科
762 福島県 郡山経済専門学校 商業実務専門課程コンピュータ会計学科
763 福島県 郡山経済専門学校 商業実務専門課程情報システム学科
764 福島県 郡山経済専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科
765 福島県 郡山情報ビジネス専門学校 教育社会福祉専門課程社会福祉科
766 福島県 郡山情報ビジネス専門学校 教育社会福祉専門課程福祉科
767 福島県 郡山情報ビジネス専門学校 教育社会福祉専門課程保育福祉科
768 福島県 郡山情報ビジネス専門学校 教育社会福祉専門課程幼児教育インストラクター科
769 福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＯＡビジネス科
770 福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書科
771 福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程会計ビジネス科
772 福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程行政法務ビジネス科
773 福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営マネジメント科
774 福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理科
775 福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程税理士科
776 福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程デジタル情報ビジネス科
777 福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程トラベルプランナー科
778 福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ホテルリゾート科
779 福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチビジネス科
780 福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程インテリアデザイン科
781 福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程オフィスシステム科
782 福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程グラフィックデザイン科
783 福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程ゲームシステム科
784 福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程建築工学科
785 福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス科
786 福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程自動車工学科
787 福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程情報システム科
788 福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程情報ネットワーク科
789 福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程デジタル映像・サウンド科
790 福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程電気電子工学科
791 福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程土木測量工学科
792 福島県 郡山テクノデザイン専門学校 文化教養専門課程クリエイティブ写真科
793 福島県 郡山テクノデザイン専門学校 文化教養専門課程生活デザイン科
794 福島県 郡山テクノデザイン専門学校 文化教養専門課程デジタルコミュニケーション科
795 福島県 郡山テクノデザイン専門学校 文化教養専門課程ビューティーモード科
796 福島県 郡山テクノデザイン専門学校 文化教養専門課程ファッションデザイン科
797 福島県 郡山テクノデザイン専門学校 文化教養専門課程ファッションビジネス科
798 福島県 郡山ドレスメーカー専門学校 家政専門課程洋裁科昼間部
799 福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程ＩＴエンジニアリング科
800 福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程医療情報システム科
801 福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程オフィスシステム科
802 福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程環境福祉工学科
803 福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程ゲームシステム科
804 福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程建築工学科
805 福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程自動車工学科
806 福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程情報システム科
807 福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程情報ネットワーク科
808 福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程土木測量工学科
809 福島県 財団法人太田綜合病院附属看護専門学校 専門課程看護科第１部
810 福島県 財団法人太田綜合病院附属看護専門学校 専門課程看護科第２部
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811 福島県 ジェイク医療福祉技術専門学校 医療専門課程作業療法学科
812 福島県 ジェイク医療福祉技術専門学校 医療専門課程理学療法学科
813 福島県 ジェイク医療福祉技術専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
814 福島県 ジェイク国際ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉本科
815 福島県 ジェイク国際ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程スポーツ健康教育本科
816 福島県 ジェイク国際ビジネス専門学校 工業専門課程ＣＧゲームクリエイト本科
817 福島県 ジェイク国際ビジネス専門学校 工業専門課程情報マルチメディア本科
818 福島県 ジェイク国際ビジネス専門学校 工業専門課程マルチメディア本科
819 福島県 ジェイク国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療事務秘書本科
820 福島県 ジェイク国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報会計本科
821 福島県 松竹看護専門学校 医療専門課程看護科
822 福島県 仁愛看護専門学校 医療専門課程看護科
823 福島県 相馬看護専門学校 医療専門課程看護学科
824 福島県 竹田看護専門学校 医療専門課程看護学科
825 福島県 東北歯科専門学校 専門課程歯科衛生士科
826 福島県 東北歯科専門学校 専門課程歯科技工士科
827 福島県 日本調理技術専門学校 専門課程調理師本科二年制
828 福島県 福島介護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
829 福島県 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院付属高等看護学院 医療専門課程看護科
830 福島県 福島県理工専門学校 工業専門課程自動車整備科
831 福島県 福島県立会津若松看護専門学校 医療専門課程看護学科
832 福島県 福島県立総合衛生学院 医療専門課程看護学科
833 福島県 福島県立総合衛生学院 医療専門課程歯科衛生学科
834 福島県 福島県立総合衛生学院 医療専門課程歯科技工学科
835 福島県 福島県立総合衛生学院 医療専門課程臨床検査学科
836 福島県 福島柔整鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸科昼間部
837 福島県 福島柔整鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸科夜間部
838 福島県 福島情報ビジネスカレッジ 工業専門課程情報処理学科
839 福島県 福島情報ビジネスカレッジ 商業専門課程情報会計学科
840 福島県 福島情報ビジネスカレッジ 商業専門課程情報秘書学科
841 福島県 ポラリス保健看護学院 医療専門課程保健看護学科
842 福島県 横山和洋女子専門学校 専門課程家政専門部師範科
843 茨城県 アール医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科
844 茨城県 アール医療福祉専門学校 社会福祉専門課程福祉医療学科
845 茨城県 茨城音楽専門学校 音楽専門課程音楽科
846 茨城県 茨城県きぬ看護専門学校 専門課程看護学科
847 茨城県 茨城県結城看護専門学校 専門課程看護学科
848 茨城県 茨城県立中央看護専門学院 看護専門課程看護学科
849 茨城県 茨城県立つくば看護専門学校 看護専門課程看護学科
850 茨城県 茨城県立水戸看護専門学院 看護専門課程第一看護学科
851 茨城県 茨城県立水戸看護専門学院 看護専門課程第二看護学科
852 茨城県 茨城県理容環境衛生同業組合立茨城県理容専修学校 理容昼間専門課程理容科
853 茨城県 茨城歯科専門学校 歯科医療専門課程歯科衛生士科
854 茨城県 茨城歯科専門学校 歯科医療専門課程歯科技工士科
855 茨城県 茨城情報専門学校 商業専門課程情報処理学科
856 茨城県 茨城情報専門学校 商業専門課程情報マネジメント学科
857 茨城県 いばらき中央福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
858 茨城県 茨城理容美容専門学校 専門課程美容科
859 茨城県 茨城理容美容専門学校 専門課程理容科
860 茨城県 関東理工自動車専門学校 工業専門課程自動車整備科
861 茨城県 関東理工専門学校 工業専門課程空港自動車科
862 茨城県 関東理工専門学校 工業専門課程空調電気設備科
863 茨城県 関東理工専門学校 工業専門課程情報処理科
864 茨城県 技友ビューティ福祉専門学校 介護福祉専門課程介護福祉科
865 茨城県 技友ビューティ福祉専門学校 理容美容専門課程美容科
866 茨城県 技友ビューティ福祉専門学校 理容美容専門課程理容科
867 茨城県 鯉淵学園 専門課程生活栄養科学科
868 茨城県 鯉淵学園 専門課程農業経営科学科
869 茨城県 国立霞ヶ浦病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
870 茨城県 国立水戸病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
871 茨城県 昇陽栄養専門学校 専門課程栄養士学科
872 茨城県 白土ドレスメーカー専門学校 服装専門課程洋裁本科昼間部
873 茨城県 白土ドレスメーカー専門学校 服装専門課程洋裁本科夜間部
874 茨城県 筑波学園高等看護学院 看護専門課程看護学科
875 茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程グラフィックデザイン学科
876 茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程建築学科
877 茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程建築デザイン学科
878 茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程情報システム学科
879 茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程情報処理学科
880 茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程測量情報学科
881 茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程電子制御学科
882 茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程土木工学科
883 茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程医療情報学科
884 茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程医療福祉学科
885 茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程行政情報学科
886 茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程経営情報学科
887 茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程情報経理学科
888 茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程総合福祉学科
889 茨城県 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
890 茨城県 筑波情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科
891 茨城県 筑波情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程行政ビジネス学科
892 茨城県 筑波情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス学科
893 茨城県 筑波情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチメディア学科
894 茨城県 つくばビジネスカレッジ専門学校 工業専門課程マルチメディア学科
895 茨城県 つくばビジネスカレッジ専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス学科
896 茨城県 つくばビジネスカレッジ専門学校 商業実務専門課程情報経理学科
897 茨城県 つくばビジネスカレッジ専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス学科
898 茨城県 つくば福祉専門学校 専門課程介護福祉科
899 茨城県 土浦協同病院附属看護専門学校 看護専門課程看護学科
900 茨城県 土浦情報経理専門学校 商業実務専門課程経理会計学科
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901 茨城県 土浦情報経理専門学校 商業実務専門課程情報処理学科
902 茨城県 土浦情報経理専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科
903 茨城県 土浦情報経理専門学校 商業実務専門課程福祉ビジネス学科
904 茨城県 東海学院文化教養専門学校 専門課程教養学科（４月入学コース）
905 茨城県 東京医科大学霞ヶ浦看護専門学校 看護専門課程看護科
906 茨城県 中川学園調理技術専門学校 調理専門課程調理技術専門学科
907 茨城県 成田航空専門学校 工業専門課程航空機体整備科
908 茨城県 成田航空専門学校 工業専門課程航空整備科
909 茨城県 成田航空専門学校 工業専門課程航空操縦科
910 茨城県 成田航空専門学校 工業専門課程航空電子科
911 茨城県 成田航空専門学校 工業専門課程航空保安科
912 茨城県 成田航空専門学校 工業専門課程航空輸送科
913 茨城県 成田航空専門学校 工業専門課程ヘリコプタ整備科
914 茨城県 日本医療秘書専門学校 専門課程医療情報科
915 茨城県 日本医療秘書専門学校 専門課程医療秘書科
916 茨城県 日本農業実践学園 専門課程経営部本科
917 茨城県 日本農業実践学園 専門課程生活部本科
918 茨城県 白十字看護専門学校 専門課程看護科
919 茨城県 日立高等技芸専門学校 家政専門課程洋裁科昼間部
920 茨城県 日立高等技芸専門学校 家政専門課程洋裁科夜間部
921 茨城県 日立高等技芸専門学校 家政専門課程和裁科昼間部
922 茨城県 日立高等技芸専門学校 家政専門課程和裁科夜間部
923 茨城県 日立製作所日立看護専門学校 医療専門課程看護学科
924 茨城県 古河テクノビジネス専門学校 情報処理専門課程ＯＡビジネス科
925 茨城県 古河テクノビジネス専門学校 情報処理専門課程情報システム工学科
926 茨城県 文化学院芸術工科専門学校 産業デザイン専門課程インターネットスペシャリスト学科
927 茨城県 文化学院芸術工科専門学校 産業デザイン専門課程建築インテリア学科
928 茨城県 文化学院芸術工科専門学校 産業デザイン専門課程建築士学科
929 茨城県 文化学院芸術工科専門学校 産業デザイン専門課程広告プロモーションデザイン学科
930 茨城県 文化学院芸術工科専門学校 産業デザイン専門課程コンピュータグラフィックス学科
931 茨城県 水戸教育福祉専門学校 専門課程介護福祉科
932 茨城県 水戸教育福祉専門学校 専門課程社会福祉科
933 茨城県 水戸経理専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科
934 茨城県 水戸経理専門学校 商業実務専門課程経営経理学科
935 茨城県 水戸経理専門学校 商業実務専門課程経営情報学科
936 茨城県 水戸経理専門学校 商業実務専門課程情報学科
937 茨城県 水戸経理専門学校 商業実務専門課程情報経理学科
938 茨城県 水戸高等簿記専門学校 専門課程経理学科
939 茨城県 水戸市医師会看護専門学院 専門課程看護学科
940 茨城県 水戸自動車整備専門学校 工業専門課程自動車整備学科
941 茨城県 水戸スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程医療・福祉ビジネス科
942 茨城県 水戸スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程国際観光ビジネス科
943 茨城県 水戸スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程ビジネスコンピュータ科
944 茨城県 水戸赤十字看護専門学校 専門課程看護学科
945 茨城県 水戸電子専門学校 工業専門課程情報経営学科
946 茨城県 水戸電子専門学校 工業専門課程電子情報学科
947 茨城県 水戸電子専門学校 工業専門課程情報処理学科
948 茨城県 水戸電子専門学校 工業専門課程情報技術学科
949 茨城県 水戸日建工科専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ設計科
950 茨城県 水戸美容専門学校 美容専門課程美容科
951 茨城県 宮本看護専門学校 専門課程看護学科
952 茨城県 リリー保育福祉専門学校 保育福祉専門課程健康運動士学科
953 茨城県 リリー保育福祉専門学校 保育福祉専門課程福祉学科
954 茨城県 リリー保育福祉専門学校 保育福祉専門課程保育学科
955 栃木県 明美和裁専門学校 専門課程和裁科
956 栃木県 足利デザイン工科専門学校 衛生専門課程美容科
957 栃木県 足利デザイン工科専門学校 工業専門課程建築工学科
958 栃木県 足利デザイン工科専門学校 商業実務専門課程雑貨コーディネーター科
959 栃木県 足利デザイン工科専門学校 服飾・家政専門課程ファッションデザイン科
960 栃木県 足利デザイン工科専門学校 文化教養専門課程インテリアデザイン科
961 栃木県 足利デザイン工科専門学校 文化教養専門課程グラフィックデザイン科
962 栃木県 足利デザイン工科専門学校 文化教養専門課程造形デザイン科
963 栃木県 足利文化服装専門学校 専門課程洋裁科昼間部
964 栃木県 足利文化服装専門学校 専門課程洋裁科夜間部
965 栃木県 荒川編物服飾専門学校 服飾・家政専門課程ファッションニット科昼間部
966 栃木県 石山和裁専門学校 専門課程和裁科昼間部
967 栃木県 インターナショナルビジネスランゲージ専門学校 専門課程ファッション学科
968 栃木県 インターナショナルビジネスランゲージ専門学校 専門課程ホテル学科
969 栃木県 インターナショナルビジネスランゲージ専門学校 専門課程マルチメディア学科
970 栃木県 インターナショナルビジネスランゲージ専門学校 専門課程ランゲージ学科
971 栃木県 宇都宮アートアンドスポーツ専門学校 商業実務専門課程スポーツビジネス科
972 栃木県 宇都宮アートアンドスポーツ専門学校 文化教養専門課程芸術・デザイン科
973 栃木県 宇都宮アートアンドスポーツ専門学校 文化教養専門課程声優・アナウンス科
974 栃木県 宇都宮医学技術専門学校 専門課程臨床検査科
975 栃木県 宇都宮栄養専門学校 専門課程栄養士養成学科
976 栃木県 宇都宮市医師会看護専門学校 医療専門課程看護学科
977 栃木県 宇都宮歯科衛生士専門学校 専門課程歯科衛生士科
978 栃木県 宇都宮調理師専門学校 衛生専門課程調理高度技術経営科
979 栃木県 宇都宮日建工科専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ設計科（昼間部）
980 栃木県 宇都宮日建工科専門学校 工業専門課程土木ＣＡＤ設計科
981 栃木県 宇都宮ビジネス電子専門学校 工業専門課程建築設計科
982 栃木県 宇都宮ビジネス電子専門学校 工業専門課程セクレタリー情報科
983 栃木県 宇都宮ビジネス電子専門学校 工業専門課程電子情報処理科
984 栃木県 宇都宮ビジネス電子専門学校 商業実務専門課程医療秘書科
985 栃木県 宇都宮ビジネス電子専門学校 商業実務専門課程経営（営業）ビジネス科
986 栃木県 宇都宮ビジネス電子専門学校 商業実務専門課程経営情報科
987 栃木県 宇都宮ビジネス電子専門学校 商業実務専門課程公務員ビジネス科
988 栃木県 宇都宮ビジネス電子専門学校 商業実務専門課程情報経理科
989 栃木県 宇都宮美容専門学校 衛生専門課程美容学科
990 栃木県 宇都宮文化服装専門学校 専門課程服装科昼間部
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991 栃木県 宇都宮法律専門学校 文化教養専門課程法律学科
992 栃木県 宇都宮メディア・アーツ専門学校 工業専門課程ＩＴ総合技術科
993 栃木県 宇都宮メディア・アーツ専門学校 工業専門課程建築設計科
994 栃木県 宇都宮メディア・アーツ専門学校 文化教養専門課程インテリアデザイン科（２年課程）
995 栃木県 宇都宮メディア・アーツ専門学校 文化教養専門課程総合デザイン科（２年課程）
996 栃木県 宇都宮メディア・アーツ専門学校 文化教養専門課程総合デザイン科（３年課程）
997 栃木県 宇都宮和裁専門学校 専門課程和裁科
998 栃木県 宇陽ドレスメーカー専門学校 服飾・家政専門課程洋裁科（昼間部）
999 栃木県 大岡和裁専門学校 専門課程和裁科

1,000 栃木県 菊地和裁専門学校 服飾・家政専門課程和裁教師科
1,001 栃木県 刑部きもの学園女子専門学校 専門課程和裁学科昼間部
1,002 栃木県 刑部きもの学園女子専門学校 専門課程和裁学科夜間部
1,003 栃木県 国際介護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程医療福祉学科
1,004 栃木県 国際介護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
1,005 栃木県 国際介護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程幼児教育学科
1,006 栃木県 国際介護福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科
1,007 栃木県 国際情報ビジネス専門学校 工業専門課程ゲームクリエイト学科
1,008 栃木県 国際情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム学科
1,009 栃木県 国際情報ビジネス専門学校 工業専門課程電気技術学科
1,010 栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程イベントプランナー学科
1,011 栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理学科（２年課程）
1,012 栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際観光学科（２年課程）
1,013 栃木県 国際情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員学科（公務員総合）
1,014 栃木県 国際情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程声優学科
1,015 栃木県 国際情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程メイク＆スタイリスト学科
1,016 栃木県 国際テクニカル調理師専門学校 衛生専門課程調理経営科
1,017 栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 衛生専門課程トータルビューティ学科
1,018 栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 衛生専門課程美容学科
1,019 栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 工業専門課程オートモービル科
1,020 栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科
1,021 栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科
1,022 栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 文化・教養専門課程インテリアデザイン科
1,023 栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 文化・教養専門課程グラフィックデザイン科
1,024 栃木県 国立塩原視力障害センター 専門課程あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう科
1,025 栃木県 国立栃木病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
1,026 栃木県 済生会宇都宮病院看護専門学校 医療専門課程看護学科
1,027 栃木県 作新理容美容専門学院 衛生専門課程美容科
1,028 栃木県 作新理容美容専門学院 衛生専門課程理容科
1,029 栃木県 システムサイエンス宇都宮専門学校 工業専門課程医療情報秘書科
1,030 栃木県 システムサイエンス宇都宮専門学校 工業専門課程経営科
1,031 栃木県 システムサイエンス宇都宮専門学校 工業専門課程情報処理科
1,032 栃木県 心身統一合氣道学院 文化教養専門課程合氣道本科
1,033 栃木県 専門学校足利コミュニティーカレッジ 専門課程アパレルデザイン科
1,034 栃木県 専門学校足利コミュニティーカレッジ 専門課程アメニティーデザイン学科
1,035 栃木県 専門学校足利コミュニティーカレッジ 専門課程和裁専攻科
1,036 栃木県 専門学校国際スクールオブビジネス 工業専門課程自動車整備士学科
1,037 栃木県 専門学校国際スクールオブビジネス 工業専門課程マルチメディア学科
1,038 栃木県 専門学校国際スクールオブビジネス 商業実務専門課程医療福祉ビジネス学科
1,039 栃木県 専門学校国際スクールオブビジネス 商業実務専門課程経理情報学科
1,040 栃木県 中央福祉医療専門学校 専門課程医療福祉科
1,041 栃木県 中央福祉医療専門学校 専門課程介護福祉科
1,042 栃木県 中央福祉医療専門学校 専門課程健康福祉科
1,043 栃木県 中央福祉医療専門学校 専門課程社会福祉科
1,044 栃木県 東照学院氏家医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科（３年課程）
1,045 栃木県 東照学院氏家医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科（２年課程）
1,046 栃木県 栃木介護福祉士専門学校 専門課程介護福祉学科
1,047 栃木県 栃木県県南高等看護専門学院 専門課程看護学科専科（昼間課程）
1,048 栃木県 栃木県厚生連塩谷看護専門学校 医療専門課程看護学科
1,049 栃木県 栃木県美容専門学校 衛生専門課程美容科
1,050 栃木県 栃木県立衛生福祉大学校 専門課程歯科技術学部歯科衛生学科
1,051 栃木県 栃木県立衛生福祉大学校 専門課程歯科技術学部歯科技工学科
1,052 栃木県 栃木県立衛生福祉大学校 専門課程保育学部保育学科
1,053 栃木県 栃木県立衛生福祉大学校 専門課程保健看護学部看護学科専科（昼間課程）
1,054 栃木県 獨協医科大学附属看護専門学校 看護専門課程看護学科
1,055 栃木県 日産自動車整備専門学校 専門課程自動車整備科
1,056 栃木県 ハイテック学院専門学校 衛生専門課程トータルエステティック学科
1,057 栃木県 ハイテック学院専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科
1,058 栃木県 平手和裁専門学校 専門課程和裁科
1,059 栃木県 フローラ編物専門学校 服飾・家政専門課程編物手芸科昼間部
1,060 栃木県 フローラ編物専門学校 服飾・家政専門課程編物手芸科夜間部
1,061 栃木県 北光家政専門学校 専門課程和裁科
1,062 栃木県 マロニエ医療福祉専門学校 教育・社会福祉分野専門課程介護福祉学科
1,063 栃木県 マロニエ医療福祉専門学校 教育・社会福祉分野専門課程社会福祉学科
1,064 栃木県 両毛医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
1,065 栃木県 両毛医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程ケア・サービス学科
1,066 栃木県 和氣和裁専門学校 専門課程和裁科
1,067 群馬県 伊勢崎美容専門学校 美容専門課程美容学科
1,068 群馬県 大泉文化服装専門学校 服装専門課程服装学科１部
1,069 群馬県 大泉保育福祉専門学校 社会福祉専門課程福祉科
1,070 群馬県 大泉保育福祉専門学校 保育専門課程保育科昼間部
1,071 群馬県 大泉保育福祉専門学校 保育専門課程保育科夜間部
1,072 群馬県 太田看護専門学校 看護師養成専門課程看護学科
1,073 群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程Ｄｉｇｉｔａｌコンピュータグラフィックス学科
1,074 群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程Ｄｉｇｉｔａｌコンピュータグラフィックス専攻学科
1,075 群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程ＣＡＤ学科
1,076 群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程ゲームクリエイタ学科
1,077 群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程ゲームクリエイタ専攻学科
1,078 群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程ゲームクリエイタ専攻学科ゲームスペシャリストコース
1,079 群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程システム管理学科
1,080 群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程情報工学科
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1,081 群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程情報工学専攻学科
1,082 群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程マルチメディア学科
1,083 群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程マルチメディア専攻学科
1,084 群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程ロボット工学科
1,085 群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程ＯＡ秘書学科
1,086 群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科
1,087 群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程会計ビジネス学科
1,088 群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程会計ビジネス専攻学科
1,089 群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程経営情報学科
1,090 群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス学科
1,091 群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程公務員Ⅱ学科
1,092 群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程スポーツアクティブ学科
1,093 群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程総合学科
1,094 群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程総合専攻学科
1,095 群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程トラベルサービス学科
1,096 群馬県 岡本文化服装専門学校 服装専門課程服装学科
1,097 群馬県 専修学校群馬芸術学園 デザイン専門課程コミュニケーションデザイン学科（３年課程）
1,098 群馬県 桐生ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経営学科
1,099 群馬県 桐生文化服装専門学校 服装専門課程ファッションデザイン科
1,100 群馬県 群ゼミＡＬＥＸ外語専門学校 文化教養専門課程英会話専修科
1,101 群馬県 群ゼミＡＬＥＸ外語専門学校 文化教養専門課程国際観光学科
1,102 群馬県 群馬県歯科衛生専門学校 歯科衛生専門課程歯科衛生士科
1,103 群馬県 群馬県美容専門学校 美容専門課程美容科
1,104 群馬県 群馬自動車整備専門学校 自動車整備専門課程自動車整備科
1,105 群馬県 群馬社会福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉学科
1,106 群馬県 群馬社会福祉専門学校 社会福祉専門課程福祉保育学科
1,107 群馬県 群馬調理師専門学校 調理専門課程調理高度テクニカル学科
1,108 群馬県 群馬日建工科専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ設計科
1,109 群馬県 群馬法律専門学校 法律専門課程教養科
1,110 群馬県 群馬法律専門学校 法律専門課程法律科公務員コース
1,111 群馬県 群馬法律専門学校 法律専門課程法律科資格試験コース
1,112 群馬県 群馬法律専門学校 法律専門課程法律科中大コース
1,113 群馬県 国際ファッションアート専門学校 服飾専門課程生活デザイン科
1,114 群馬県 国際ファッションアート専門学校 服飾専門課程ファッションクリエート科
1,115 群馬県 国際ファッションアート専門学校 服飾専門課程和裁専科
1,116 群馬県 国立高崎病院附属看護学校 看護専門学校看護学科
1,117 群馬県 国立療養所西群馬病院附属看護学校 看護専門学校看護学科
1,118 群馬県 佐田ゴルフ・スポーツビジネス専門学校 文化・教養専門課程ゴルフコーチング科
1,119 群馬県 佐田ゴルフ・スポーツビジネス専門学校 文化・教養専門課程ゴルフマスター科
1,120 群馬県 佐田ゴルフ・スポーツビジネス専門学校 文化・教養専門課程スポーツトレーナー科
1,121 群馬県 佐田ゴルフ・スポーツビジネス専門学校 文化・教養専門課程スポーツビジネス科
1,122 群馬県 昭和服装専門学校 服装専門課程服装学科昼間部
1,123 群馬県 群馬県理容専門学校 理容専門課程理容学科
1,124 群馬県 専修学校群馬芸術学園 デザイン専門課程コミュニケーションデザイン学科（２年課程）
1,125 群馬県 専門学校早稲田カレッジオブビジネス 工業専門課程コンピュータグラフィックス学科
1,126 群馬県 専門学校早稲田カレッジオブビジネス 工業専門課程情報システム学科
1,127 群馬県 高崎コンピュータ専門学校 工業専門課程マルチメディア科
1,128 群馬県 高崎歯科衛生専門学校 歯科衛生専門課程歯科衛生学科
1,129 群馬県 高崎スクールオブビジネス 商業専門課程ＯＡ秘書科
1,130 群馬県 高崎スクールオブビジネス 商業専門課程医療秘書科
1,131 群馬県 高崎スクールオブビジネス 商業専門課程経営管理科
1,132 群馬県 高崎スクールオブビジネス 商業専門課程公務員受験科
1,133 群馬県 高崎スクールオブビジネス 商業専門課程旅行ホテル科
1,134 群馬県 高崎ビューティモード専門学校 美容専門課程美容学科（昼間）
1,135 群馬県 高崎福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士養成科
1,136 群馬県 高崎文化服装専門学校 服装専門課程服装科（一部）
1,137 群馬県 高崎保育専門学校 幼稚園教諭保母養成専門課程幼稚園教諭保母養成科
1,138 群馬県 高崎和服専門学校 和裁専門課程和裁学科（第１部）
1,139 群馬県 高崎和服専門学校 和裁専門課程和裁学科（第２部）
1,140 群馬県 館林高等看護学院 看護専門課程看護学科
1,141 群馬県 中央工学院専門学校 工業専門課程建築設備工学科
1,142 群馬県 中央工学院専門学校 工業専門課程デザイン＆クラフト学科
1,143 群馬県 中央工学院専門学校 工業専門課程デジタル通信工学科
1,144 群馬県 中央工学院専門学校 工業専門課程電子工学科
1,145 群馬県 中央情報経理専門学校 工業専門課程デジタルデザイン科
1,146 群馬県 中央情報経理専門学校 工業専門課程マルチメディア科
1,147 群馬県 中央情報経理専門学校 商業実務専門課程医療介護秘書科
1,148 群馬県 中央情報経理専門学校 商業実務専門課程公務員ビジネス科（２年課程）
1,149 群馬県 中央情報経理専門学校 商業実務専門課程情報経理科
1,150 群馬県 中央情報経理専門学校 商業実務専門課程マルチビジネス科
1,151 群馬県 中央情報経理専門学校太田校 商業実務専門課程医療介護秘書科
1,152 群馬県 中央情報経理専門学校太田校 商業実務専門課程情報経理科
1,153 群馬県 中央情報経理専門学校太田校 商業実務専門課程ビューティーモード科
1,154 群馬県 中央情報経理専門学校太田校 商業実務専門課程マルチメディア科
1,155 群馬県 富岡看護専門学校 看護専門課程看護学科
1,156 群馬県 東群馬看護専門学校 看護専門課程看護学科
1,157 群馬県 東日本製菓技術専門学校 衛生専門課程製菓製パン本科
1,158 群馬県 東日本調理師専門学校 調理専門課程調理高度テクニカル学科
1,159 群馬県 東日本デザイン・ビジネス専門学校 商業実務専門課程スタイリスト学科
1,160 群馬県 東日本デザイン・ビジネス専門学校 デザイン専門課程クリエータ学科
1,161 群馬県 東日本電子・商科専門学校 工業専門課程デジタル工学科
1,162 群馬県 東日本電子・商科専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス学科
1,163 群馬県 東日本電子・商科専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科
1,164 群馬県 東日本ホテルトラベル専門学校 商業実務専門課程ホテルトラベル学科
1,165 群馬県 フェリカ建築＆デザイン専門学校 工業専門課程インテリア設計科
1,166 群馬県 フェリカ建築＆デザイン専門学校 工業専門課程建築科
1,167 群馬県 フェリカ建築＆デザイン専門学校 工業専門課程建築設計科
1,168 群馬県 フェリカ建築＆デザイン専門学校 工業専門課程デジタルデザイン科
1,169 群馬県 富士重工業健康保険組合太田高等看護学院 医療専門課程看護学科
1,170 群馬県 ほたか保健福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科Ⅱ部
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1,171 群馬県 ほたか保健福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科Ⅰ部
1,172 群馬県 前橋医療福祉専門学校 医療専門課程医療福祉秘書学科
1,173 群馬県 前橋医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科
1,174 群馬県 前橋赤十字看護専門学校 専門課程看護学科
1,175 群馬県 前橋東看護学校 医療専門課程看護学科
1,176 群馬県 前橋文化服装専門学校 服装専門課程デザイン科
1,177 群馬県 前橋文化服装専門学校 服装専門課程ファッションビジネス科
1,178 群馬県 前橋文化服装専門学校 服装専門課程服装科昼間部
1,179 埼玉県 秋草学園福祉教育専門学校 専門課程介護福祉科
1,180 埼玉県 上尾市医師会上尾看護専門学校 医療専門課程看護学科
1,181 埼玉県 上尾中央看護専門学校 看護専門課程第一学科
1,182 埼玉県 上尾中央看護専門学校 看護専門課程第二学科
1,183 埼玉県 朝霞地区看護専門学校 専門課程看護学科
1,184 埼玉県 アルスコンピュータ専門学校 工業専門課程情報システム科
1,185 埼玉県 アルスコンピュータ専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科
1,186 埼玉県 入間看護専門学校 専門課程看護学科
1,187 埼玉県 浦和医師会看護専門学校 専門課程看護学科
1,188 埼玉県 浦和学院専門学校 専門課程医療情報科
1,189 埼玉県 浦和学院専門学校 専門課程看護学科
1,190 埼玉県 浦和学院専門学校 専門課程デザインアート科
1,191 埼玉県 浦和学院専門学校 専門課程福祉建築学科
1,192 埼玉県 浦和学院専門学校 専門課程福祉情報科
1,193 埼玉県 浦和市立高等看護学院 専門課程看護科
1,194 埼玉県 浦和美術専門学校 文化教養専門課程デザイン科
1,195 埼玉県 浦和簿記専門学校 専門課程商業学科（修業年限２年の課程に限る。）
1,196 埼玉県 江原音楽療法専門学校東京ピアノ調律アカデミー 専門課程音楽学科昼間部
1,197 埼玉県 江原音楽療法専門学校東京ピアノ調律アカデミー 専門課程音楽療法学科
1,198 埼玉県 江原音楽療法専門学校東京ピアノ調律アカデミー 専門課程ピアノ調律学科
1,199 埼玉県 大川学園福祉教育専門学校 専門課程介護福祉科
1,200 埼玉県 大原情報ビジネス専門学校大宮校 商業実務専門課程コンピュータビジネス学科
1,201 埼玉県 大原情報ビジネス専門学校大宮校 商業実務専門課程情報処理学科
1,202 埼玉県 大原法律公務員専門学校大宮校 文化教養専門課程法律行政学科２年制
1,203 埼玉県 大原簿記専門学校大宮校 商業実務専門課程経理本科２年制学科
1,204 埼玉県 大原簿記専門学校大宮校 商業実務専門課程経理本科４年制学科
1,205 埼玉県 大宮医師会看護専門学校 医療専門課程看護学科
1,206 埼玉県 大宮歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生科
1,207 埼玉県 大宮赤十字看護専門学校 専門課程看護学科
1,208 埼玉県 大宮文化デザイン専門学校 服飾家政専門課程被服科
1,209 埼玉県 大宮文化デザイン専門学校 文化教養専門課程ＣＧデザイン科
1,210 埼玉県 越生工業技術専門学校 専門課程自動車整備科
1,211 埼玉県 越生工業技術専門学校 専門課程情報システム工学科
1,212 埼玉県 川口市立看護専門学校 看護専門課程第１看護学科
1,213 埼玉県 川口市立看護専門学校 看護専門課程第２看護学科
1,214 埼玉県 川口文化服装専門学校 専門課程服装科昼間部
1,215 埼玉県 川越市医師会看護専門学校 医療専門課程看護学科
1,216 埼玉県 川越文化ファッション専門学校 専門課程服飾デザイン科昼間部
1,217 埼玉県 関東工業専門学校 専門課程自動車整備科
1,218 埼玉県 関東福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
1,219 埼玉県 北里看護専門学校 医療専門課程看護学科
1,220 埼玉県 ＣＡＤ製図専門学校 専門課程ＣＡＤ製図科昼間部
1,221 埼玉県 熊谷市医師会看護専門学校 専門課程看護学科
1,222 埼玉県 熊谷文化服装専門学校 専門課程服装学科
1,223 埼玉県 小池学園東萌専門学校 専門課程経営ビジネス科
1,224 埼玉県 小池学園東萌専門学校 専門課程ファッション美容科
1,225 埼玉県 国際航空専門学校 専門課程エアロサポート科
1,226 埼玉県 国際航空専門学校 専門課程整備科
1,227 埼玉県 国際航空専門学校 専門課程操縦科
1,228 埼玉県 国際航空専門学校 専門課程運航整備科
1,229 埼玉県 国際情報経済専門学校 専門課程ＯＡ経理科
1,230 埼玉県 国際情報経済専門学校 専門課程ビジネス情報処理科
1,231 埼玉県 国際情報経済専門学校 専門課程ビジネス秘書科
1,232 埼玉県 国際調理師専門学校 専門課程調理師高度技術学科
1,233 埼玉県 国立埼玉病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
1,234 埼玉県 国立身体障害者リハビリテーションセンター 専門課程あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう科
1,235 埼玉県 国立身体障害者リハビリテーションセンター 専門課程義肢装具専門職員養成課程
1,236 埼玉県 国立西埼玉中央病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
1,237 埼玉県 国立療養所東埼玉病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
1,238 埼玉県 越谷市立看護専門学校 専門課程看護学科
1,239 埼玉県 越谷保育専門学校 専門課程保育士養成学科（第１部）
1,240 埼玉県 越谷保育専門学校 専門課程幼稚園教諭保育士養成学科（第１部）
1,241 埼玉県 越谷保育専門学校 専門課程幼稚園教諭保育士養成学科（第２部）
1,242 埼玉県 済生会川口看護専門学校 専門課程看護学科
1,243 埼玉県 埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校 専門課程看護学科
1,244 埼玉県 埼玉県栄養専門学校 専門課程栄養士養成科
1,245 埼玉県 埼玉県調理師専門学校 衛生専門課程高度調理技術科
1,246 埼玉県 埼玉県立高等看護学院 医療専門課程看護学科
1,247 埼玉県 埼玉県理容美容専門学校 専門課程美容科
1,248 埼玉県 埼玉県理容美容専門学校 専門課程理容科
1,249 埼玉県 埼玉工業専門学校 専門課程自動車車体整備科（２年コース）
1,250 埼玉県 埼玉工業専門学校 専門課程自動車整備科
1,251 埼玉県 埼玉工業専門学校 専門課程情報技術科
1,252 埼玉県 埼玉工業大学専門学校 工業専門課程環境技術学科
1,253 埼玉県 埼玉工業大学専門学校 工業専門課程建築環境学科
1,254 埼玉県 埼玉工業大学専門学校 工業専門課程工業技術学科
1,255 埼玉県 埼玉工業大学専門学校 工業専門課程情報処理学科
1,256 埼玉県 埼玉工業大学専門学校 商業実務専門課程ビジネス学科
1,257 埼玉県 埼玉歯科衛生専門学校 専門課程歯科衛生科
1,258 埼玉県 埼玉歯科技工士専門学校 専門課程歯科技工士学科
1,259 埼玉県 埼玉中央文化ビジネス専門学校 専門課程経営ビジネス学科
1,260 埼玉県 埼玉中央文化ビジネス専門学校 専門課程情報処理ビジネス学科
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1,261 埼玉県 埼玉中央文化ビジネス専門学校 専門課程服飾学科
1,262 埼玉県 埼玉東洋医療専門学校 医療専門課程鍼灸科（Ⅰ部）
1,263 埼玉県 埼玉東洋医療専門学校 医療専門課程鍼灸科（Ⅱ部）
1,264 埼玉県 埼玉福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科（昼間部）
1,265 埼玉県 埼玉福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科（昼間部）
1,266 埼玉県 埼玉福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科（夜間部）
1,267 埼玉県 坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校 専門課程看護学科
1,268 埼玉県 坂戸理容美容専門学校 専門課程美容学科
1,269 埼玉県 坂戸理容美容専門学校 専門課程理容学科
1,270 埼玉県 彰華学園総合専門学校 専門課程介護福祉科
1,271 埼玉県 彰華学園総合専門学校 専門課程テクニカルモード科
1,272 埼玉県 彰華学園総合専門学校 専門課程服飾デザイン科（師範科）
1,273 埼玉県 城西医療技術専門学校 専門課程作業療法学科
1,274 埼玉県 城西医療技術専門学校 専門課程診療放射線学科
1,275 埼玉県 城西医療技術専門学校 専門課程理学療法学科
1,276 埼玉県 白百合服飾専門学校 専門課程洋裁学科昼間部
1,277 埼玉県 西武学園医学技術専門学校 専門課程栄養学科
1,278 埼玉県 西武学園医学技術専門学校 専門課程臨床検査学科
1,279 埼玉県 専門学校東萌ビューティーカレッジ 衛生専門課程美容科
1,280 埼玉県 専門学校浜西ファッションアカデミー 専門課程服飾学科
1,281 埼玉県 千草服装専門学校 専門課程服装科昼間部
1,282 埼玉県 秩父家政専門学校 専門課程編物科昼間部
1,283 埼玉県 秩父家政専門学校 専門課程洋裁科昼間部
1,284 埼玉県 秩父看護専門学校 医療専門課程看護学科
1,285 埼玉県 中央情報専門学校 工業専門課程システムエンジニア科
1,286 埼玉県 中央情報専門学校 商業実務専門課程情報システム科
1,287 埼玉県 中央情報専門学校 専門課程情報ビジネス科
1,288 埼玉県 中央情報専門学校 専門課程総合ビジネス科
1,289 埼玉県 テクノ・ホルティ園芸専門学校 専門課程園芸学科
1,290 埼玉県 桐蔭情報経理専門学校 商業実務専門課程事務経理科
1,291 埼玉県 東京国際学園外語専門学校 専門課程日本語科
1,292 埼玉県 東都コンピュータ専門学校 工業専門課程情報処理科３年制コース
1,293 埼玉県 東都コンピュータ専門学校 工業専門課程情報テクノロジー科
1,294 埼玉県 東都コンピュータ専門学校 工業専門課程情報メディア科
1,295 埼玉県 東都コンピュータ専門学校 工業専門課程マスコミ・デジタル編集科
1,296 埼玉県 東都コンピュータ専門学校 商業実務専門課程ビジネス科
1,297 埼玉県 東武医学技術専門学校 専門課程医療秘書科
1,298 埼玉県 東武医学技術専門学校 専門課程臨床検査科
1,299 埼玉県 所沢看護専門学校 専門課程看護学科
1,300 埼玉県 所沢文化服装専門学校 専門課程家政科昼間部
1,301 埼玉県 戸田中央看護専門学校 専門課程第二学科
1,302 埼玉県 日本産業専門学校 専門課程医療秘書学科
1,303 埼玉県 日本産業専門学校 専門課程政経学科
1,304 埼玉県 日本美術専門学校 専門課程彫刻科
1,305 埼玉県 日本美術専門学校 専門課程デザイン科
1,306 埼玉県 日本美術専門学校 専門課程日本画科
1,307 埼玉県 日本美術専門学校 専門課程洋画科
1,308 埼玉県 飯能看護専門学校 専門課程高等看護科
1,309 埼玉県 深谷大里看護専門学校 専門課程看護学科
1,310 埼玉県 富士ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＯＡ事務学科
1,311 埼玉県 富士ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報会計学科
1,312 埼玉県 富士ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科
1,313 埼玉県 文化学院芸術専門学校 芸術専門課程陶磁科
1,314 埼玉県 文化学院芸術専門学校 芸術専門課程美術科
1,315 埼玉県 平成福祉教育専門学校 専門課程介護福祉学科
1,316 埼玉県 平成福祉教育専門学校 専門課程社会福祉学科
1,317 埼玉県 平和学院衛生福祉専門学校 医療専門課程医療秘書技術科
1,318 埼玉県 平和学院衛生福祉専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
1,319 埼玉県 平和学院衛生福祉専門学校 医療専門課程視能訓練士科
1,320 埼玉県 平和学院衛生福祉専門学校 衛生専門課程栄養士科
1,321 埼玉県 平和学院衛生福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科
1,322 埼玉県 本庄情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報システム科
1,323 埼玉県 ホンダインターナショナルテクニカルスクール 専門課程自動車整備科
1,324 埼玉県 ホンダインターナショナルテクニカルスクール 専門課程情報工学科
1,325 埼玉県 ホンダインターナショナルテクニカルスクール 専門課程情報システム科
1,326 埼玉県 毛呂病院看護専門学校 医療専門課程第一学科
1,327 埼玉県 毛呂病院看護専門学校 医療専門課程第二学科
1,328 埼玉県 早稲田医療技術専門学校 医療専門課程看護学科
1,329 埼玉県 早稲田医療技術専門学校 医療専門課程作業療法学科
1,330 埼玉県 早稲田医療技術専門学校 医療専門課程理学療法学科
1,331 埼玉県 蕨戸田市医師会看護専門学校 専門課程看護学科
1,332 千葉県 旭中央病院付属看護専門学校 看護専門課程看護学科
1,333 千葉県 安房看護専門学校 専門課程看護科
1,334 千葉県 イーストウエスト外国語専門学校 語学専門課程言語コミュニケーション学科
1,335 千葉県 イーストウエスト外国語専門学校 語学専門課程国際ビジネス学科
1,336 千葉県 市川音楽専門学校 専門課程本科
1,337 千葉県 市川ドレスメーカー専門学校 被服専門課程洋裁科
1,338 千葉県 市原看護専門学校 専門課程看護学科
1,339 千葉県 植草幼児教育専門学校 専門課程幼児教育科
1,340 千葉県 上野法科ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科
1,341 千葉県 上野法科ビジネス専門学校 文化・教養専門課程法律行政学科
1,342 千葉県 浦安市川市民病院付属葛南看護専門学校 専門課程看護科
1,343 千葉県 江戸川大学総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科
1,344 千葉県 江戸川大学総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
1,345 千葉県 江戸川大学総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程心理技術科
1,346 千葉県 江戸川大学総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程精神保健福祉科
1,347 千葉県 江戸川大学総合福祉専門学校 商業実務専門課程医療管理福祉科
1,348 千葉県 江戸川大学総合福祉専門学校 文化・教養専門課程健康福祉科
1,349 千葉県 大多喜ドレスメーカー服飾専門学校 服飾専門課程洋裁科
1,350 千葉県 大原簿記法律専門学校柏校 商業実務専門課程経理本科
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1,351 千葉県 大原簿記法律専門学校柏校 文化教養専門課程法律行政科（２年課程）
1,352 千葉県 大原簿記法律専門学校津田沼校 商業実務専門課程経理本科２年制
1,353 千葉県 大原簿記法律専門学校津田沼校 文化教養専門課程法律行政科２年制
1,354 千葉県 岡村女子学院 服飾家政専門課程洋裁科昼間部
1,355 千葉県 岡村女子学院 服飾家政専門課程洋裁科夜間部
1,356 千葉県 岡村女子学院 服飾家政専門課程和裁科昼間部
1,357 千葉県 岡村女子学院 服飾家政専門課程和裁科夜間部
1,358 千葉県 亀田医療技術専門学校 専門課程第１看護学科
1,359 千葉県 亀田医療技術専門学校 専門課程第２看護学科
1,360 千葉県 川鉄病院付属看護学校 看護専門課程看護科
1,361 千葉県 関東鍼灸専門学校 はり、きゅう専門課程はり、きゅう学科昼間部
1,362 千葉県 木更津文化服装専門学校 服飾・家政専門課程家政科Ⅰ部
1,363 千葉県 北原学院歯科衛生専門学校 専門課程歯科衛生士科
1,364 千葉県 君津中央病院附属看護学校 専門課程看護科
1,365 千葉県 勤医会東葛看護専門学校 看護専門課程看護第１科
1,366 千葉県 勤医会東葛看護専門学校 看護専門課程看護第２科
1,367 千葉県 組合立千葉美容専門学校 専門課程美容科
1,368 千葉県 京葉介護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
1,369 千葉県 国際医療福祉専門学校 医療専門課程救急救命学科
1,370 千葉県 国際医療福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉学科
1,371 千葉県 国際トラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程ホテル科
1,372 千葉県 国際トラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程旅行科
1,373 千葉県 国際理工専門学校 工業専門課程ＣＡＤ工業デザイン科
1,374 千葉県 国際理工専門学校 工業専門課程インテリアデザイン科
1,375 千葉県 国際理工専門学校 工業専門課程建築設計科
1,376 千葉県 国際理工専門学校 工業専門課程情報処理科
1,377 千葉県 国際理工専門学校 専門課程マルチメディア科
1,378 千葉県 国保松戸市立病院附属看護専門学校 看護専門課程看護科
1,379 千葉県 国立千葉病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
1,380 千葉県 国立療養所千葉東病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
1,381 千葉県 山王看護専門学校 看護婦専門課程看護学科
1,382 千葉県 慈恵柏看護専門学校 看護専門課程看護学科
1,383 千葉県 社会保険船橋保健看護専門学校 医療専門課程看護学科
1,384 千葉県 新掘自動車専門学校 専門課程自動車科１部
1,385 千葉県 新掘自動車専門学校 専門課程自動車科２部（修業年限３年の課程に限る。）
1,386 千葉県 新掘自動車専門学校 専門課程秘書科
1,387 千葉県 正心実業専門学校 服飾・家政専門課程ファッションデザイン科昼間部
1,388 千葉県 専門学校三育学院カレッジ キリスト教教養専門課程キリスト教教育学科（修業年限２年の課程）
1,389 千葉県 専門学校三育学院カレッジ キリスト教教養専門課程神学科（修業年限２年の課程）
1,390 千葉県 専門学校三育学院カレッジ キリスト教教養専門課程神学科（修業年限３年の課程）
1,391 千葉県 専門学校新国際福祉カレッジ 社会福祉専門課程介護福祉科
1,392 千葉県 専門学校生命の森学園 工業専門課程環境デザイン科
1,393 千葉県 専門学校生命の森学園 商業実務専門課程コミュニティサービス科
1,394 千葉県 専門学校生命の森学園 文化教養専門課程スポーツインストラクター養成科
1,395 千葉県 専門学校ちば愛犬動物学園 文化・教養専門課程動物飼養管理科
1,396 千葉県 専門学校ニホン・オートモービル・カレッジ 自動車産業専門課程自動車研究科
1,397 千葉県 専門学校ニホン・オートモービル・カレッジ 自動車産業専門課程自動車整備科
1,398 千葉県 専門学校野田鎌田学園 専門課程服飾教養科
1,399 千葉県 専門学校藤リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科
1,400 千葉県 専門学校船橋中山学園 商業実務専門課程コマースマネジメント科
1,401 千葉県 専門学校船橋中山学園 服飾家政専門課程服飾デザイン科
1,402 千葉県 専門学校安田学院 専門課程服飾デザイン科
1,403 千葉県 瀧澤学園千葉専門学校 服飾・家政専門課程服飾デザイン科昼間部
1,404 千葉県 立野ドレスメーカー専門学校 専門課程ファッションビジネス科
1,405 千葉県 千葉医療福祉専門学校 医療専門課程作業療法学科
1,406 千葉県 千葉医療福祉専門学校 医療専門課程理学療法学科
1,407 千葉県 千葉看護専門学校 専門課程看護科
1,408 千葉県 千葉県医療技術大学校 医療専門課程作業療法学科
1,409 千葉県 千葉県医療技術大学校 医療専門課程第一看護学科
1,410 千葉県 千葉県医療技術大学校 医療専門課程第二看護学科
1,411 千葉県 千葉県医療技術大学校 医療専門課程理学療法学科
1,412 千葉県 千葉県自動車産業技術専門学校 自動車整備専門課程自動車整備科
1,413 千葉県 千葉県自動車整備商工組合立千葉県自動車技術専門学校 自動車整備専門課程自動車整備科
1,414 千葉県 千葉県立鶴舞看護専門学校 看護専門課程看護学科
1,415 千葉県 千葉県立野田看護専門学校 看護専門課程第一看護学科
1,416 千葉県 千葉県立野田看護専門学校 看護専門課程第二看護学科
1,417 千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程ＤＴＰデザイン科
1,418 千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程ＯＡビジネス科
1,419 千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程医療秘書科
1,420 千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程経営管理科
1,421 千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程経営経理科
1,422 千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程経営情報科
1,423 千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程経営法学科（２年制）
1,424 千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程コンピュータ会計科
1,425 千葉県 千葉女子専門学校 幼児教育専門課程保育科
1,426 千葉県 千葉スクール・オブ・ビジネス 工業専門課程情報マルチメディア科
1,427 千葉県 千葉スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ＯＡシスアド科
1,428 千葉県 千葉スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程医療情報福祉科
1,429 千葉県 千葉調理師専門学校 調理師養成専門課程調理高等国際科
1,430 千葉県 千葉日建工科専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ設計科
1,431 千葉県 千葉福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
1,432 千葉県 千葉福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科
1,433 千葉県 千葉薬事専門学校 薬事専門課程薬事科
1,434 千葉県 千葉理容専門学校 理容専門課程理容科
1,435 千葉県 中央介護福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
1,436 千葉県 中央自動車技術専門学校 工業専門課程オートボディ科
1,437 千葉県 中央自動車技術専門学校 工業専門課程自動車整備科（修業年限２年の課程に限る。）
1,438 千葉県 帝京平成大学専門学校 工業専門課程情報学科
1,439 千葉県 東京基督神学校 神学専門課程音学科
1,440 千葉県 東京基督神学校 神学専門課程神学科
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1,441 千葉県 東京歯科大学歯科衛生士専門学校 歯科衛生専門課程歯科衛生科
1,442 千葉県 東京動物専門学校 動物管理専門課程動物管理科
1,443 千葉県 東邦大学佐倉看護専門学校 看護専門課程看護科
1,444 千葉県 東洋理容美容専門学校 専門課程美容科
1,445 千葉県 東洋理容美容専門学校 専門課程理容科
1,446 千葉県 成田航空ビジネス専門学校 商業実務専門課程エアラインビジネス科
1,447 千葉県 成田国際福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科
1,448 千葉県 成田国際福祉専門学校 商業実務専門課程社会福祉事務科
1,449 千葉県 成田国際福祉専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科
1,450 千葉県 成田国際福祉専門学校 商業実務専門課程病院事務科
1,451 千葉県 成田赤十字看護専門学校 専門課程看護学科
1,452 千葉県 日本医科大学千葉看護専門学校 医療専門課程看護学科
1,453 千葉県 日本大学松戸歯学部附属歯科衛生専門学校 歯科衛生専門課程歯科衛生士科
1,454 千葉県 パリー美容専門学校 専門課程トータル美容科
1,455 千葉県 パリー美容専門学校 専門課程美容科
1,456 千葉県 不二家政専門学校 専門課程服飾ファッション科
1,457 千葉県 富士コンピュータ専門学校 専門課程経営情報科
1,458 千葉県 富士コンピュータ専門学校 専門課程情報システム科
1,459 千葉県 富士コンピュータ専門学校 専門課程マルチメディア科
1,460 千葉県 二葉看護学院 保健・看護専門課程（統合カリキュラム）保健看護学科
1,461 千葉県 船橋情報ビジネス専門学校 工業専門課程高度情報処理科
1,462 千葉県 船橋情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報処理科
1,463 千葉県 船橋情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報ネットワーク科
1,464 千葉県 船橋情報ビジネス専門学校 工業専門課程マルチメディア科
1,465 千葉県 船橋市立看護専門学校 看護専門課程看護学科
1,466 千葉県 増淵家政専門学校 専門課程家政科昼間部
1,467 千葉県 増淵家政専門学校 専門課程家政科夜間部
1,468 千葉県 松山学園松山福祉専門学校 専門課程介護福祉科
1,469 千葉県 明生情報ビジネス専門学校 工業専門課程システム科
1,470 千葉県 明生情報ビジネス専門学校 工業専門課程マルチメディア科
1,471 千葉県 明生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程コンピュータビジネス科
1,472 千葉県 本木家政専門学校 専門課程服飾科
1,473 千葉県 労働福祉事業団千葉労災看護専門学校 専門課程看護科
1,474 東京都 愛国学園保育専門学校 保育・介護福祉専門課程幼児教育科第１部
1,475 東京都 青山観光芸術専門学校 観光専門課程ツアープラン学科
1,476 東京都 青山観光芸術専門学校 観光専門課程トラベル学科
1,477 東京都 青山観光芸術専門学校 観光専門課程ホテル学科
1,478 東京都 青山観光芸術専門学校 芸術専門課程観光芸術学科
1,479 東京都 青山製図専門学校 製図専門課程ＣＡＤ設計製図科
1,480 東京都 青山製図専門学校 製図専門課程インテリア工学科
1,481 東京都 青山製図専門学校 製図専門課程機械設計ＣＡＤ科
1,482 東京都 青山製図専門学校 製図専門課程建築インテリア工学科
1,483 東京都 青山製図専門学校 製図専門課程建築インテリアデザイン科
1,484 東京都 青山製図専門学校 製図専門課程建築科
1,485 東京都 青山製図専門学校 製図専門課程建築工学科
1,486 東京都 青山製図専門学校 製図専門課程建築設計デザイン科
1,487 東京都 青山製図専門学校 製図専門課程店舗設計デザイン科
1,488 東京都 赤堀栄養専門学校 栄養専門課程栄養士科
1,489 東京都 アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程アスレティックトレーナー科
1,490 東京都 アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程インターネット開発科
1,491 東京都 アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ゲームクリエータ科
1,492 東京都 アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報エキスパート科
1,493 東京都 アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程スポーツ健康ビジネス科
1,494 東京都 アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程スポーツディレクター科
1,495 東京都 アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程スポーツマネジメント科
1,496 東京都 アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチメディア科
1,497 東京都 阿佐ヶ谷美術専門学校 専門課程視覚情報デザイン科
1,498 東京都 阿佐ヶ谷美術専門学校 専門課程スペースデザイン科
1,499 東京都 阿佐ヶ谷美術専門学校 専門課程デジタルメディアデザイン科
1,500 東京都 阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程イメージクリエイション科
1,501 東京都 阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程絵画科
1,502 東京都 アポロ歯科衛生士専門学校 歯科衛生専門課程歯科衛生学科
1,503 東京都 アルファ福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉士科
1,504 東京都 池見東京歯科衛生士専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士科
1,505 東京都 池見法経・福祉専門学校 商業実務専門課程経理本科
1,506 東京都 池見法経・福祉専門学校 文化教養専門課程実務法律学科
1,507 東京都 池見法経・福祉専門学校 文化教養専門課程法律学科
1,508 東京都 板橋中央看護専門学校 看護専門課程第１学科
1,509 東京都 板橋中央看護専門学校 看護専門課程第２学科
1,510 東京都 医療法人社団翠会成増高等看護学校 医療専門課程医療看護学科
1,511 東京都 岩本和裁専門学校 和裁専門課程和裁学科
1,512 東京都 上野法律専門学校 文化教養専門課程法律行政学科
1,513 東京都 英進国際情報専門学校 情報処理専門課程情報処理科
1,514 東京都 英進情報処理専門学校 情報処理専門課程情報システム科
1,515 東京都 英進情報処理専門学校 情報処理専門課程情報処理２年科
1,516 東京都 王子経理専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科
1,517 東京都 王子経理専門学校 商業実務専門課程経理学科
1,518 東京都 王子経理専門学校 商業実務専門課程情報処理学科
1,519 東京都 王子経理専門学校 商業実務専門課程トラベル・ビジネス学科
1,520 東京都 大塚情報処理専門学校 工業専門課程高度情報処理科
1,521 東京都 大塚情報処理専門学校 工業専門課程システム情報科
1,522 東京都 大塚情報処理専門学校 工業専門課程情報処理科
1,523 東京都 大塚末子きもの学院 服飾専門課程きもの技術科
1,524 東京都 大塚末子きもの学院 服飾専門課程きものコーディネータ科
1,525 東京都 大塚末子きもの学院 服飾専門課程きもの染織科
1,526 東京都 大塚末子きもの学院 服飾専門課程舞台衣裳科
1,527 東京都 大塚テキスタイルデザイン専門学校 テキスタイル専門課程工芸染織科
1,528 東京都 大塚テキスタイルデザイン専門学校 テキスタイル専門課程テキスタイルデザイン科
1,529 東京都 大原情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＯＡビジネス学科
1,530 東京都 大原情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程国家試験専攻学科
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1,531 東京都 大原情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報処理学科
1,532 東京都 大原法律専門学校 文化・教養専門課程法務ビジネス学科
1,533 東京都 大原法律専門学校 文化・教養専門課程法律行政学科
1,534 東京都 大原簿記学校 商業実務専門課程経理学科４年制学科
1,535 東京都 大原簿記学校 商業実務専門課程経理本科２年制学科
1,536 東京都 大原簿記法律専門学校町田校 商業実務専門課程経理本科学科
1,537 東京都 大原簿記法律専門学校町田校 文化教養専門課程法律行政学科（修業年限２年の課程に限る。）
1,538 東京都 大森家政専門学校 家政専門課程洋裁科昼間部
1,539 東京都 織田栄養専門学校 栄養専門課程栄養士科
1,540 東京都 織田きもの専門学校 和裁専門課程きもの科
1,541 東京都 織田製菓専門学校 製菓専門課程製菓学科（２年コース）
1,542 東京都 織田調理師専門学校 調理専門課程調理技術経営学科
1,543 東京都 織田デザイン専門学校 デザイン専門課程スペースデザイン科
1,544 東京都 織田デザイン専門学校 デザイン専門課程ビジュアルデザイン科
1,545 東京都 織田デザイン専門学校 ファッションビジネス専門課程スタイリスト科
1,546 東京都 織田デザイン専門学校 ファッションビジネス専門課程ファッションビジネス科
1,547 東京都 織田デザイン専門学校 服飾専門課程ファッションテクニカル科
1,548 東京都 織田デザイン専門学校 服飾専門課程ファッションデザイン科
1,549 東京都 織田福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科
1,550 東京都 織田福祉専門学校 社会福祉専門課程居住ケアデザイン学科
1,551 東京都 お茶の水医療秘書歯科助手専門学校 医療秘書専門課程医療事務管理科
1,552 東京都 お茶の水医療秘書歯科助手専門学校 医療秘書専門課程医療秘書科昼間部
1,553 東京都 お茶の水医療秘書歯科助手専門学校 医療秘書専門課程医療秘書科夜間部
1,554 東京都 お茶の水ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理ビジネス科
1,555 東京都 お茶の水ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際ホテル科
1,556 東京都 お茶の水ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科
1,557 東京都 お茶の水ビジネス専門学校 商業実務専門課程トラベル科
1,558 東京都 御茶の水美術専門学校 美術専門課程デザイン・アート科
1,559 東京都 音響技術専門学校 音響映像芸術専門課程音楽製作＆アレンジング科
1,560 東京都 音響技術専門学校 音響映像芸術専門課程ヴォイス＆ステージ・アーティスト科
1,561 東京都 音響技術専門学校 音響映像芸術専門課程音響・ビデオ技術科昼間部
1,562 東京都 音響技術専門学校 音響映像芸術専門課程制作芸術科昼間部
1,563 東京都 音響技術専門学校 音響映像工学専門課程電子音響科
1,564 東京都 音響技術専門学校 音響映像芸術専門課程録音・ＰＡ技術科昼間部
1,565 東京都 貝谷芸術専門学校 舞台芸術専門課程バレエ科
1,566 東京都 香川栄養専門学校 栄養専門課程栄養士科
1,567 東京都 葛飾区医師会附属看護専門学校 看護専門課程看護学科
1,568 東京都 蒲田保育専門学校 幼稚園教諭・保母養成専門課程幼稚園教諭・保母養成科
1,569 東京都 河合ニットデザイン専門学校 ニット専門課程ニットデザイン科
1,570 東京都 河北総合病院看護専門学校 看護専門課程看護学科
1,571 東京都 癌研究会のぞみ看護専門学校 看護専門課程看護学科
1,572 東京都 北豊島学園英語・経理専門学校 英語専門課程ビジネス英語科
1,573 東京都 北豊島学園英語・経理専門学校 経理専門課程経理本科
1,574 東京都 共立医療秘書専門学校 医事管理専門課程医療情報科
1,575 東京都 共立医療秘書専門学校 医事管理専門課程医療秘書科
1,576 東京都 杏林大学医学部付属看護専門学校 看護専門課程看護学科
1,577 東京都 玉成保育専門学校 保育専門課程保育科
1,578 東京都 窪田理容美容専門学校 衛生専門課程美容学科
1,579 東京都 窪田理容美容専門学校 衛生専門課程理容学科
1,580 東京都 グリーン外語専門学校 英語専門課程英語会話専攻科
1,581 東京都 グリーン外語専門学校 英語専門課程国際ビジネス科
1,582 東京都 グレッグ外語専門学校 外国語専門課程国際情報ビジネス学科
1,583 東京都 グレッグ外語専門学校 外国語専門課程米英語学科
1,584 東京都 グレッグ外語専門学校新宿校 外国語専門課程国際情報ビジネス学科
1,585 東京都 グレッグ外語専門学校新宿校 外国語専門課程米英語学科
1,586 東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程応用化学科昼間部
1,587 東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程応用化学科夜間部
1,588 東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程機械設計・ＣＡＤ科昼間部
1,589 東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程機械設計・ＣＡＤ科夜間部
1,590 東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程建築科昼間部
1,591 東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程建築科夜間部
1,592 東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程建築設備科
1,593 東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程電気科
1,594 東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程電気技術科
1,595 東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程電子情報科昼間部
1,596 東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程電子情報科夜間部
1,597 東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程土木科昼間部
1,598 東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程土木科夜間部
1,599 東京都 攻玉社専門学校 工業専門課程建築デザイン科
1,600 東京都 佼成看護専門学校 看護専門課程看護学科
1,601 東京都 江東家政専門学校 家政専門課程洋裁科昼間部
1,602 東京都 国際医療管理専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科
1,603 東京都 国際医療管理専門学校 商業実務専門課程病院管理学科
1,604 東京都 国際園芸セラピー専門学校 園芸療法専門課程園芸セラピー科
1,605 東京都 国際観光専門学校 商業実務専門課程航空輸送学科
1,606 東京都 国際観光専門学校 商業実務専門課程国際観光学科
1,607 東京都 国際観光専門学校 商業実務専門課程国際ホテル学科
1,608 東京都 国際鍼灸柔整専門学校 医療専門課程専科
1,609 東京都 国際鍼灸柔整専門学校 医療専門課程本科
1,610 東京都 国際製菓専門学校 専門課程製菓総合専門士科
1,611 東京都 国際電子会計専門学校 国際経営専門課程国際電子経営本科一部
1,612 東京都 国際電子会計専門学校 国際経営専門課程国際電子経営本科二部
1,613 東京都 国際電子会計専門学校 国際経営専門課程国際ビジネス本科（一部）
1,614 東京都 国際電子会計専門学校 国際経営専門課程国際ビジネス本科（二部）
1,615 東京都 国際動物専門学校 動物管理専門課程動物看護学科
1,616 東京都 国際動物専門学校 動物管理専門課程動物マネジメント学科
1,617 東京都 国際動物専門学校 動物管理専門課程美容看護学科
1,618 東京都 国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程ガーデンビジネス科
1,619 東京都 国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科
1,620 東京都 国際文化理容美容専門学校国分寺校 理容美容専門課程美容科
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1,621 東京都 国際文化理容美容専門学校国分寺校 理容美容専門課程理容科
1,622 東京都 国際文化理容美容専門学校渋谷校 理容美容専門課程美容科
1,623 東京都 国際文化理容美容専門学校渋谷校 理容美容専門課程理容科
1,624 東京都 国際理容美容専門学校 理容美容専門課程ビジネス美容科
1,625 東京都 国際理容美容専門学校 理容美容専門課程美容科
1,626 東京都 国際理容美容専門学校 理容美容専門課程美容科Ⅱ部
1,627 東京都 国際理容美容専門学校 理容美容専門課程理容科
1,628 東京都 国土建設学院 工業専門課程設備工学科
1,629 東京都 国土建設学院 工業専門課程水工土木工学科
1,630 東京都 国土建設学院 工業専門課程造園緑地工学科
1,631 東京都 国土建設学院 工業専門課程測量工学科
1,632 東京都 国土建設学院 工業専門課程測量土木技術科
1,633 東京都 国土建設学院 工業専門課程都市工学科
1,634 東京都 国土建設学院 工業専門課程土木工学科
1,635 東京都 国土建設学院 工業専門課程土木地質工学科
1,636 東京都 国立病院東京医療センター附属東が丘看護助産学校 看護専門課程看護学科
1,637 東京都 国立病院東京災害医療センター附属昭和の森看護学校 看護専門課程看護学科
1,638 東京都 国立療養所多磨全生園附属看護学校 看護専門課程看護学科
1,639 東京都 国立療養所東京病院附属リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科
1,640 東京都 国立療養所東京病院附属リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科
1,641 東京都 駒込編物専門学校 編物専門課程編物科
1,642 東京都 財団法人愛世会愛歯技工専門学校 医療専門課程歯科技工科
1,643 東京都 佐伯栄養専門学校 栄養専門課程栄養学科
1,644 東京都 佐伯栄養専門学校 栄養専門課程栄養士科
1,645 東京都 桜ヶ丘青渓看護専門学校 看護専門課程看護学科
1,646 東京都 ジェイティービートラベルカレッジ 商業実務専門課程国際ホテル科
1,647 東京都 ジェイティービートラベルカレッジ 商業実務専門課程国際旅行ビジネス科
1,648 東京都 慈恵青戸看護専門学校 看護専門課程看護学科
1,649 東京都 慈恵看護専門学校 看護専門課程１部
1,650 東京都 慈恵看護専門学校 看護専門課程２部
1,651 東京都 慈恵第三看護専門学校 看護専門課程看護学科
1,652 東京都 至誠会看護専門学校 看護専門課程看護学科
1,653 東京都 資生堂美容技術専門学校 美容専門課程美容本科
1,654 東京都 品川介護福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科
1,655 東京都 品川ファッションビジネス専門学校 専門課程服飾本科夜間部
1,656 東京都 品川ファッションビジネス専門学校 服飾専門課程服飾本科昼間部
1,657 東京都 渋谷外国語専門学校 秘書専門課程国際ビジネス学科
1,658 東京都 渋谷外国語専門学校 秘書専門課程総合英語学科
1,659 東京都 社会保険中央看護専門学校 看護専門課程看護学科
1,660 東京都 石神井服飾専門学校 専門課程ファッション科
1,661 東京都 自由が丘ソレイユ学園専門学校 実務専門課程ビジネス実務科１部
1,662 東京都 自由が丘ソレイユ学園専門学校 服飾専門課程ニットファッション科１部
1,663 東京都 自由が丘ソレイユ学園専門学校 服飾専門課程服飾ファッション科１部
1,664 東京都 宗教法人善隣ｷﾘｽﾄ教会附属専門学校尾竹橋看護学院 医療専門課程看護学科
1,665 東京都 秀明英語専門学校 文化・教養専門課程一般教養科
1,666 東京都 秀林外語専門学校 外国語専門課程日本語／韓国語通訳・翻訳学科
1,667 東京都 秀林外語専門学校 外国語専門課程日本語／中国語通訳・翻訳学科
1,668 東京都 淑徳文化専門学校 幼稚園教諭保育士養成専門課程保育学科
1,669 東京都 淑徳文化専門学校 幼稚園教諭保育士養成専門課程保育学科一部
1,670 東京都 淑徳文化専門学校 幼稚園教諭保育士養成専門課程幼児教育学科昼間部
1,671 東京都 順心英語ビジネス専門学校 英語ビジネス専門課程英語ビジネス科
1,672 東京都 彰栄保育福祉専門学校 教員養成専門課程保育科
1,673 東京都 彰栄保育福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
1,674 東京都 城西放射線技術専門学校 医療専門課程診療放射線学科
1,675 東京都 上智社会福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科
1,676 東京都 上智社会福祉専門学校 保育専門課程保育士科
1,677 東京都 情報商科専門学校東京大泉ウィックス 商業実務専門課程情報リテラシー科
1,678 東京都 情報商科専門学校東京大泉ウィックス 商業実務専門課程秘書ビジネス科
1,679 東京都 昭和医療技術専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
1,680 東京都 昭和医療技術専門学校 医療専門課程臨床検査技師科
1,681 東京都 昭和大学医学部附属看護専門学校 看護専門課程看護学科
1,682 東京都 昭和大学附属烏山看護専門学校 看護専門課程看護学科
1,683 東京都 白萩服飾専門学校 服飾専門課程ファッションクリエート・アート科
1,684 東京都 新宿情報ビジネス専門学校 情報ビジネス専門課程情報ビジネス学科昼一部
1,685 東京都 新宿情報ビジネス専門学校 情報ビジネス専門課程情報ビジネス学科昼二部
1,686 東京都 新宿情報ビジネス専門学校 情報ビジネス専門課程マルチメディア研究科昼一部
1,687 東京都 新宿情報ビジネス専門学校 情報ビジネス専門課程マルチメディア研究科昼二部
1,688 東京都 新東京歯科衛生士学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士学科
1,689 東京都 新東京歯科技工士学校 歯科技工士専門課程歯科技工士学科
1,690 東京都 すみだ医師会立看護専門学校 看護専門課程看護師科
1,691 東京都 住田美容専門学校 美容専門課程美容学科
1,692 東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程高度情報技術科３年制
1,693 東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程情報処理科２年制
1,694 東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程情報処理専科
1,695 東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程情報処理専科昼間部
1,696 東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程総合情報処理学科
1,697 東京都 駿台トラベルアンドホテル専門学校 観光専門課程エアライン・ビジネス学科
1,698 東京都 駿台トラベルアンドホテル専門学校 観光専門課程観光学科
1,699 東京都 駿台トラベルアンドホテル専門学校 観光専門課程航空貿易学科
1,700 東京都 駿台トラベルアンドホテル専門学校 観光専門課程ホテル学科
1,701 東京都 駿台トラベルアンドホテル専門学校 観光専門課程旅行専科
1,702 東京都 駿台法律経済専門学校 法律経済専門課程法律経済学科
1,703 東京都 駿台法律経済専門学校 法律経済専門課程法律実務学科
1,704 東京都 聖心女子専門学校 英語専門課程英語科
1,705 東京都 聖心女子専門学校 保育専門課程保育科
1,706 東京都 聖徳大学幼児教育専門学校 教員養成専門課程保育科第一部
1,707 東京都 聖徳大学幼児教育専門学校 教員養成専門課程保育科第二部
1,708 東京都 聖徳調理師専門学校 調理師専門課程専門調理技術科
1,709 東京都 聖和看護専門学校 看護専門課程（３年課程）看護学科
1,710 東京都 世田谷福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科
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1,711 東京都 世田谷福祉専門学校 社会福祉専門課程手話通訳学科
1,712 東京都 専門学校アーバンデザインカレッジ 工業デザイン専門課程インテリアデザイン科
1,713 東京都 専門学校アーバンデザインカレッジ 工業デザイン専門課程グラフィックデザイン科
1,714 東京都 専門学校アーバンデザインカレッジ 工業デザイン専門課程コンピュータデザイン科
1,715 東京都 専門学校アーバンデザインカレッジ 工業デザイン専門課程自動車デザイン科
1,716 東京都 専門学校アーバンデザインカレッジ 工業デザイン専門課程スポーツデザイン科
1,717 東京都 専門学校アーバンデザインカレッジ 工業デザイン専門課程トーイデザイン科
1,718 東京都 専門学校アーバンデザインカレッジ 工業デザイン専門課程ライティングデザイン科
1,719 東京都 専門学校アイシーエスカレッジオブアーツ インテリアデザイン専門課程ｲﾝﾀﾗｸﾃｨｳﾞ･ｱｰﾂﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ科
1,720 東京都 専門学校アイシーエスカレッジオブアーツ インテリアデザイン専門課程インテリアデコレーター科（２年課程）
1,721 東京都 専門学校アイシーエスカレッジオブアーツ インテリアデザイン専門課程インテリアデザイン科
1,722 東京都 専門学校アイシーエスカレッジオブアーツ インテリアデザイン専門課程インテリアマイスタートレイニー科
1,723 東京都 専門学校青山ファッションカレッジ 服飾専門課程スタイリストコーディネーター科
1,724 東京都 専門学校青山ファッションカレッジ 服飾専門課程ファッションクリエーター科昼間部
1,725 東京都 専門学校青山ファッションカレッジ 服飾専門課程ファッションビジネス科
1,726 東京都 専門学校アジア・アフリカ語学院 アジア・アフリカ語専門課程アジア・アフリカ語学科２年制
1,727 東京都 専門学校イーエスピーミュージカルアカデミー 音楽専門課程音楽アーティスト科
1,728 東京都 専門学校イーエスピーミュージカルアカデミー 音楽専門課程音楽イベント科
1,729 東京都 専門学校イーエスピーミュージカルアカデミー 音楽専門課程音楽映像プロデュース科Ⅰ部
1,730 東京都 専門学校イーエスピーミュージカルアカデミー 音楽専門課程音楽映像プロデュース科Ⅱ部
1,731 東京都 専門学校イーエスピーミュージカルアカデミー 音楽専門課程音楽マネジメント科
1,732 東京都 専門学校イーエスピーミュージカルアカデミー 音楽専門課程音楽ライター科
1,733 東京都 専門学校イーエスピーミュージカルアカデミー 音楽専門課程音響アーティスト科
1,734 東京都 専門学校イーエスピーミュージカルアカデミー 音楽専門課程管楽器ビジネス科
1,735 東京都 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
1,736 東京都 専門学校イーエスピーミュージカルアカデミー 音楽専門課程バイオリン製作科
1,737 東京都 専門学校イーエスピーミュージカルアカデミー 音楽専門課程ピアノビジネス科
1,738 東京都 専門学校インターナショナル・スクールオブビジネス ビジネス英語専門課程国際ビジネス科
1,739 東京都 専門学校インターナショナル・スクールオブビジネス ビジネス英語専門課程国際ビジネス専科（Ａ）
1,740 東京都 専門学校インターナショナル・スクールオブビジネス ビジネス英語専門課程総合英会話科
1,741 東京都 専門学校インターナショナル・スクールオブビジネス ビジネス英語専門課程日本語専科Ⅰ部（Ａ）
1,742 東京都 専門学校インターナショナル・スクールオブビジネス ビジネス英語専門課程日本語専科Ⅱ部（Ａ）
1,743 東京都 専門学校お茶の水外語学院 商業実務専門課程インターネット英語科
1,744 東京都 専門学校お茶の水外語学院 商業実務専門課程エアライン・ツーリズム科
1,745 東京都 専門学校お茶の水外語学院 文化教養専門課程インターナショナルビジネス科
1,746 東京都 専門学校お茶の水外語学院 文化教養専門課程英会話本科昼間部
1,747 東京都 専門学校お茶の水外語学院 文化教養専門課程ビジネス英語科
1,748 東京都 専門学校お茶の水スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ネットワークビジネス学科
1,749 東京都 専門学校お茶の水スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ビジネス学科
1,750 東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程アジア／ヨーロッパ言語科
1,751 東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程英会話本科専門士コース
1,752 東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程英語専攻科
1,753 東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程国際イベント・コンベンション科
1,754 東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程国際エアライン科
1,755 東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程国際観光科
1,756 東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程国際ビジネス科
1,757 東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程国際ビジネス科専門士コース
1,758 東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程国際秘書科
1,759 東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程国際ホテル科
1,760 東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程国際マルチメディア科
1,761 東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程児童英語教育科
1,762 東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程留学科／ＣＳＵコース
1,763 東京都 専門学校桑沢デザイン研究所 デザイン専門課程総合デザイン科
1,764 東京都 専門学校清水とき・きものアカデミア 家政専門課程きもの技術科昼間部
1,765 東京都 専門学校清水とき・きものアカデミア 家政専門課程きもの技術科夜間部
1,766 東京都 専門学校清水とき・きものアカデミア 家政専門課程きもの芸術科昼間部
1,767 東京都 専門学校清水とき・きものアカデミア 家政専門課程きもの芸術科夜間部
1,768 東京都 専門学校清水とき・きものアカデミア 家政専門課程きものプロ科昼間部
1,769 東京都 専門学校清水とき・きものアカデミア 家政専門課程きものプロ科夜間部
1,770 東京都 専門学校清水とき・きものアカデミア 家政専門課程きものプロ技能科
1,771 東京都 専門学校社会医学技術学院 医療専門課程作業療法学科
1,772 東京都 専門学校社会医学技術学院 医療専門課程理学療法学科昼間部
1,773 東京都 専門学校社会医学技術学院 医療専門課程理学療法学科夜間部
1,774 東京都 専門学校駿台外語綜合学院 外国語専門課程国際コミュニケーション学科
1,775 東京都 専門学校駿台外語綜合学院 外国語専門課程ビジネスコミュニケーション専科
1,776 東京都 専門学校タカラ・ビューティカレッジ 美容専門課程美容学科
1,777 東京都 専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程ＣＧクリエイティブ学科
1,778 東京都 専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程Ｗｅｂデザイン学科
1,779 東京都 専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程ゲームクリエイティブ学科
1,780 東京都 専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程情報システム学科
1,781 東京都 専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程ビジュアルデザイン学科
1,782 東京都 専門学校デジタルアーツ東京 ビジネス専門課程情報ビジネス学科
1,783 東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程デジタルミュージック学科
1,784 東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程フラワーガーデニング学科
1,785 東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程フラワーデザイン学科
1,786 東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程プロミュージシャン学科
1,787 東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程ミュージックプロデュース学科
1,788 東京都 専門学校東京ＹＭＣＡデザイン研究所 デザイン専門課程インテリア造形科
1,789 東京都 専門学校東京ＹＭＣＡデザイン研究所 デザイン専門課程建築科
1,790 東京都 専門学校東京ＹＭＣＡデザイン研究所 デザイン専門課程建築科二部
1,791 東京都 専門学校東京ＹＭＣＡデザイン研究所 デザイン専門課程デザイン科
1,792 東京都 専門学校東京アイティー・会計２１ ビジネス専門課程会計士学科
1,793 東京都 専門学校東京アイティー・会計２１ ビジネス専門課程情報管理学科（２年課程）
1,794 東京都 専門学校東京アイティー・会計２１ ビジネス専門課程情報経理学科（昼間部）
1,795 東京都 専門学校東京アイティー・会計２１ ビジネス専門課程情報システム学科（２年制）
1,796 東京都 専門学校東京アイティー・会計２１ ビジネス専門課程税理士学科
1,797 東京都 専門学校東京アナウンス学院 商業実務専門課程スノーボードビジネス科
1,798 東京都 専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程演出デザイン科
1,799 東京都 専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程お笑いタレント科
1,800 東京都 専門学校東京アナウンス学院 放送専門課程ＤＪリミックス科
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1,801 東京都 専門学校東京アナウンス学院 放送専門課程ダンスパフォーマンス科
1,802 東京都 専門学校東京アナウンス学院 放送専門課程放送アナウンス科昼間部
1,803 東京都 専門学校東京アナウンス学院 放送専門課程放送アナウンス科夜間部
1,804 東京都 専門学校東京アナウンス学院 放送専門課程放送演技科昼間部
1,805 東京都 専門学校東京アナウンス学院 放送専門課程放送声優科昼間部
1,806 東京都 専門学校東京アナウンス学院 放送専門課程放送声優科夜間部
1,807 東京都 専門学校東京医療学院 医療専門課程作業療法学科（一部）
1,808 東京都 専門学校東京医療学院 医療専門課程理学療法学科（二部）
1,809 東京都 専門学校東京カレッジ・オブ・ビジネス 情報経理専門課程情報経理学科
1,810 東京都 専門学校東京カレッジ・オブ・ビジネス 情報経理専門課程ビジネス法務学科
1,811 東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程経営学科昼間部
1,812 東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程スポーツビジネス学科
1,813 東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程ビジネス情報処理学科
1,814 東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程マスコミ・広報学科
1,815 東京都 専門学校東京経理綜合学院 経理専門課程メディア情報経理本科昼間部
1,816 東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程総合ビジネス学科（２年制）
1,817 東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程ペットビジネス学科
1,818 東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程インテリア科２年制
1,819 東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程環境テクノロジー科
1,820 東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程建築科
1,821 東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程建築科夜間
1,822 東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程コンピュータエンターテイメント科
1,823 東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程情報処理科
1,824 東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程情報処理科（３年制）
1,825 東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程バイオテクノロジー科
1,826 東京都 専門学校東京ニットファッションアカデミー ニット専門課程アパレルニットデザイン科
1,827 東京都 専門学校東京ネットウエイブ ビジネス専門課程クリエイティブビジネス科
1,828 東京都 専門学校東京ネットウエイブ ビジネス専門課程ゲームビジネス科
1,829 東京都 専門学校東京ネットウエイブ ビジネス専門課程コミュニケーションビジネス科
1,830 東京都 専門学校東京ネットウエイブ ビジネス専門課程メディアビジネス科
1,831 東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程映像学科昼間部
1,832 東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程音響学科昼間部
1,833 東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程コンピュータアート学科
1,834 東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程写真学科昼間部
1,835 東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程パフォーマンス学科昼間部
1,836 東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程マスコミ学科
1,837 東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程ミュージシャン学科（昼間部）
1,838 東京都 専門学校東京文化学園ビジネスアカデミー 国際経済専門課程経済ビジネス学科
1,839 東京都 専門学校東京法律２１ 法律専門課程法律学科（３年制）
1,840 東京都 専門学校東京法律２１ 法律専門課程法律学科昼間部（２年課程）
1,841 東京都 専門学校東京法律２１ 法律専門課程法律行政学科昼間部
1,842 東京都 専門学校東京法律２１ 法律専門課程法律社会学科
1,843 東京都 専門学校東京法律２１ 法律専門課程法律ビジネス学科昼間部
1,844 東京都 専門学校東京ミュージックアンドメディアアーツ尚美 音楽専門課程アレンジ・作曲学科
1,845 東京都 専門学校東京ミュージックアンドメディアアーツ尚美 音楽専門課程演奏表現学科
1,846 東京都 専門学校東京ミュージックアンドメディアアーツ尚美 音楽専門課程音楽制作学科
1,847 東京都 専門学校東京ミュージックアンドメディアアーツ尚美 音楽専門課程管弦打楽器学科
1,848 東京都 専門学校東京ミュージックアンドメディアアーツ尚美 音楽専門課程コンセルヴァトアールディプロマ学科
1,849 東京都 専門学校東京ミュージックアンドメディアアーツ尚美 音楽専門課程声楽学科
1,850 東京都 専門学校東京ミュージックアンドメディアアーツ尚美 音楽専門課程ダンス学科
1,851 東京都 専門学校東京ミュージックアンドメディアアーツ尚美 音楽専門課程ピアノ学科
1,852 東京都 専門学校東京ミュージックアンドメディアアーツ尚美 音楽専門課程プロミュージシャン学科
1,853 東京都 専門学校東京ミュージックアンドメディアアーツ尚美 音楽専門課程マルチジャンル電子オルガン学科
1,854 東京都 専門学校東京ミュージックアンドメディアアーツ尚美 音楽専門課程ミュージカル学科
1,855 東京都 専門学校東京ミュージックアンドメディアアーツ尚美 メディア芸術専門課程ゲーム学科
1,856 東京都 専門学校東京ミュージックアンドメディアアーツ尚美 メディア芸術専門課程声優学科
1,857 東京都 専門学校東京ミュージックアンドメディアアーツ尚美 メディア芸術専門課程デジタルアニメ学科
1,858 東京都 専門学校東京ミュージックアンドメディアアーツ尚美 メディア芸術専門課程デジタル音響学科
1,859 東京都 専門学校東京ミュージックアンドメディアアーツ尚美 メディア芸術専門課程デジタルミュージック学科
1,860 東京都 専門学校東京ミュージックアンドメディアアーツ尚美 メディア芸術専門課程マルチメディア学科
1,861 東京都 専門学校東京ミュージックアンドメディアアーツ尚美 メディア芸術専門課程ミュージックビジネス学科
1,862 東京都 専門学校東京メディアアカデミー ファッション芸術専門課程声優・ボーカル科
1,863 東京都 専門学校東京メディアアカデミー 服飾専門課程アーティストスタイリスト・デザイナー科
1,864 東京都 専門学校東都リハビリテーション学院 姿勢保健専門課程アスレティックトレーナー学科
1,865 東京都 専門学校東都リハビリテーション学院 リハビリテーション専門課程理学療法学科
1,866 東京都 専門学校東洋公衆衛生学院 医療専門課程環境科学科
1,867 東京都 専門学校東洋公衆衛生学院 医療専門課程診療放射線技術学科
1,868 東京都 専門学校東洋公衆衛生学院 医療専門課程臨床検査技術学科
1,869 東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ＯＡライセンス学科シスアドＯＡ専攻
1,870 東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程医療秘書科
1,871 東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程医療福祉ビジネス科
1,872 東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程インターネットビジネス科
1,873 東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程経営情報科
1,874 東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程経営ビジネス科
1,875 東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程経営マネジメント科
1,876 東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程シスアドＯＡ科科
1,877 東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程情報処理ＡＥ科
1,878 東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程情報処理ＳＥ科
1,879 東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程デジタルデザイン科
1,880 東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程デジタルビジネス学科システムエンジニア専攻
1,881 東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程デジタルビジネス学科デジタルＣＧ・ゲーム専攻
1,882 東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程デジタルビジネス学科ビジュアルアーツ専攻
1,883 東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程デジタルビジネス学科マルチメディアサウンド専攻
1,884 東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程トラベルビジネス科
1,885 東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ﾋｭｰﾏﾝﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽ学科ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾈｯﾄﾜｰｸ専攻
1,886 東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ﾋｭｰﾏﾝﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽ学科ﾄﾗﾍﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ専攻
1,887 東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ヒューマンネットワークビジネス学科ﾌﾗﾜｰｱｰﾂ専攻
1,888 東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ﾋｭｰﾏﾝﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽ学科ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ専攻
1,889 東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ヒューマンネットワークビジネス学科ﾒｲｸ&ﾈｲﾙ専攻
1,890 東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程メイクネイルビジネス科
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1,891 東京都 専門学校日商クリエーション 商業実務専門課程経理学科
1,892 東京都 専門学校日商クリエーション 商業実務専門課程情報ビジネス学科
1,893 東京都 専門学校日商クリエーション 商業実務専門課程秘書学科
1,894 東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程医療福祉ビジネス学科
1,895 東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程ショップマネジメント学科
1,896 東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程ビジネス総合学科
1,897 東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程フィットネスビジネス学科
1,898 東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程ベンチャービジネス学科
1,899 東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程ホテル・トラベルビジネス学科
1,900 東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程マルチメディアビジネス学科（昼間部）
1,901 東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程レクリエーションビジネス学科
1,902 東京都 専門学校日本スクールオブビジネス 文化教養専門課程スポーツ学科
1,903 東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程医療福祉ビジネス学科
1,904 東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程エアラインビジネス学科
1,905 東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程ショップマネジメント学科
1,906 東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程ビジネス総合学科
1,907 東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程フィットネスビジネス学科
1,908 東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程ホテル・トラベルビジネス学科
1,909 東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程マルチメディアビジネス学科
1,910 東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程レクリエーションビジネス学科
1,911 東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ 文化教養専門課程スポーツ学科昼間部
1,912 東京都 専門学校日本デザイナー学院 デザイン専門課程ＣＧデザイン(ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ)科昼間部
1,913 東京都 専門学校日本デザイナー学院 デザイン専門課程インテリアデザイン科昼間部
1,914 東京都 専門学校日本デザイナー学院 デザイン専門課程グラフィックデザイン科昼間部
1,915 東京都 専門学校日本デザイナー学院 デザイン専門課程芸能デザイン科
1,916 東京都 専門学校日本デザイナー学院 デザイン専門課程ビジュアルデザイン科
1,917 東京都 専門学校日本デザイナー学院 デザイン専門課程マンガ科昼間部
1,918 東京都 専門学校日本動物学院 動物管理専門課程動物管理学科
1,919 東京都 専門学校日本ホテルスクール 商業実務専門課程国際ホテル学科２年制昼間部
1,920 東京都 専門学校日本ホテルスクール 商業実務専門課程国際ホテル学科３年制
1,921 東京都 専門学校日本ホテルスクール 商業実務専門課程昼間部国際ホテル・ブライダル学科２年制
1,922 東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ 宝石専門課程ジュエリーコーディネーター科(ｼﾞｭｴﾘｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰｺｰｽ)
1,923 東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ 宝石専門課程ジュエリーデザイン科（ウオッチメーカーコース）
1,924 東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ 宝石専門課程ジュエリーデザイン科（研究コース）
1,925 東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ 宝石専門課程ジュエリーデザイン科(ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰｼﾞｭｴﾘｰｺｰｽ)
1,926 東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ 宝石専門課程ジュエリーデザイン科(ｼﾞｭｴﾘｰﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｺｰｽ)
1,927 東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ 宝石専門課程ジュエリーデザイン科ｳｫｯﾁﾒｰｶｰｺｰｽ（３年制）
1,928 東京都 専門学校ファッションカレッジ桜丘 ファッション専門課程きもの科
1,929 東京都 専門学校ファッションカレッジ桜丘 ファッション専門課程ファッションクリエイト科
1,930 東京都 専門学校ファッションカレッジ桜丘 ファッション専門課程ファッションビジネス科
1,931 東京都 専門学校舞台芸術学院 舞台芸術専門課程演劇部本科
1,932 東京都 専門学校舞台芸術学院 舞台芸術専門課程ミュージカル部本科
1,933 東京都 専門学校ミューズ音楽院 音楽専門課程コンポーザー・アレンジャー科
1,934 東京都 専門学校ミューズ音楽院 音楽専門課程プレーヤー科
1,935 東京都 専門学校ミューズ音楽院 音楽専門課程ミキシング・クリエーター科
1,936 東京都 専門学校ミューズ音楽院 音楽専門課程ミュージック・ビジネス科
1,937 東京都 専門学校ミューズモード音楽院 音楽専門課程ヴォーカル科
1,938 東京都 草苑保育専門学校 保育専門課程幼稚園教員・保育士養成科（第１部）
1,939 東京都 創形美術学校 美術造形専門課程ビジュアルデザイン科
1,940 東京都 創 形 美 術 学 校 美術造形専門課程ファインアート科
1,941 東京都 第一経理専門学校 商業実務専門課程経理学科２年制
1,942 東京都 大東医学技術専門学校 医療専門課程柔道整復科
1,943 東京都 大東医学技術専門学校 医療専門課程臨床検査科
1,944 東京都 太陽歯科衛生士専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士科
1,945 東京都 高山美容専門学校 美容専門課程美容科
1,946 東京都 竹下文化服装専門学校 服飾専門課程ファッション科
1,947 東京都 竹早教員保育士養成所 幼児教育専門課程幼稚園教員・保育士科
1,948 東京都 立川市立看護専門学校 看護専門課程看護学科
1,949 東京都 多摩情報経理専門学校 経理専門課程経理本科
1,950 東京都 多摩調理師専門学校 調理専門課程調理高度技術学科
1,951 東京都 中央医療技術専門学校 医療専門課程放射線科昼間部
1,952 東京都 中央医療技術専門学校 医療専門課程放射線科夜間部
1,953 東京都 中央協同組合学園 農業専門課程農業本科
1,954 東京都 中央工学校 工業専門課程インテリア工学科
1,955 東京都 中央工学校 工業専門課程インテリアデザイン科
1,956 東京都 中央工学校 工業専門課程機械設計ＣＡＤ科
1,957 東京都 中央工学校 工業専門課程機械設計科
1,958 東京都 中央工学校 工業専門課程下水道土木工学科
1,959 東京都 中央工学校 工業専門課程建築科
1,960 東京都 中央工学校 工業専門課程建築工学科
1,961 東京都 中央工学校 工業専門課程建築室内設計科
1,962 東京都 中央工学校 工業専門課程建築設計科
1,963 東京都 中央工学校 工業専門課程建築設計科（キャリアアップコース）
1,964 東京都 中央工学校 工業専門課程建築設備科
1,965 東京都 中央工学校 工業専門課程建築設備工学科
1,966 東京都 中央工学校 工業専門課程建築設備設計科
1,967 東京都 中央工学校 工業専門課程工芸デザイン科
1,968 東京都 中央工学校 工業専門課程女子建築設計科昼間部
1,969 東京都 中央工学校 工業専門課程女子建築設計科夜間部
1,970 東京都 中央工学校 工業専門課程造園土木工学科
1,971 東京都 中央工学校 工業専門課程測量科夜間部
1,972 東京都 中央工学校 工業専門課程測量工学科
1,973 東京都 中央工学校 工業専門課程測量設計開発科
1,974 東京都 中央工学校 工業専門課程測量調査科
1,975 東京都 中央工学校 工業専門課程土木科
1,976 東京都 中央工学校 工業専門課程土木建設科
1,977 東京都 中央工学校 工業専門課程土木工学科
1,978 東京都 中央美術学園 造形専門課程造形芸術科
1,979 東京都 中央法律専門学校 商業実務専門課程１部（１）企業法務秘書ＩＴ学科
1,980 東京都 中央法律専門学校 商業実務専門課程１部（１）社会事業心理学科
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1,981 東京都 中央法律専門学校 商業実務専門課程１部（２）企業法務秘書ＩＴ学科
1,982 東京都 中央法律専門学校 商業実務専門課程１部（２）国際貿易通関士学科
1,983 東京都 中央法律専門学校 文化教養専門課程１部（１）公務員学科
1,984 東京都 中央法律専門学校 文化教養専門課程１部（１）法律学科（２年制）
1,985 東京都 中央法律専門学校 文化教養専門課程１部（１）法律学科（４年制）
1,986 東京都 中央法律専門学校 文化教養専門課程１部（２）公務員学科
1,987 東京都 中央法律専門学校 文化教養専門課程１部（２）社会保険労務士学科
1,988 東京都 中央法律専門学校 文化教養専門課程１部（２）法律学科（２年制）
1,989 東京都 中央理容専門学校 理容専門課程理容科
1,990 東京都 調布家政専門学校 家政専門課程洋裁学科昼間部
1,991 東京都 調布家政専門学校 家政専門課程和裁学科昼間部
1,992 東京都 千代田海洋科学ビジネス専門学校 商業専門課程海洋科学ビジネス科
1,993 東京都 千代田工科芸術専門学校 芸術専門課程映画芸術科
1,994 東京都 千代田工科芸術専門学校 芸術専門課程演劇・ミュージカル科
1,995 東京都 千代田工科芸術専門学校 芸術専門課程音響芸術科
1,996 東京都 千代田工科芸術専門学校 芸術専門課程ステージイベント科
1,997 東京都 千代田工科芸術専門学校 芸術専門課程タレント・声優科
1,998 東京都 千代田工科芸術専門学校 芸術専門課程放送芸術科
1,999 東京都 千代田工科芸術専門学校 芸術専門課程放送制作科
2,000 東京都 千代田工科芸術専門学校 芸術専門課程マスコミ文芸科
2,001 東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程ＣＧクリエーター科
2,002 東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程ゲームアミューズメント科
2,003 東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程建築科
2,004 東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程高速カスタマイズ科
2,005 東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程情報家電科
2,006 東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程情報処理科
2,007 東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程情報ネットワーク科
2,008 東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程電気工事技術科
2,009 東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程マルチメディア科
2,010 東京都 千代田工科芸術専門学校 デザイン写真専門課程アニメーション科
2,011 東京都 千代田工科芸術専門学校 デザイン写真専門課程イラストレーション科
2,012 東京都 千代田工科芸術専門学校 デザイン写真専門課程インテリアデザイン科
2,013 東京都 千代田工科芸術専門学校 デザイン写真専門課程キャラクターデザイン科
2,014 東京都 千代田工科芸術専門学校 デザイン写真専門課程グラフィックデザイン科
2,015 東京都 千代田工科芸術専門学校 デザイン写真専門課程デジタルアニメーション科
2,016 東京都 千代田工科芸術専門学校 デザイン写真専門課程漫画科
2,017 東京都 帝京医学技術専門学校 医療関係専門課程柔道整復学科
2,018 東京都 帝京医学技術専門学校 医療関係専門課程臨床検査学科
2,019 東京都 帝京高等看護学院 医療専門課程第一看護科
2,020 東京都 帝京高等看護学院 医療専門課程第二看護科
2,021 東京都 帝京大学福祉・保育専門学校 教員養成専門課程保母養成科
2,022 東京都 帝京大学福祉・保育専門学校 教員養成専門課程幼稚園教員養成科
2,023 東京都 帝京大学福祉・保育専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士養成科
2,024 東京都 帝京大学附属放射線学校 医療専門課程放射線技師養成科
2,025 東京都 貞静学園保育福祉専門学校 保育専門課程保育学科
2,026 東京都 デジタル東京専門学校 工業専門課程ＣＧクリエイター科
2,027 東京都 デジタル東京専門学校 工業専門課程インターネット技術者養成科
2,028 東京都 デジタル東京専門学校 工業専門課程ゲームクリエイター科
2,029 東京都 デジタル東京専門学校 工業専門課程建築デザイン科
2,030 東京都 デジタル東京専門学校 工業専門課程情報処理科
2,031 東京都 デジタル東京専門学校 工業専門課程バイオ環境情報科
2,032 東京都 デジタル東京専門学校 商業実務専門課程ｅ－ビジネス情報科
2,033 東京都 道灌山学園保育福祉専門学校 保育専門課程幼稚園教員・保育士養成科一部
2,034 東京都 道灌山学園保育福祉専門学校 保育専門課程幼稚園教員・保育士養成科二部
2,035 東京都 道灌山学園保育福祉専門学校 保育専門課程幼稚園教員養成科一部
2,036 東京都 道灌山学園保育福祉専門学校 保育専門課程幼稚園教員養成科二部
2,037 東京都 東急自動車整備専門学校 自動車整備専門課程高等科
2,038 東京都 東京Ｃ．Ｐ．Ａ（公認会計士）専門学校 経理専門課程経営情報専攻科
2,039 東京都 東京Ｃ．Ｐ．Ａ（公認会計士）専門学校 経理専門課程公認会計士専攻科昼間部
2,040 東京都 東京Ｃ．Ｐ．Ａ（公認会計士）専門学校 経理専門課程税理士専攻科昼間部
2,041 東京都 東京ＹＭＣＡ英語専門学校 文化教養専門課程総合英語科
2,042 東京都 東京ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校 ホテル・観光専門課程観光科
2,043 東京都 東京ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校 ホテル・観光専門課程ホテル科
2,044 東京都 東京ＹＭＣＡ社会体育専門学校 社会体育専門課程社会体育科
2,045 東京都 東京ＹＷＣＡ専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科ケアワークコース
2,046 東京都 東京ＹＷＣＡ専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科ヒューマンサービスコース
2,047 東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程会計士学科（２年課程）
2,048 東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程会計士学科（３年課程）
2,049 東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程経理ビジネス学科
2,050 東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程システム情報学科（２年制）
2,051 東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程情報管理学科（３年課程）
2,052 東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程情報管理学科昼間部（２年課程）
2,053 東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程情報経理学科昼間部（２年課程）
2,054 東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程情報システム学科（２年制）
2,055 東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程情報ビジネス学科
2,056 東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程税理士学科昼間部（２年課程）
2,057 東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程税理士学科昼間部（３年課程）
2,058 東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程総合ビジネス学科
2,059 東京都 東京医学技術専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
2,060 東京都 東京医学技術専門学校 医療専門課程臨床検査技師科
2,061 東京都 東京医科歯科大学歯学部附属歯科衛生士学校 歯科衛生専門課程歯科衛生学科
2,062 東京都 東京医科歯科大学歯学部附属歯科技工士学校 歯科技工専門課程歯科技工学科
2,063 東京都 東京医科大学看護専門学校 看護専門課程看護科
2,064 東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程医療秘書科昼間部
2,065 東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程医療秘書科夜間部
2,066 東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程言語聴覚士科
2,067 東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程視能訓練士科
2,068 東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程心理技術科昼間部
2,069 東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程心理技術科夜間部
2,070 東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程生命工学技術科昼間部
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2,071 東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程生命工学技術科夜間部
2,072 東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程薬業科昼間部
2,073 東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程薬業科夜間部
2,074 東京都 東京医薬専門学校 栄養専門課程健康栄養科学科
2,075 東京都 東京医療専門学校 医療専門課程柔道整復科Ⅰ部
2,076 東京都 東京医療専門学校 医療専門課程柔道整復科Ⅱ部
2,077 東京都 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）
2,078 東京都 東京医療専門学校 医療専門課程鍼灸科（専科）Ⅰ部
2,079 東京都 東京医療専門学校 医療専門課程鍼灸科（専科）Ⅱ部
2,080 東京都 東京医療専門学校 医療専門課程鍼灸マッサージ教員養成科
2,081 東京都 東京医療専門学校 医療専門課程マッサージ科（本科）Ⅰ部
2,082 東京都 東京医療専門学校 医療専門課程マッサージ科（本科）Ⅱ部
2,083 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夜間部
2,084 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情報秘書科
2,085 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
2,086 東京都 東京医療秘書福祉専門学校 介護福祉専門課程介護福祉科
2,087 東京都 東京医療福祉専門学校 医療専門課程あん摩・マッサージ指圧科
2,088 東京都 東京医療福祉専門学校 医療専門課程はり・きゅう・あん摩・マッサージ指圧科
2,089 東京都 東京医療福祉専門学校 医療専門課程はり、きゅう科（１部）
2,090 東京都 東京医療福祉専門学校 医療専門課程はり、きゅう科（２部）
2,091 東京都 東京医療福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉科
2,092 東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程エアライン科
2,093 東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程観光経営学科
2,094 東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程観光旅行科
2,095 東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程国際ホテル科
2,096 東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程ヒューマンケアビジネス科
2,097 東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 文化教養専門課程国際英語学科
2,098 東京都 東京英語専門学校 米会話・商業英語専門課程総合ビジネス科昼間部
2,099 東京都 東京英語専門学校 米会話・商業英語専門課程米会話本科昼間部
2,100 東京都 東京英語専門学校 米会話・商業英語専門課程総合ビジネス科夜間部
2,101 東京都 東京英語専門学校 米会話・商業英語専門課程米会話本科夜間部
2,102 東京都 東京衛生学園専門学校 医療専門課程看護学科１部
2,103 東京都 東京衛生学園専門学校 医療専門課程看護学科２部
2,104 東京都 東京衛生学園専門学校 医療専門課程東洋医療総合学科１部
2,105 東京都 東京衛生学園専門学校 医療専門課程東洋医療はりきゅう学科２部
2,106 東京都 東京衛生学園専門学校 医療専門課程東洋医療臨床教育専攻科
2,107 東京都 東京衛生学園専門学校 医療専門課程リハビリテーション学科１部
2,108 東京都 東京衛生学園専門学校 医療専門課程リハビリテーション学科２部
2,109 東京都 東京栄養食糧専門学校 栄養専門課程栄養科
2,110 東京都 東京栄養食糧専門学校 製菓専門課程製菓科
2,111 東京都 東京栄養専門学校 栄養専門課程栄養学科
2,112 東京都 東京オプトメトリックカレッジ 工業専門課程眼鏡学科昼間部
2,113 東京都 東京オプトメトリックカレッジ 工業専門課程眼鏡学科夜間部
2,114 東京都 東京外語専門学校 文化教養専門課程エアラインビジネス科
2,115 東京都 東京外語専門学校 文化教養専門課程英語専科
2,116 東京都 東京外語専門学校 文化教養専門課程日韓通訳科
2,117 東京都 東京外語専門学校 文化教養専門課程日中通訳科
2,118 東京都 東京介護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
2,119 東京都 東京科学芸術専門学校 デザイン専門課程高速自動車デザイン学科
2,120 東京都 東京科学芸術専門学校 デザイン専門課程自動車デザイン学科
2,121 東京都 東京科学情報工業専門学校 工業専門課程機械工学科
2,122 東京都 東京科学情報工業専門学校 工業専門課程建築工学科（昼間部）
2,123 東京都 東京科学情報工業専門学校 工業専門課程自動車工学科
2,124 東京都 東京科学情報工業専門学校 工業専門課程生命工学科
2,125 東京都 東京科学情報工業専門学校 工業専門課程土木工学科（昼間部）
2,126 東京都 東京科学情報工業専門学校 工業専門課程マルチメディア科（昼間部）
2,127 東京都 東京家政専門学校 家政専門課程きもの技術科昼間部
2,128 東京都 東京家政専門学校 家政専門課程きもの技術科夜間部
2,129 東京都 東京環境工科専門学校 環境保全専門課程自然環境保全学科
2,130 東京都 東京環境工科専門学校 環境保全専門課程野生生物調査学科
2,131 東京都 東京環境工科専門学校 建築設計製図専門課程建築学科
2,132 東京都 東京観光新宿専門学校 観光専門課程観光学科
2,133 東京都 東京観光専門学校 観光専門課程料飲サービス学科
2,134 東京都 東京観光専門学校 観光専門課程交通サービス学科
2,135 東京都 東京観光専門学校 観光専門課程ブライダルビジネス学科
2,136 東京都 東京観光専門学校 観光専門課程ホテル学科
2,137 東京都 東京観光専門学校 観光専門課程旅行学科Ⅰ部
2,138 東京都 東京教育専門学校 教員養成専門課程幼稚園教諭・保育士養成科
2,139 東京都 東京警察病院看護専門学校 看護専門課程看護学科
2,140 東京都 東京芸術専門学校 美術専門課程美術科（本科）
2,141 東京都 東京健康科学専門学校 健康科学専門課程栄養士科
2,142 東京都 東京健康科学専門学校 健康科学専門課程健康体力科学科
2,143 東京都 東京建築専門学校 工業専門課程建築学科昼間部
2,144 東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程アニメーション科
2,145 東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程演劇・声優科
2,146 東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程音楽芸術科
2,147 東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程音響芸術科
2,148 東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程ゲームクリエータ科
2,149 東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程経営デザイン科
2,150 東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程コンピュータグラフィックス科
2,151 東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程スポーツ健康学科
2,152 東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程デザイン科
2,153 東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程トータルデザイン科
2,154 東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程放送芸術科
2,155 東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程マルチメディア科
2,156 東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程経営工学科
2,157 東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程経営情報学科
2,158 東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程建築工学科
2,159 東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程システムエンジニア科
2,160 東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程情報処理技術科
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2,161 東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程情報処理専門科
2,162 東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程電気工学科
2,163 東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程電子情報科
2,164 東京都 東京工科専門学校 工業専門課程３Ｄデザイン科
2,165 東京都 東京工科専門学校 工業専門課程ＷＥＢデザイン科
2,166 東京都 東京工科専門学校 工業専門課程イベント科
2,167 東京都 東京工科専門学校 工業専門課程インテリア科
2,168 東京都 東京工科専門学校 工業専門課程エンジンメンテナンス科
2,169 東京都 東京工科専門学校 工業専門課程建築科
2,170 東京都 東京工科専門学校 工業専門課程建築科夜間部
2,171 東京都 東京工科専門学校 工業専門課程建築工学科
2,172 東京都 東京工科専門学校 工業専門課程建築デザイン国際学科
2,173 東京都 東京工科専門学校 工業専門課程自動車整備科
2,174 東京都 東京工科専門学校 工業専門課程情報マーケティング国際学科
2,175 東京都 東京工科専門学校 工業専門課程インターネットプログラミング科
2,176 東京都 東京工科専門学校品川校 工業専門課程自動車整備科
2,177 東京都 東京工科専門学校世田谷校 工業専門課程自動車科
2,178 東京都 東京工科専門学校世田谷校 工業専門課程自動車整備２級科
2,179 東京都 東京工科専門学校世田谷校 工業専門課程自動車整備科
2,180 東京都 東京工業専門学校 工業専門課程インテリアコーディネータ科
2,181 東京都 東京工業専門学校 工業専門課程機械・航空・自動車科
2,182 東京都 東京工業専門学校 工業専門課程ゲームクリエイター科
2,183 東京都 東京工業専門学校 工業専門課程建築工学科三年制
2,184 東京都 東京工業専門学校 工業専門課程建築工学科昼間部
2,185 東京都 東京工業専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス科
2,186 東京都 東京工業専門学校 工業専門課程コンピュータネットワーク科
2,187 東京都 東京工業専門学校 工業専門課程情報処理ＳＥ科昼間部
2,188 東京都 東京工業専門学校 工業専門課程デジタル映像学科
2,189 東京都 東京工業専門学校 工業専門課程デジタルクリエータ科三年制
2,190 東京都 東京工業専門学校 工業専門課程電気工学科昼間部
2,191 東京都 東京工業専門学校 工業専門課程土木建設学科
2,192 東京都 東京工業専門学校 工業専門課程ネット技術者養成科
2,193 東京都 東京工業専門学校 工業専門課程バイオ・環境サイエンス科
2,194 東京都 東京航空工業専門学校 工業専門課程海洋技術科
2,195 東京都 東京航空工業専門学校 工業専門課程航空整備科
2,196 東京都 東京航空工業専門学校 工業専門課程自動車整備科
2,197 東京都 東京厚生年金看護専門学校 看護専門課程看護科
2,198 東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科昼間部
2,199 東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療福祉ビジネス学科
2,200 東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程インターネット学科
2,201 東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報処理学科
2,202 東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス学科昼間部
2,203 東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程デジタルクリエーター学科
2,204 東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程パソコンマスター学科
2,205 東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程フラワービジネス学科
2,206 東京都 東京国際福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
2,207 東京都 東京国際福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科
2,208 東京都 東京国際福祉専門学校 社会福祉専門課程福祉心理科
2,209 東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程エコ・コミュニケーション科昼間部
2,210 東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程エコ・コミュニケーション科夜間部
2,211 東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程クリエーティブデザイン科昼間部２年制
2,212 東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程クリエーティブデザイン科昼間部３年制
2,213 東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程クリエーティブデザイン科夜間部２年制
2,214 東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程クリエーティブデザイン科夜間部３年制
2,215 東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ科昼間部２年制
2,216 東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ科昼間部３年制
2,217 東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ科夜間部２年制
2,218 東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ科夜間部３年制
2,219 東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程メディアコミュニケーション科昼間部２年制
2,220 東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程メディアコミュニケーション科昼間部３年制
2,221 東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程メディアコミュニケーション科夜間部２年制
2,222 東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程メディアコミュニケーション科夜間部３年制
2,223 東京都 東京ゴルフ専門学校 社会体育専門課程ゴルフ学科
2,224 東京都 東京コンピュータ専門学校 工業専門課程情報処理科（２年課程）
2,225 東京都 東京コンピュータ専門学校 工業専門課程情報処理科昼間部（３年課程）
2,226 東京都 東京コンピュータ専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科昼間部
2,227 東京都 東京コンピュータ専門学校 商業実務専門課程情報マスメディア科昼間部
2,228 東京都 東京コンピュータ専門学校 文化・教養専門課程情報音楽科昼間部
2,229 東京都 東京歯科衛生専門学校 医療関係専門課程歯科衛生士科
2,230 東京都 東京歯科技工専門学校 医療専門課程歯科技工学科
2,231 東京都 東京自動車整備専門学校 自動車整備専門課程自動車整備科
2,232 東京都 東京柔道整復専門学校 柔道整復専門課程柔道整復科
2,233 東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程営業マネジメント学科
2,234 東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程観光ビジネス学科
2,235 東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程クリエイティブビジネス学科
2,236 東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程経営マネジメント学科
2,237 東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程情報ビジネス学科
2,238 東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程情報ビジネス学科夜間部
2,239 東京都 東京商工経済専門学校 商業実務専門課程情報経理科
2,240 東京都 東京商工経済専門学校 商業実務専門課程情報処理科昼間部
2,241 東京都 東京商工経済専門学校 商業実務専門課程秘書科
2,242 東京都 東京情報ビジネス専門学校 工業専門課程インターネット学科
2,243 東京都 東京情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報処理学科
2,244 東京都 東京情報ビジネス専門学校 工業専門課程マルチメディア学科
2,245 東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程ｅ－ビジネス学科
2,246 東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程医療・福祉ビジネス学科
2,247 東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程音楽ビジネス学科
2,248 東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程総合ビジネス学科
2,249 東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程ビジネス情報処理学科昼間部
2,250 東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程フラワービジネス学科
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2,251 東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程ベンチャービジネス学科
2,252 東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程幼児ビジネス学科
2,253 東京都 東京女子医科大学看護専門学校 看護専門課程看護学科
2,254 東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校 福祉専門課程音楽療法学科１部（１）
2,255 東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校 福祉専門課程音楽療法専攻学科１部（２）
2,256 東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉学科
2,257 東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校 福祉専門課程介護リハビリ手話ボランティア文化学科
2,258 東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校 福祉専門課程高齢者痴呆心理カウンセラー学科１部（２）
2,259 東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校 福祉専門課程手話ボランティア福祉セラピー学科１部（１）
2,260 東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校 福祉専門課程心理カウンセラー学科１部（１）
2,261 東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校 福祉専門課程福祉機器環境セラピー学科１部（２）
2,262 東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校 福祉専門課程保育福祉学科１部（２）
2,263 東京都 東京スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程音楽テクノロジー科２年制（昼間部）
2,264 東京都 東京スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程音楽テクノロジー科２年制（夜間部）
2,265 東京都 東京スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程音楽テクノロジー科３年制（昼間部）
2,266 東京都 東京スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程音楽テクノロジー科３年制（夜間部）
2,267 東京都 東京スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科（昼間部）
2,268 東京都 東京スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程プロミュージシャン科（昼間部）
2,269 東京都 東京スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程プロミュージシャン科（夜間部）
2,270 東京都 東京スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科夜間部
2,271 東京都 東京スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程メディア・ビジュアルデザイン科昼間部２年制
2,272 東京都 東京スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程メディア・ビジュアルデザイン科昼間部３年制
2,273 東京都 東京スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程メディア・ビジュアルデザイン科夜間部
2,274 東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 商業実務専門課程トラベル・ビジネス科昼間部
2,275 東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 文化・教養専門課程アウトドアスポーツ科昼間部
2,276 東京都 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夜間部
2,277 東京都 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トレーナー科昼間部
2,278 東京都 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トレーナー科夜間部
2,279 東京都 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ヘルス科昼間部
2,280 東京都 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ヘルス科夜間部
2,281 東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 文化・教養専門課程チャイルド・スポーツ科昼間部
2,282 東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 文化・教養専門課程テニスインストラクター科昼間部
2,283 東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 文化・教養専門課程テニスインストラクター科夜間部
2,284 東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 文化・教養専門課程マリンスポーツ科昼間部
2,285 東京都 東京製菓学校 製菓専門課程第１部洋菓子本科
2,286 東京都 東京製菓学校 製菓専門課程第１部和菓子本科
2,287 東京都 東京誠心調理師専門学校 調理師専門課程調理師科２年制
2,288 東京都 東京製図専門学校 製図専門課程インテリアコーディネータ科昼間部
2,289 東京都 東京製図専門学校 製図専門課程建築学科（三年制）
2,290 東京都 東京製図専門学校 製図専門課程建築学科昼間部
2,291 東京都 東京製図専門学校 製図専門課程店舗・建築デザイン科
2,292 東京都 東京製図専門学校 製図専門課程製図・ＣＡＤ学科
2,293 東京都 東京聖星社会福祉専門学校 社会福祉教育専門課程介護福祉学科
2,294 東京都 東京セクレタリー専門学校 秘書専門課程ＯＡ秘書学科
2,295 東京都 東京染色美術専門学校 染色美術専門課程着物染色工芸科
2,296 東京都 東京染色美術専門学校 染色美術専門課程テキスタイル科
2,297 東京都 東京染色美術専門学校 染色美術専門課程美術科
2,298 東京都 東京綜合理容美容専門学校 理容美容専門課程美容本科
2,299 東京都 東京綜合理容美容専門学校 理容美容専門課程理容本科
2,300 東京都 東京測量専門学校 測量専門課程測量システム科
2,301 東京都 東京体育専門学校 スポーツ健康科学専門課程高齢者健康学科
2,302 東京都 東京体育専門学校 スポーツ健康科学専門課程スポーツ健康学科（２年課程）
2,303 東京都 東京高尾看護専門学校 看護専門課程看護学科
2,304 東京都 東京田中千代服飾専門学校 服飾専門課程服飾科Ⅰ部
2,305 東京都 東京調理師専門学校 調理専門課程調理高度技術経営科
2,306 東京都 東京逓信病院高等看護学院 看護専門課程看護学科
2,307 東京都 東京テクノ・ホルティ園芸専門学校 商業実務専門課程フラワービジネス学科２年制
2,308 東京都 東京デザイナー学院 建築専門課程建築デザイン科昼間部
2,309 東京都 東京デザイナー学院 建築専門課程建築デザイン科夜間部
2,310 東京都 東京デザイナー学院 デザイン専門課程アニメーション科昼間部
2,311 東京都 東京デザイナー学院 デザイン専門課程インテリアデザイン科
2,312 東京都 東京デザイナー学院 デザイン専門課程グラフィックデザイン科
2,313 東京都 東京デザイナー学院 デザイン専門課程ゲームクリエーター科
2,314 東京都 東京デザイナー学院 デザイン専門課程デジタルメディア科
2,315 東京都 東京デザイナー学院 デザイン専門課程ハンドクラフトデザイン科
2,316 東京都 東京デザイナー学院 デザイン専門課程ファッションデザイン科昼間部
2,317 東京都 東京デザイナー学院 デザイン専門課程プロダクトデザイン科
2,318 東京都 東京デザイン専門学校 建築専門課程インテリアデザイン科
2,319 東京都 東京デザイン専門学校 建築専門課程建築科
2,320 東京都 東京デザイン専門学校 建築専門課程建築デザイン科
2,321 東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程イラストレーション科
2,322 東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程グラフィックデザイン科
2,323 東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程ジュエリー・クラフト科
2,324 東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程ＣＧデザイン科
2,325 東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程ディスプレイデザイン科
2,326 東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程デジタルデザイン科
2,327 東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程ビジュアルデザイン科
2,328 東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程マルチメディアデザイン科
2,329 東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程ＣＧデザイン科
2,330 東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程インテリアコーディネーター科
2,331 東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程自然環境学科
2,332 東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計製図科
2,333 東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程医療工学科
2,334 東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程機械工学科昼間部
2,335 東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程建築工学科昼間部
2,336 東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程情報システム学科
2,337 東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程生命工学技術科昼間部
2,338 東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程電気工学科
2,339 東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程電子工学科昼間部
2,340 東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程マルチメディア科
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2,341 東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 商業実務専門課程ｅ－ビジネス学科
2,342 東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 商業実務専門課程情報処理ＳＥ科昼間部
2,343 東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 商業実務専門課程ネットワーク技術科
2,344 東京都 東京電子専門学校 医療専門課程診療放射線学科
2,345 東京都 東京電子専門学校 医療専門課程臨床検査学科
2,346 東京都 東京電子専門学校 医療専門課程臨床工学科
2,347 東京都 東京電子専門学校 工業専門課程情報処理科
2,348 東京都 東京電子専門学校 工業専門課程情報処理科３年制
2,349 東京都 東京電子専門学校 工業専門課程情報通信科
2,350 東京都 東京電子専門学校 工業専門課程情報ビジネス科
2,351 東京都 東京電子専門学校 工業専門課程電気工学科
2,352 東京都 東京電子専門学校 工業専門課程電子技術科
2,353 東京都 東京電子専門学校 工業専門課程電子工学科
2,354 東京都 東京電子専門学校 工業専門課程マルチメディア科
2,355 東京都 東京都済生会看護専門学校 看護専門課程看護学科
2,356 東京都 東京豊島医療福祉専門学校 医療事務専門課程医療秘書学科
2,357 東京都 東京豊島医療福祉専門学校 医療事務専門課程病院事務学科
2,358 東京都 東京豊島医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科
2,359 東京都 東京豊島医療福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉学科
2,360 東京都 東京トフィ・ファッション専門学校 服飾専門課程スタイリスト科
2,361 東京都 東京トフィ・ファッション専門学校 服飾専門課程ファッションデザイン科
2,362 東京都 東京トフィ・ファッション専門学校 服飾専門課程ファッションビジネス科
2,363 東京都 東京都立板橋看護専門学校 看護専門課程看護学科
2,364 東京都 東京都立荏原看護専門学校 看護専門課程看護学科
2,365 東京都 東京都立青梅看護専門学校 看護専門課程看護学科（２年課程）
2,366 東京都 東京都立青梅看護専門学校 看護専門課程看護学科（３年課程）
2,367 東京都 東京都立大塚看護専門学校 看護専門課程看護学科
2,368 東京都 東京都立北多摩看護専門学校 看護専門課程看護学科（２年課程）
2,369 東京都 東京都立北多摩看護専門学校 看護専門課程看護学科（３年課程）
2,370 東京都 東京都立公衆衛生看護専門学校 看護専門課程看護学科
2,371 東京都 東京都立豊島看護専門学校 看護専門課程看護学科
2,372 東京都 東京都立広尾看護専門学校 看護専門課程看護学科
2,373 東京都 東京都立府中看護専門学校 看護専門課程看護学科
2,374 東京都 東京都立松沢看護専門学校 看護専門課程看護学科
2,375 東京都 東京都立南多摩看護専門学校 看護専門課程看護学科
2,376 東京都 東京日建工科専門学校 建築専門課程建築ＣＡＤ設計科
2,377 東京都 東京日建工科専門学校 建築専門課程土木工学科
2,378 東京都 東京バイオテクノロジー専門学校 農業専門課程バイオテクノロジー学科
2,379 東京都 東京ビューティーアート専門学校 衛生専門課程トータルビューティー科
2,380 東京都 東京ビューティーアート専門学校 衛生専門課程美容科
2,381 東京都 東 京 美 容 専 門 学 校 美容専門課程第一本科
2,382 東京都 東京フード製菓中医薬専門学校 文化教養専門課程１部健康中医薬業学科
2,383 東京都 東京フード製菓中医薬専門学校 文化教養専門課程１部製菓製パン管理学科
2,384 東京都 東京ファッション専門学校 服飾専門課程きものファッション科テクニカルコース
2,385 東京都 東京ファッション専門学校 服飾専門課程ファッションデザイン科デザインコース
2,386 東京都 東京ファッション専門学校 服飾専門課程ファッションデザイン科パタンメーキングコース
2,387 東京都 東京福祉商経専門学校 外語ビジネス専門課程国際ビジネス学科
2,388 東京都 東京福祉商経専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士学科
2,389 東京都 東京福祉商経専門学校 社会福祉専門課程児童指導員・社会福祉学科
2,390 東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程医療福祉科昼間部
2,391 東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程医療福祉科夜間部
2,392 東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
2,393 東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科夜間部
2,394 東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程健康福祉科二年制昼間部
2,395 東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程健康福祉科二年制夜間部
2,396 東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程作業療法科昼間部
2,397 東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程児童福祉科昼間部
2,398 東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程児童福祉科夜間部
2,399 東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科昼間部
2,400 東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科夜間部
2,401 東京都 東京服飾専門学校 服飾専門課程アパレル産業産業パタンナー科
2,402 東京都 東京服飾専門学校 服飾専門課程アパレル産業スタイリスト科
2,403 東京都 東京服飾専門学校 服飾専門課程アパレル産業デザイン科
2,404 東京都 東京服飾専門学校 服飾専門課程アパレル産業ファッションビジネス科
2,405 東京都 東京服飾専門学校 服飾専門課程テクニカル科
2,406 東京都 東京服装文化学院 服飾専門課程ファッション学科
2,407 東京都 東京文化医学技術専門学校 医療専門課程臨床検査学科
2,408 東京都 東京文化デザイン専門学校 デザイン専門課程インテリア・デザイン科
2,409 東京都 東京文化デザイン専門学校 デザイン専門課程グラフィック・デザイン科
2,410 東京都 東京文化デザイン専門学校 ブライダルファッション専門課程ファッション科
2,411 東京都 東京文化デザイン専門学校 ブライダルファッション専門課程ブライダル科
2,412 東京都 東京文化美容専門学校 美容専門課程美容科昼間部
2,413 東京都 東京文化美容専門学校 美容専門課程美容科夜間部
2,414 東京都 東京ヘアビューティ専門学校 衛生専門課程美容科
2,415 東京都 東京ヘアビューティ専門学校 衛生専門課程理容科
2,416 東京都 東京ヘアメイク専門学校 美容専門課程美容本科
2,417 東京都 東京保育専門学校 保育専門課程保育科第１部
2,418 東京都 東京法科学院専門学校 商業専門課程福祉・医療学科
2,419 東京都 東京法科学院専門学校 法律専門課程公務員学科昼間部
2,420 東京都 東京法科学院専門学校 法律専門課程法律実務学科
2,421 東京都 東京法律専門学校 法律専門課程行政マルチメディア学科
2,422 東京都 東京法律専門学校 法律専門課程宅建ビジネス学科昼間部
2,423 東京都 東京法律専門学校 法律専門課程福祉行政学科
2,424 東京都 東京法律専門学校 法律専門課程法律学科（３年課程）
2,425 東京都 東京法律専門学校 法律専門課程法律学科（４年制）
2,426 東京都 東京法律専門学校 法律専門課程法律学科昼間部（２年課程）
2,427 東京都 東京法律専門学校 法律専門課程法律行政学科
2,428 東京都 東京法律専門学校 法律専門課程法律行政学科（３年課程）
2,429 東京都 東京法律専門学校 法律専門課程法律社会学科昼間部
2,430 東京都 東京法律専門学校 法律専門課程法律ビジネス学科昼間部
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2,431 東京都 東京ホテルビジネス専門学校 ビジネス専門課程ホテル科
2,432 東京都 東京マスダ学院文化服装専門学校 家政専門課程ファッションデザイン科昼間部
2,433 東京都 東京マスダ学院文化服装専門学校 家政専門課程ファッションデザイン科夜間部
2,434 東京都 東京マスダ学院文化服装専門学校 家政専門課程ファッションドレス科昼間部
2,435 東京都 東京マスダ学院文化服装専門学校 家政専門課程ファッションドレス科夜間部
2,436 東京都 東京マックス美容専門学校 美容専門課程美容科
2,437 東京都 東京マルチメディア専門学校 工業専門課程コンピュータネットワーク科
2,438 東京都 東京マルチメディア専門学校 工業専門課程デジタルマスター科
2,439 東京都 東京マルチメディア専門学校 商業実務専門課程ｅ－ビジネス科
2,440 東京都 東京マルチメディア専門学校 商業実務専門課程情報処理科
2,441 東京都 東京マルチメディア専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科昼間部
2,442 東京都 東京マルチメディア専門学校 文化教養専門課程３Ｄ－ＣＧ科
2,443 東京都 東京マルチメディア専門学校 文化教養専門課程ゲームクリエイター科
2,444 東京都 東京マルチメディア専門学校 文化教養専門課程デジタル映像科３年制
2,445 東京都 東京南看護専門学校 看護専門課程看護科
2,446 東京都 東京モード学園 ファッション専門課程インテリア学科
2,447 東京都 東京モード学園 ファッション専門課程グラフィック学科
2,448 東京都 東京モード学園 ファッション専門課程スタイリスト学科
2,449 東京都 東京モード学園 ファッション専門課程ファッション技術学科昼間部
2,450 東京都 東京モード学園 ファッション専門課程ファッションデザイン学科昼間部
2,451 東京都 東京モード学園 ファッション専門課程ファッションデザイン学科昼間部３年課程
2,452 東京都 東京モード学園 ファッション専門課程ファッションビジネス学科昼間部
2,453 東京都 東京モード学園 ファッション専門課程ファッションビジネス学科昼間部３年課程
2,454 東京都 東京モード学園 ファッション専門課程メイク・ヘアー学科
2,455 東京都 東京モード学園 ファッション専門課程モード基礎学科（ファッション専攻２年課程）
2,456 東京都 東京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
2,457 東京都 東京リゾートアンドスポーツ専門学校 社会体育専門課程リゾートスポーツ科
2,458 東京都 東京ロシア語学院 ロシア語専門課程本科１部
2,459 東京都 東京ワイエムシイエイ医療福祉専門学校 医療専門課程作業療法学科昼間部
2,460 東京都 東京ワイエムシイエイ医療福祉専門学校 医療専門課程作業療法学科夜間部
2,461 東京都 東京ワイエムシイエイ医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
2,462 東京都 東京ワイエムシイエイ英語・ホテルサービス専門学校 商業実務専門課程ホテルサービス科
2,463 東京都 東京ワイエムシイエイ英語・ホテルサービス専門学校 文化教養専門課程英語コミュニケーション科（昼間部）英会話専攻
2,464 東京都 東京ワイエムシイエイ英語・ホテルサービス専門学校 文化教養専門課程英語コミュニケーション科（昼間部）児童英語教育専攻
2,465 東京都 東京ワイエムシイエイ英語・ホテルサービス専門学校 文化教養専門課程英語コミュニケーション科（昼間部）通訳翻訳専攻
2,466 東京都 東京ワイエムシイエイ英語・ホテルサービス専門学校 文化教養専門課程英語コミュニケーション科（昼間部）日本語教育専攻
2,467 東京都 東京ワイエムシイエイ英語・ホテルサービス専門学校 文化教養専門課程英語コミュニケーション科（昼間部）ボランティア専攻
2,468 東京都 東京ワイエムシイエイ英語・ホテルサービス専門学校 文化教養専門課程国際ビジネス科
2,469 東京都 東放学園音響専門学校 工業専門課程音響技術科昼間部
2,470 東京都 東放学園音響専門学校 工業専門課程音響芸術科昼間部
2,471 東京都 東放学園専門学校 工業専門課程照明クリエイティブ科昼間部
2,472 東京都 東放学園専門学校 工業専門課程デジタルアニメーション科昼間部
2,473 東京都 東放学園専門学校 工業専門課程放送技術科昼間部
2,474 東京都 東放学園専門学校 放送専門課程デジタル映画科昼間部
2,475 東京都 東放学園専門学校 放送専門課程デジタル文芸科昼間部
2,476 東京都 東放学園専門学校 放送専門課程プロモーション映像科
2,477 東京都 東放学園専門学校 放送専門課程放送芸術科昼間部
2,478 東京都 東放学園放送専門学校 情報専門課程デジタル音楽科昼間部
2,479 東京都 東放学園放送専門学校 放送専門課程プロミュージシャン科昼間部
2,480 東京都 東放学園放送専門学校 放送専門課程放送音響科昼間部
2,481 東京都 東邦歯科医療専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士学科
2,482 東京都 東邦歯科医療専門学校 歯科技工士専門課程歯科技工士学科
2,483 東京都 東洋鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸あん摩科１部
2,484 東京都 東洋鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸あん摩科２部
2,485 東京都 東洋美術学校 造形専門課程インテリアデザイン科
2,486 東京都 東洋美術学校 造形専門課程絵画科
2,487 東京都 東洋美術学校 造形専門課程絵画研究科
2,488 東京都 東洋美術学校 造形専門課程グラフィックデザイン科
2,489 東京都 東洋美術学校 造形専門課程視覚伝達デザイン科
2,490 東京都 東洋美術学校 造形専門課程中国水墨画科
2,491 東京都 東洋美術学校 造形専門課程中国水墨画研究科
2,492 東京都 東洋美術学校 造形専門課程プロダクトデザイン科
2,493 東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部エアポート学科２年制
2,494 東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部エアポート・カーゴ学科
2,495 東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部国際エアビジネス学科２年制
2,496 東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部旅行観光学科３年制
2,497 東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部テーマパーク・ホテル学科
2,498 東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部テーマパーク・ホテル学科２年制
2,499 東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部ブライダル学科
2,500 東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部冒険旅行学科
2,501 東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部旅客サービス学科
2,502 東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部旅客サービス学科２年制
2,503 東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部旅行学科２年制
2,504 東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部旅行業学科
2,505 東京都 ドレスメーカー学院 服飾専門課程アパレル技術科
2,506 東京都 ドレスメーカー学院 服飾専門課程ドレスメーカー養成科
2,507 東京都 ドレスメーカー学院 服飾専門課程ファッションデジタル編集科
2,508 東京都 ドレスメーカー学院 服飾専門課程ファッションビジネス科
2,509 東京都 ドレスメーカー学院 服飾専門課程服飾造形科
2,510 東京都 中野看護専門学校 看護専門課程看護学科
2,511 東京都 中野スクールオブビジネス渋谷専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス科
2,512 東京都 中野スクールオブビジネス渋谷専門学校 商業実務専門課程シスアド（オフコンＯＡ）科
2,513 東京都 中野スクールオブビジネス渋谷専門学校 商業実務専門課程マルチメディア科
2,514 東京都 二階堂ハーススポーツ専門学校 スポーツ専門課程生涯スポーツ学科
2,515 東京都 西東京歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
2,516 東京都 日米会話学院 英語専門課程国際教養科
2,517 東京都 日商簿記三鷹福祉専門学校 教育社会福祉専門課程介護福祉学科
2,518 東京都 日商簿記三鷹福祉専門学校 商業実務専門課程経営情報学科
2,519 東京都 日商簿記三鷹福祉専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス学科
2,520 東京都 日商簿記三鷹福祉専門学校 商業実務専門課程経理学科
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2,521 東京都 日商簿記三鷹福祉専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科
2,522 東京都 日体柔整専門学校 柔道整復専門課程柔道整復科
2,523 東京都 日中学院 中国語専門課程本科
2,524 東京都 日本医学院歯科衛生士専門学校 歯科衛生専門課程歯科衛生士科
2,525 東京都 日本医学技術専門学校 医療専門課程臨床検査学科
2,526 東京都 日本医科大学看護専門学校 医療専門課程看護科
2,527 東京都 日本医歯薬専門学校 医歯薬専門課程生命工学技術科
2,528 東京都 日本医歯薬専門学校 医歯薬専門課程薬業科
2,529 東京都 日本医歯薬専門学校 医療事務専門課程医療秘書科
2,530 東京都 日本医歯薬専門学校 医療事務専門課程歯科秘書科
2,531 東京都 日本医歯薬専門学校 医療事務専門課程病院管理科
2,532 東京都 日本ウェルネススポーツ専門学校 社会体育専門課程アスレティックトレーナー科
2,533 東京都 日本ウェルネススポーツ専門学校 社会体育専門課程健康スポーツ文化科
2,534 東京都 日本音楽学校 教員保母養成専門課程中学校音楽教諭養成科
2,535 東京都 日本音楽学校 教員保母養成専門課程幼児教育科
2,536 東京都 日本音楽学校 教員保母養成専門課程幼稚園教員科
2,537 東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程英語通訳科
2,538 東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程英語翻訳科
2,539 東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程国際関係学科
2,540 東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程国際ビジネス科
2,541 東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程国際ホテル科
2,542 東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程国際ボランティア学科
2,543 東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程国際旅行科
2,544 東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程児童英語教育科
2,545 東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程総合英語科
2,546 東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程日本語科Ⅰ部（修業年限２年の課程に限る。）
2,547 東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程日本語教育科
2,548 東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程フライトアテンダント・エアライン科
2,549 東京都 日本菓子専門学校 菓子専門課程製菓技術学科
2,550 東京都 日本芸術専門学校 芸術専門課程演劇学科
2,551 東京都 日本芸術専門学校 芸術専門課程音楽学科
2,552 東京都 日本健康ビジネス専門学校 健康ビジネス専門課程健康ビジネス学科
2,553 東京都 日本健康ビジネス専門学校 国際ビジネス専門課程国際情報ビジネス科
2,554 東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程演劇スタッフ科
2,555 東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程演劇俳優科
2,556 東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程音響芸術科
2,557 東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程コンサート・イベント科
2,558 東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程コンピュータミュージック科
2,559 東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程総合アニメーション科
2,560 東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程放送メディア科
2,561 東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程マルチメディアアート科
2,562 東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程ミュージックエンタテインメント科
2,563 東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計製図科
2,564 東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程インターネット科
2,565 東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程環境科学科
2,566 東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程環境科学科三年制
2,567 東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程建築設計科
2,568 東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程情報家電技術科（第一部）
2,569 東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程情報処理科三年制
2,570 東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程情報処理科第一部
2,571 東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程電気工学科第一部
2,572 東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程電気工事科第一部
2,573 東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程電子工学科三年制
2,574 東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程電子工学科第一部
2,575 東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程土木建設科
2,576 東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程パソコン・ネットワーク科
2,577 東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程マルチメディア科
2,578 東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程メディカルエンジニア科
2,579 東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程臨床工学科
2,580 東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程アニメーション科
2,581 東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程演劇科
2,582 東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程音響芸術科
2,583 東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程環境デザイン科三年制
2,584 東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程健康スポーツ科学科
2,585 東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程コンサートイベント科
2,586 東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程コンピュータミュージック科
2,587 東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程放送芸術科
2,588 東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程ＣＡＤデザイン科
2,589 東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程音響技術科
2,590 東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程建築設計科
2,591 東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程コンピュータ機械制御科
2,592 東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程コンピュータ機械制御科三年制
2,593 東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程自動車整備科
2,594 東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程電気工学科
2,595 東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程電気工事科
2,596 東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程電子工学科
2,597 東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程電子工学科三年制
2,598 東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程土木建設科
2,599 東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程パソコン・ネットワーク科
2,600 東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程インターネット科
2,601 東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程情報処理科
2,602 東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程情報処理科三年制
2,603 東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程情報ビジネス科
2,604 東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程マルチメディア科
2,605 東京都 日本コンピュータデザイン専門学校 情報処理専門課程ＣＧデザイン学科
2,606 東京都 日本コンピュータデザイン専門学校 情報処理専門課程インターネットビジネス学科
2,607 東京都 日本指圧専門学校 医療専門課程指圧科昼間部
2,608 東京都 日本指圧専門学校 医療専門課程指圧科夜間部
2,609 東京都 日本歯科助手専門学校 歯科助手専門課程歯科秘書科
2,610 東京都 日本歯科大学附属歯科専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
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2,611 東京都 日本歯科大学附属歯科専門学校 医療専門課程歯科技工士科
2,612 東京都 日本児童教育専門学校 児童教育専門課程児童教育総合科
2,613 東京都 日本児童教育専門学校 児童教育専門課程児童福祉専攻科
2,614 東京都 日本児童教育専門学校 児童教育専門課程幼児保育専攻科
2,615 東京都 日本児童教育専門学校 児童文化専門課程絵本創作専攻科
2,616 東京都 日本児童教育専門学校 児童文化専門課程児童文学専攻科
2,617 東京都 日本自動車整備専門学校 工業専門課程専門科
2,618 東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程映像科
2,619 東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程広告・広報専攻科
2,620 東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程国際ジャーナリスト専攻科
2,621 東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程コミック編集専攻科
2,622 東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程コンピュータ編集専攻科
2,623 東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程ジャーナリスト総合科
2,624 東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程スポーツマスコミ科
2,625 東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程フォトジャーナリスト専攻科
2,626 東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程文芸創作科
2,627 東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程編集科
2,628 東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程編集デザイン専攻科
2,629 東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程放送ジャーナリスト専攻科
2,630 東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程マルチメディア編集科
2,631 東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程ライター科
2,632 東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程ルポライター専攻科
2,633 東京都 日本社会体育専門学校 社会体育専門課程スポーツ指導者養成学科
2,634 東京都 日本社会体育専門学校 社会体育専門課程スポーツマネジメント学科
2,635 東京都 日本社会体育専門学校 社会体育専門課程総合スポーツ学科
2,636 東京都 日本写真芸術専門学校 画像専門課程広告写真科
2,637 東京都 日本写真芸術専門学校 画像専門課程写真科
2,638 東京都 日本写真芸術専門学校 画像専門課程肖像写真科
2,639 東京都 日本写真芸術専門学校 画像専門課程報道・写真芸術科昼間部
2,640 東京都 日本柔道整復専門学校 医療専門課程柔道整復科１部
2,641 東京都 日本柔道整復専門学校 医療専門課程柔道整復科２部
2,642 東京都 日本書道専門学校 書道専門課程本科昼間部
2,643 東京都 日本鍼灸理療専門学校 医療専門課程鍼灸あん摩マッサージ指圧科１部
2,644 東京都 日本鍼灸理療専門学校 医療専門課程鍼灸あん摩マッサージ指圧科２部
2,645 東京都 日本鍼灸理療専門学校 医療専門課程鍼灸科１部
2,646 東京都 日本鍼灸理療専門学校 医療専門課程鍼灸科２部
2,647 東京都 日本大学医学部附属看護専門学校 看護専門課程看護学科
2,648 東京都 日本大学歯学部附属歯科衛生専門学校 歯科衛生専門課程歯科衛生士学科
2,649 東京都 日本大学歯学部附属歯科技工専門学校 歯科技工専門課程歯科技工士学科
2,650 東京都 日本デザイン専門学校 デザイン専門課程グラフィックデザイン科
2,651 東京都 日本デザイン専門学校 デザイン専門課程工業工芸デザイン科
2,652 東京都 日本電子専門学校 工業専門課程ＣＧアニメ科
2,653 東京都 日本電子専門学校 工業専門課程ＣＧ映像科
2,654 東京都 日本電子専門学校 工業専門課程コンピュータ・グラフィックス科
2,655 東京都 日本電子専門学校 工業専門課程コンピュータアミューズメント科
2,656 東京都 日本電子専門学校 工業専門課程コンピュータアミューズメント研究科
2,657 東京都 日本電子専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス研究科
2,658 東京都 日本電子専門学校 工業専門課程コンピュータ制御システム科
2,659 東京都 日本電子専門学校 工業専門課程コンピュータ総合技術科
2,660 東京都 日本電子専門学校 工業専門課程コンピュータデザイン科
2,661 東京都 日本電子専門学校 工業専門課程コンピュータネットワーク科
2,662 東京都 日本電子専門学校 工業専門課程コンピュータネットワーク科夜間部
2,663 東京都 日本電子専門学校 工業専門課程コンピュータミュージック科
2,664 東京都 日本電子専門学校 工業専門課程サウンド・クリエイティブ科
2,665 東京都 日本電子専門学校 工業専門課程シニア情報処理科
2,666 東京都 日本電子専門学校 工業専門課程情報システム開発科
2,667 東京都 日本電子専門学校 工業専門課程情報処理科昼間部
2,668 東京都 日本電子専門学校 工業専門課程情報処理科夜間部
2,669 東京都 日本電子専門学校 工業専門課程デジタル映像放送制作科
2,670 東京都 日本電子専門学校 工業専門課程電気工学科昼間部
2,671 東京都 日本電子専門学校 工業専門課程電気工学科夜間部
2,672 東京都 日本電子専門学校 工業専門課程電気工事技術科
2,673 東京都 日本電子専門学校 工業専門課程電子応用工学科
2,674 東京都 日本電子専門学校 工業専門課程電子工学科昼間部
2,675 東京都 日本電子専門学校 工業専門課程パソコン応用技術科
2,676 東京都 日本電子デジタルマネジメント専門学校 商業実務専門課程インターネットビジネス科
2,677 東京都 日本電子デジタルマネジメント専門学校 商業実務専門課程ゲームＣＧデザイン科
2,678 東京都 日本電子デジタルマネジメント専門学校 商業実務専門課程コンピュータビジネス科
2,679 東京都 日本電子デジタルマネジメント専門学校 商業実務専門課程デジタルマネジメント研究科
2,680 東京都 日本福祉教育専門学校 福祉教育専門課程医療事務情報学科
2,681 東京都 日本福祉教育専門学校 福祉教育専門課程医療福祉学科
2,682 東京都 日本福祉教育専門学校 福祉教育専門課程介護福祉学科
2,683 東京都 日本福祉教育専門学校 福祉教育専門課程健康心理学科
2,684 東京都 日本福祉教育専門学校 福祉教育専門課程健康福祉学科
2,685 東京都 日本福祉教育専門学校 福祉教育専門課程言語聴覚療法学科
2,686 東京都 日本福祉教育専門学校 福祉教育専門課程社会福祉学科
2,687 東京都 日本福祉教育専門学校 福祉教育専門課程社会福祉総合学科
2,688 東京都 日本福祉教育専門学校 福祉教育専門課程心理技術学科
2,689 東京都 日本フラワーデザイン専門学校 フラワーデザイン専門課程フラワーデザイン本科
2,690 東京都 日本プリンティングアカデミー 印刷専門課程グラフィック・メディア専門科
2,691 東京都 日本プリンティングアカデミー 印刷専門課程グラフィック・メディア特進科
2,692 東京都 日本メンズ・アパレル・アカデミー 紳士服専門課程アパレル本科
2,693 東京都 日本リハビリテーション専門学校 医療技術専門課程作業療法学科（夜間部）
2,694 東京都 日本リハビリテーション専門学校 医療技術専門課程理学療法学科（昼間部）
2,695 東京都 八王子栄養専門学校 栄養専門課程栄養士科
2,696 東京都 八王子市立看護専門学校 看護専門課程看護学科
2,697 東京都 服部栄養専門学校 栄養専門課程栄養士科
2,698 東京都 服部栄養専門学校 栄養専門課程調理師本科（２年制）
2,699 東京都 華学園栄養専門学校 栄養専門課程栄養士科
2,700 東京都 華学園ビジネス専門学校 ビジネス情報処理専門課程コンピュータ学科
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2,701 東京都 華学園ビジネス専門学校 ビジネス情報処理専門課程ビジネス学科
2,702 東京都 華調理師専門学校 調理専門課程調理テクニカル科
2,703 東京都 華服飾専門学校 服飾専門課程テクニカルデザイン科
2,704 東京都 華服飾専門学校 服飾専門課程ファッション工学科
2,705 東京都 ハリウッド美容専門学校 美容専門課程専門科昼間部
2,706 東京都 ハリウッド美容専門学校 美容専門課程専門科夜間部
2,707 東京都 一橋スクール・オブ・ビズネス 商業実務専門課程総合ビズネス学科カレッジコース
2,708 東京都 富士アスレティックアンドビジネス専門学校 ビジネス専門課程アスレティックトレーナー学科
2,709 東京都 富士アスレティックアンドビジネス専門学校 ビジネス専門課程国際ビジネス学科Ⅰ
2,710 東京都 富士アスレティックアンドビジネス専門学校 ビジネス専門課程国際ビジネス学科Ⅱ
2,711 東京都 富士アスレティックアンドビジネス専門学校 ビジネス専門課程スポーツマネジメント学科
2,712 東京都 二葉栄養専門学校 栄養調理専門課程栄養士科
2,713 東京都 二葉ファッションアカデミー 服飾専門課程スタイリスト科
2,714 東京都 二葉ファッションアカデミー 服飾専門課程ファッション工学科
2,715 東京都 二葉ファッションアカデミー 服飾専門課程ファッションデザイン科
2,716 東京都 府中女子専門学校 家政専門課程服装本科
2,717 東京都 文化外国語専門学校 語学専門課程英語科
2,718 東京都 文化外国語専門学校 語学専門課程国際秘書科
2,719 東京都 文化外国語専門学校 語学専門課程ビジネス英語科
2,720 東京都 文化学院 建築専門課程建築研究科
2,721 東京都 文化学院 建築専門課程建築本科
2,722 東京都 文化学院 美術専門課程美術科
2,723 東京都 文化学院 文学専門課程文学科
2,724 東京都 文化服装学院 ファッション工科専門課程アパレル技術科
2,725 東京都 文化服装学院 ファッション工科専門課程アパレル総合科
2,726 東京都 文化服装学院 ファッション工科専門課程アパレルデザイン科
2,727 東京都 文化服装学院 ファッション工科専門課程アパレルマーチャンダイジング科
2,728 東京都 文化服装学院 ファッション工科専門課程テキスタイルデザイン科
2,729 東京都 文化服装学院 ファッション工科専門課程ニットデザイン科
2,730 東京都 文化服装学院 ファッション工芸専門課程ファッション工芸科
2,731 東京都 文化服装学院 ファッション流通専門課程スタイリスト科
2,732 東京都 文化服装学院 ファッション流通専門課程ディスプレイデザイン科
2,733 東京都 文化服装学院 ファッション流通専門課程ファッション情報科
2,734 東京都 文化服装学院 ファッション流通専門課程ファッションビジネス科
2,735 東京都 文化服装学院 服飾専門課程服装科一部
2,736 東京都 文京社会福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
2,737 東京都 文京学院大学医学技術専門学校 医療専門課程臨床検査学科
2,738 東京都 ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程トータルビューティ科
2,739 東京都 ベルエポック美容専門学校 美容専門課程美容師科
2,740 東京都 萠愛調理師専門学校 調理師専門課程上級技術学科
2,741 東京都 芳　女学院情報国際専門学校 国際英語専門課程国際英語科
2,742 東京都 芳　女学院情報国際専門学校 情報秘書専門課程情報秘書科
2,743 東京都 朋友柔道整復専門学校 柔道整復師専門課程柔道整復科
2,744 東京都 ボヌール服飾デザイナー専門学校 服飾家政専門課程デザイナー科
2,745 東京都 町田経理専門学校 経理専門課程経理ビジネス学科
2,746 東京都 町田経理専門学校 経理専門課程国際ビジネス学科
2,747 東京都 町田経理専門学校 経理専門課程ビジネス情報処理学科２年課程
2,748 東京都 町田調理師専門学校 調理師専門課程上級調理師科
2,749 東京都 町田デザイン専門学校 建築専門課程建築科
2,750 東京都 町田デザイン専門学校 デザイン専門課程ビジュアルデザイン科
2,751 東京都 町田デザイン専門学校 デザイン専門課程ライフデザイン科
2,752 東京都 町田福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科
2,753 東京都 町田福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科夜間部３年課程
2,754 東京都 町田福祉専門学校 社会福祉専門課程総合福祉学科
2,755 東京都 真野美容専門学校 美容専門課程本科昼間部
2,756 東京都 真野美容専門学校 美容専門課程本科夜間部
2,757 東京都 三鷹看護専門学校 看護専門課程看護学科
2,758 東京都 三井記念病院高等看護学院 看護専門課程看護科
2,759 東京都 宮川文化服装専門学校 服飾専門課程服飾科昼間部
2,760 東京都 武蔵野栄養専門学校 栄養専門課程栄養科
2,761 東京都 武蔵野調理師専門学校 調理師専門課程高度調理経営科
2,762 東京都 武蔵野服飾美術専門学校 服飾専門課程ファッションクリエイト科
2,763 東京都 村田簿記学校 経理専門課程情報ビジネス科昼間部（２年課程）
2,764 東京都 村田簿記学校 経理専門課程情報ビジネス科夜間部（２年課程）
2,765 東京都 村田簿記学校 経理専門課程税理士科
2,766 東京都 目白デザイン専門学校 服飾専門課程ファッションクリエイト科
2,767 東京都 目白デザイン専門学校 服飾専門課程ファッションビジネス科
2,768 東京都 メディカル・トレーナー専門学校 メディカル・トレーナー専門課程メディカル・トレーナー科昼間部
2,769 東京都 メディカル・トレーナー専門学校 メディカル・トレーナー専門課程メディカル・トレーナー科夜間部
2,770 東京都 安田工業専門学校 工業専門課程建築工学科
2,771 東京都 安田工業専門学校 工業専門課程建築設備工学科
2,772 東京都 安田工業専門学校 工業専門課程電気工学科
2,773 東京都 山野美容専門学校 美容専門課程美容科
2,774 東京都 山脇美術専門学院 美術専門課程インテリアデザイン科
2,775 東京都 山脇美術専門学院 美術専門課程ジュウリーアート科
2,776 東京都 山脇美術専門学院 美術専門課程デジタルデザイン科
2,777 東京都 山脇美術専門学院 美術専門課程ビジュアルデザイン科
2,778 東京都 弥生ファッションデザイン専門学校 ビジネス専門課程ファッションビジネス科
2,779 東京都 弥生ファッションデザイン専門学校 服飾専門課程きもの科
2,780 東京都 弥生ファッションデザイン専門学校 服飾専門課程ファッション科
2,781 東京都 読売東京理工専門学校 医療専門課程臨床工学専攻科（夜間部）
2,782 東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程建築科（夜間部）
2,783 東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程建築学科
2,784 東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程建築デザイン学科
2,785 東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程自動車工学科
2,786 東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程情報技術学科
2,787 東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程情報テレビ学科
2,788 東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程通信技術学科
2,789 東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程電気技術学科
2,790 東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程土木建設学科
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2,791 東京都 両国柔整鍼灸専門学校 柔道整復師専門課程柔整科（昼間部）
2,792 東京都 両国柔整鍼灸専門学校 柔道整復師専門課程柔整科（夜間部）
2,793 東京都 両国柔整鍼灸専門学校 はり師・きゅう師専門課程鍼灸科（昼間部）
2,794 東京都 両国柔整鍼灸専門学校 はり師・きゅう師専門課程鍼灸科（夜間部）
2,795 東京都 早稲田医学院歯科衛生士専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士科
2,796 東京都 早稲田医療専門学校 医療専門課程義肢装具学科
2,797 東京都 早稲田医療専門学校 医療専門課程東洋医療鍼灸学科１部
2,798 東京都 早稲田医療専門学校 医療専門課程東洋医療鍼灸学科２部
2,799 東京都 早稲田外語専門学校 外国語専門課程総合英語学科
2,800 東京都 早稲田情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程ビジネス情報科
2,801 東京都 早稲田情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程編集制作科
2,802 東京都 早稲田情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程スポーツビジネス科
2,803 東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
2,804 東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科
2,805 東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 事務技術専門課程医療秘書科
2,806 東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 事務技術専門課程経営・医療情報科
2,807 東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 事務技術専門課程速記科
2,808 東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 事務技術専門課程ビジネス情報科
2,809 東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 事務技術専門課程病院管理科
2,810 東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 事務技術専門課程編集制作科
2,811 東京都 早稲田大学芸術学校 産業技術専門課程建築設計科
2,812 東京都 早稲田大学芸術学校 産業技術専門課程都市デザイン科
2,813 東京都 早稲田電子専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス科昼間部
2,814 東京都 早稲田電子専門学校 工業専門課程情報処理科昼間部
2,815 東京都 早稲田電子専門学校 工業専門課程マルチメディア科
2,816 東京都 早稲田美容専門学校 衛生専門課程美容科
2,817 神奈川県 ＹＭＣＡ健康福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
2,818 神奈川県 ＹＭＣＡ健康福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程健康福祉科
2,819 神奈川県 ＹＭＣＡ健康福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程地域福祉科
2,820 神奈川県 ＹＭＣＡ健康福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉スポーツ科
2,821 神奈川県 ＹＭＣＡ国際ホテル・トラベル専門学校 商業実務専門課程ホテル科
2,822 神奈川県 ＹＭＣＡ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
2,823 神奈川県 ＹＭＣＡ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科
2,824 神奈川県 ＹＭＣＡスポーツ専門学校 文化・教養専門課程マリンスポーツ科
2,825 神奈川県 ＹＭＣＡ福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
2,826 神奈川県 アイム湘南美容専門学校 衛生専門課程美容科
2,827 神奈川県 浅野工学専門学校 工業専門課程建築工学科
2,828 神奈川県 浅野工学専門学校 工業専門課程建築デザイン科
2,829 神奈川県 厚木看護専門学校 医療専門課程看護第一学科
2,830 神奈川県 厚木看護専門学校 医療専門課程看護第二学科
2,831 神奈川県 厚木高等専修学校 工業専門課程自動車整備学科
2,832 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
2,833 神奈川県 和泉福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
2,834 神奈川県 大原法律専門学校横浜校 文化教養専門課程法律行政学科２年制
2,835 神奈川県 大原簿記専門学校横浜校 商業実務専門課程医療サービス学科
2,836 神奈川県 大原簿記専門学校横浜校 商業実務専門課程経理本科４年制
2,837 神奈川県 大原簿記専門学校横浜校 商業実務専門課程情報ビジネス学科
2,838 神奈川県 大原簿記専門学校横浜校 商業実務専門課程税理士学科２年制
2,839 神奈川県 大原簿記専門学校横浜校 商業実務専門課程税理士本科２年５ヶ月制
2,840 神奈川県 大原簿記専門学校横浜校 商業実務専門課程税理士本科２年制
2,841 神奈川県 大原簿記専門学校横浜校 商業実務専門課程ビジネス学科
2,842 神奈川県 小澤高等看護学院 医療専門課程看護学科
2,843 神奈川県 小田原看護専門学校 医療専門課程看護学科
2,844 神奈川県 小田原高等看護専門学校 医療専門課程看護学科
2,845 神奈川県 外語ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際ビジネス学科
2,846 神奈川県 外語ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際ホテル・観光学科
2,847 神奈川県 柏木実業専門学校 商業実務専門課程経理本科
2,848 神奈川県 神奈川衛生学園専門学校 医療専門課程東洋医療総合学科
2,849 神奈川県 神奈川経済専門学校 商業実務専門課程商業経済学科
2,850 神奈川県 神奈川経済専門学校 商業実務専門課程秘書学科
2,851 神奈川県 神奈川県衛生看護専門学校 医療専門課程第一看護学科
2,852 神奈川県 神奈川県衛生看護専門学校 医療専門課程第二看護学科
2,853 神奈川県 神奈川県立看護教育大学校付属看護専門学校 医療専門課程看護学科
2,854 神奈川県 神奈川県立看護専門学校 医療専門課程看護学科
2,855 神奈川県 神奈川県立病院付属看護専門学校 医療専門課程看護学科
2,856 神奈川県 神奈川県立平塚看護専門学校 医療専門課程看護学科
2,857 神奈川県 神奈川歯科大学附属歯科技工専門学校 医療専門課程歯科技工学科
2,858 神奈川県 神奈川自動車専門学校 工業専門課程自動車整備科
2,859 神奈川県 神奈川社会福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
2,860 神奈川県 神奈川社会福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科
2,861 神奈川県 神奈川情報通信専門学校 工業専門課程情報ＯＡ学科
2,862 神奈川県 神奈川情報通信専門学校 工業専門課程情報コーディネータ科
2,863 神奈川県 神奈川情報通信専門学校 工業専門課程情報処理学科
2,864 神奈川県 神奈川情報通信専門学校 工業専門課程情報通信学科
2,865 神奈川県 神奈川情報文化専門学校 工業専門課程総合マルチメディア科
2,866 神奈川県 神奈川情報文化専門学校 工業専門課程ネットワークシステム科
2,867 神奈川県 神奈川情報文化専門学校 工業専門課程デジタルデザイン科
2,868 神奈川県 神奈川情報文化専門学校 商業実務専門課程情報秘書科
2,869 神奈川県 神奈川情報文化専門学校 商業実務専門課程総合情報科
2,870 神奈川県 川崎看護専門学校 医療専門課程看護学科
2,871 神奈川県 関東歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生学科
2,872 神奈川県 関東美容専門学校 衛生分野専門課程美容本科
2,873 神奈川県 共生会歯科技工専門学校 医療専門課程歯科技工士科
2,874 神奈川県 呉竹鍼灸柔整専門学校 医療専門課程鍼灸マッサージ科Ⅰ部
2,875 神奈川県 呉竹鍼灸柔整専門学校 医療専門課程鍼灸マッサージ科Ⅱ部
2,876 神奈川県 グレッグ外語専門学校横浜校 文化教養専門課程国際情報ビジネス学科
2,877 神奈川県 グレッグ外語専門学校横浜校 文化教養専門課程米英語学科
2,878 神奈川県 國學院大學幼児教育専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科
2,879 神奈川県 国際総合健康専門学校 文化教養専門課程ヘルス・プロモーション学科
2,880 神奈川県 国際フード製菓専門学校 衛生専門課程製菓製パン科２年制
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2,881 神奈川県 国立相模原病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
2,882 神奈川県 国立横浜病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
2,883 神奈川県 国立療養所神奈川病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
2,884 神奈川県 国立療養所箱根病院附属リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科
2,885 神奈川県 国立療養所箱根病院附属リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科
2,886 神奈川県 財団法人育生会技術専門学校 医療専門課程高等看護科
2,887 神奈川県 財団法人育成会技術専門学校 衛生専門課程美容科
2,888 神奈川県 財団法人育成会技術専門学校 衛生専門課程理容科
2,889 神奈川県 相模原衛生学院看護専門学校 医療専門課程看護学科
2,890 神奈川県 社会保険横浜看護専門学校 医療専門課程看護学科
2,891 神奈川県 湘央医学技術専門学校 医療専門課程臨床検査技術学科
2,892 神奈川県 湘央生命科学技術専門学校 医療専門課程救急救命学科
2,893 神奈川県 湘央生命科学技術専門学校 医療専門課程バイオ学科
2,894 神奈川県 湘南医療福祉専門学校 医療専門課程アスレティックトレーナー科Ⅰ部
2,895 神奈川県 湘南医療福祉専門学校 医療専門課程東洋療法科
2,896 神奈川県 湘南医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科Ⅰ部
2,897 神奈川県 湘南医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科Ⅱ部
2,898 神奈川県 湘南オートモビル・ビジネス専門学校 工業専門課程自動車整備科
2,899 神奈川県 湘南オートモビル・ビジネス専門学校 工業専門課程自動車ビジネス科
2,900 神奈川県 湘南看護専門学校 医療専門課程看護学科
2,901 神奈川県 湘南歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
2,902 神奈川県 湘南平塚看護専門学校 医療専門課程看護学科
2,903 神奈川県 情報科学専門学校 工業専門課程情報処理科昼間部
2,904 神奈川県 情報科学専門学校 工業専門課程総合マルチメディア科
2,905 神奈川県 情報科学専門学校 工業専門課程ネットワークシステム科
2,906 神奈川県 情報科学専門学校 商業実務専門課程コンピュータ会計科
2,907 神奈川県 情報科学専門学校 商業実務専門課程情報流通ビジネス科
2,908 神奈川県 情報科学専門学校 商業実務専門課程ビジネス秘書科
2,909 神奈川県 情報科学専門学校新横浜校 工業専門課程コンピュータグラフィックス科
2,910 神奈川県 情報科学専門学校新横浜校 工業専門課程情報工学科
2,911 神奈川県 情報科学専門学校新横浜校 工業専門課程情報処理科
2,912 神奈川県 情報科学専門学校新横浜校 商業実務専門課程医療情報秘書科
2,913 神奈川県 情報科学専門学校新横浜校 商業実務専門課程経営情報システム科
2,914 神奈川県 情報科学専門学校新横浜校 商業実務専門課程総合ビジネス科
2,915 神奈川県 昭和音楽芸術学院 文化教養専門課程バレエ科
2,916 神奈川県 昭和音楽芸術学院 文化教養専門課程舞台芸術科
2,917 神奈川県 昭和音楽芸術学院 文化教養専門課程ミュージカル科（３年制）
2,918 神奈川県 聖マリアンナ医科大学看護専門学校 医療専門課程看護学科
2,919 神奈川県 積善会看護専門学校 医療専門課程看護学科
2,920 神奈川県 専門学校小田原ファッションアカデミー 服飾・家政専門課程ファッションビジネス科
2,921 神奈川県 専門学校新横浜歯科衛生士学院 医療専門課程歯科衛生士科
2,922 神奈川県 専門学校横浜外語ビジネスアカデミー 商業実務専門課程医療ビジネス本科
2,923 神奈川県 専門学校横浜外語ビジネスアカデミー 商業実務専門課程法律・ビジネス本科
2,924 神奈川県 専門学校横浜外語ビジネスアカデミー 商業実務専門課程マルチメディア・ビジネス本科
2,925 神奈川県 専門学校横浜外語ビジネスアカデミー 商業実務専門課程旅行観光本科昼間部
2,926 神奈川県 専門学校横浜外語ビジネスアカデミー 文化・教養専門課程英会話本科
2,927 神奈川県 専門学校横浜電算学院 工業専門課程高度情報システム科
2,928 神奈川県 専門学校横浜電算学院 商業実務専門課程マルチメディアソフト科
2,929 神奈川県 専門学校横浜電算学院 商業実務専門課程マルチメディアビジネス科
2,930 神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程ＣＤプロデュース本科
2,931 神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程ゲーム・クリエーター本科
2,932 神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程情報処理ＳＥ本科
2,933 神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程情報処理ネットワーク本科
2,934 神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程情報処理本科
2,935 神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程マルチメディアＣＧ本科
2,936 神奈川県 高津看護専門学校 医療専門課程看護学科
2,937 神奈川県 茅ヶ崎看護福祉専門学校 医療専門課程看護学科
2,938 神奈川県 茅ヶ崎看護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
2,939 神奈川県 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 医療専門課程言語聴覚学科
2,940 神奈川県 茅ヶ崎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
2,941 神奈川県 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 医療専門課程理学療法学科
2,942 神奈川県 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科
2,943 神奈川県 鶴見編物専門学校 服飾・家政専門課程ニットファッション科
2,944 神奈川県 東京綜合写真専門学校 文化教養専門課程写真芸術第１学科
2,945 神奈川県 日産メカニック・ビジネス専門学校 工業専門課程自動車整備科
2,946 神奈川県 日産メカニック・ビジネス専門学校 工業専門課程自動車ビジネス科
2,947 神奈川県 日本映画学校 文化教養専門課程映像科
2,948 神奈川県 日本映画学校 文化教養専門課程俳優科
2,949 神奈川県 日本ガーデンデザイン専門学校 農業専門課程ガーデンデザイン科
2,950 神奈川県 日本ガーデンデザイン専門学校 農業専門課程ガーデンビジネス科
2,951 神奈川県 日本観光専門学校 商業実務専門課程観光科
2,952 神奈川県 日本観光専門学校 商業実務専門課程観光ホテル学科
2,953 神奈川県 日本ヒューマンライフセレモニー専門学校 商業実務専門課程ライフセレモニー学科
2,954 神奈川県 日本メディカルセクレタリー専門学校 商業実務専門課程医療秘書科
2,955 神奈川県 日本溶接構造専門学校 工業専門課程鋼構造工学科
2,956 神奈川県 日本溶接構造専門学校 工業専門課程構造工学科
2,957 神奈川県 日本溶接構造専門学校 工業専門課程鉄骨情報工学科
2,958 神奈川県 早見芸術学園専門学校 衛生専門課程美容学科
2,959 神奈川県 聖ヶ丘教育福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉士養成科
2,960 神奈川県 聖ヶ丘教育福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程幼稚園教員・保育士養成科（第一部）
2,961 神奈川県 聖ヶ丘教育福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程幼稚園教員・保育士養成科（第二部）
2,962 神奈川県 聖ヶ丘教育福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程幼稚園教員養成科
2,963 神奈川県 聖ヶ丘教育福祉専門学校 保育士養成科（第一部）
2,964 神奈川県 藤沢市立看護専門学校 医療専門課程看護学科
2,965 神奈川県 矢沢和裁専門学校 服飾・家政専門課程和裁士専門本科
2,966 神奈川県 山本文化服装学院 服飾家政専門課程服装専門学科
2,967 神奈川県 横須賀共済病院看護専門学校 医療専門課程看護学科
2,968 神奈川県 横須賀市医師会看護専門学校 医療専門課程看護学科
2,969 神奈川県 横浜ｆカレッジ 衛生専門課程ビューティースタイリスト科
2,970 神奈川県 横浜ｆカレッジ 服飾・家政専門課程ファッション技術科



都道府県 専　修　学　校　名 課　　　程　　　名

34

2,971 神奈川県 横浜ｆカレッジ 服飾・家政専門課程ファッションデザイン科
2,972 神奈川県 横浜ｆカレッジ 服飾・家政専門課程ファッションビジネス科
2,973 神奈川県 横浜ｆカレッジ 服飾・家政専門課程ファッションメディア科
2,974 神奈川県 横浜ｆカレッジ 服飾・家政専門課程ブライダル科
2,975 神奈川県 横浜ＹＭＣＡ学院専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科
2,976 神奈川県 横浜ＹＭＣＡ学院専門学校 文化・教養専門課程国際コミュニケーション科
2,977 神奈川県 横浜医療秘書歯科助手専門学校 商業実務専門課程医療秘書科
2,978 神奈川県 横浜栄養専門学校 衛生専門課程栄養士学科
2,979 神奈川県 横浜経理専門学校 商業実務専門課程ＯＡセクレタリー専攻科
2,980 神奈川県 横浜経理専門学校 商業実務専門課程税理士専攻科
2,981 神奈川県 横浜経理専門学校 商業実務専門課程マネジメント専攻科
2,982 神奈川県 横浜高等教育専門学校 教育・社会福祉専門課程児童科初等課程
2,983 神奈川県 横浜高等教育専門学校 教育・社会福祉専門課程児童科保育課程
2,984 神奈川県 横浜高等教育専門学校 教育・社会福祉専門課程養護科
2,985 神奈川県 横浜国際福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程児童福祉学科Ⅰ部
2,986 神奈川県 横浜国際福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程児童福祉学科Ⅱ部
2,987 神奈川県 横浜国際福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科Ⅱ部
2,988 神奈川県 横浜国際福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程老人福祉学科Ⅱ部
2,989 神奈川県 横浜国際福祉専門学校 教育社会福祉専門課程社会福祉学科Ⅰ部
2,990 神奈川県 横浜国際福祉専門学校 教育社会福祉専門課程老人福祉学科Ⅰ部
2,991 神奈川県 横浜市医師会看護専門学校 医療専門課程看護学科
2,992 神奈川県 横浜市医師会保土谷看護専門学校 医療専門課程第一看護学科
2,993 神奈川県 横浜市医師会保土谷看護専門学校 医療専門課程第二看護学科
2,994 神奈川県 横浜歯科技術専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
2,995 神奈川県 横浜歯科技術専門学校 医療専門課程歯科技工士科
2,996 神奈川県 横浜市病院協会看護専門学校 医療専門課程看護学科
2,997 神奈川県 横浜赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科
2,998 神奈川県 横浜デザイン学院 服飾家政専門課程ファッションデザイン科
2,999 神奈川県 横浜デザイン学院 服飾家政専門課程洋裁学科昼間部
3,000 神奈川県 横浜デザイン学院 文化教養専門課程情報メディア科
3,001 神奈川県 横浜デザイン学院 文化教養専門課程デジタルデザイン科
3,002 神奈川県 横浜デザイン学院 文化教養専門課程ビジュアルデザイン科
3,003 神奈川県 横浜デジタルアーツ専門学校 文化・教養専門課程環境デザイン科
3,004 神奈川県 横浜デジタルアーツ専門学校 文化・教養専門課程グラフィックデザイン科
3,005 神奈川県 横浜デジタルアーツ専門学校 文化・教養専門課程ジュエリーデザイン科
3,006 神奈川県 横浜デジタルアーツ専門学校 文化・教養専門課程マルチメディアスペシャリスト科
3,007 神奈川県 横浜デジタルアーツ専門学校 文化・教養専門課程マルチメディアデザイン科
3,008 神奈川県 横浜デジタルアーツ専門学校 文化・教養専門課程ミュージックデザイン科
3,009 神奈川県 横浜日建工科専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ設計科
3,010 神奈川県 横浜ファッションデザイン専門学校 服飾・家政専門課程生活デザイン科
3,011 神奈川県 横浜ファッションデザイン専門学校 服飾・家政専門課程ファッションクリエイティブ科昼間部
3,012 神奈川県 横浜ファッションデザイン専門学校 服飾・家政専門課程ファッションクリエイティブ科夜間部
3,013 神奈川県 横浜ファッションデザイン専門学校 服飾・家政専門課程ファッションビジネス科
3,014 神奈川県 横浜文化服装学院 服飾家政専門課程ファッションクリエイター科
3,015 神奈川県 横浜簿記テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程経営情報科４年制
3,016 神奈川県 横浜簿記テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程ショップビジネス科
3,017 神奈川県 横浜簿記テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程経理本科２年制昼間部
3,018 神奈川県 横浜簿記テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程経理本科２年制夜間部
3,019 神奈川県 横浜簿記テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科
3,020 神奈川県 横浜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
3,021 神奈川県 横浜リハビリテーション専門学校 医療専門課程理学療法学科
3,022 神奈川県 横浜理容美容専門学校 衛生専門課程美容科
3,023 神奈川県 横浜理容美容専門学校 衛生専門課程理容科
3,024 神奈川県 米山ファッション・ビジネス専門学校 服飾・家政専門課程ファッション・ビジネス科昼間部
3,025 神奈川県 米山ファッション・ビジネス専門学校 服飾・家政専門課程ファッション技術科昼間部
3,026 神奈川県 労働福祉事業団関東労災看護専門学校 医療専門課程看護科
3,027 神奈川県 労働福祉事業団横浜労災看護専門学校 医療専門課程看護学科
3,028 新潟県 ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ 文化・教養専門課程サッカー専攻科
3,029 新潟県 アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程インストラクター専門科（３年制）
3,030 新潟県 アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程健康福祉学科
3,031 新潟県 アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程スポーツトレーナー科
3,032 新潟県 アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程スポーツビジネス科
3,033 新潟県 アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程リゾートスポーツ科
3,034 新潟県 大原簿記専門学校新潟校 商業実務専門課程会計士科４年制
3,035 新潟県 大原簿記専門学校新潟校 商業実務専門課程経理本科２年制
3,036 新潟県 大原簿記法律専門学校新潟校 商業実務専門課程税理士科
3,037 新潟県 大原簿記法律専門学校新潟校 文化教養専門課程法律科
3,038 新潟県 柏崎情報開発学院 工業専門課程情報ビジネス科
3,039 新潟県 柏崎情報開発学院 商業実務専門課程キャリアビジネス科
3,040 新潟県 亀田渡辺文化服装専門学校 専門課程服装科昼間部
3,041 新潟県 北里大学保健衛生専門学院 医療専門課程臨床検査技師養成科
3,042 新潟県 北里大学保健衛生専門学院 栄養専門課程栄養科
3,043 新潟県 北里大学保健衛生専門学院 看護専門課程看護科
3,044 新潟県 キャリアテクニカ環境情報専門学校 工業専門課程環境住宅園芸科
3,045 新潟県 キャリアテクニカ環境情報専門学校 工業専門課程ネイチャーフィールド科
3,046 新潟県 キャリアテクニカ環境情報専門学校 商業実務専門課程ビジネス公務員科
3,047 新潟県 キャリアテクニカ環境情報専門学校 商業実務専門課程マルチ情報ビジネス科
3,048 新潟県 五泉服装専門学校 専門課程服装科昼間部
3,049 新潟県 五泉服装専門学校 専門課程服装科夜間部
3,050 新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程国際エアライン科
3,051 新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程国際コミュニケーション科
3,052 新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程国際スペシャリスト科
3,053 新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程国際トラベル科
3,054 新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程国際ホテル科
3,055 新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程日本語科（２年制）
3,056 新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程保育士・幼稚園教諭併修科
3,057 新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程国際ビジネス科
3,058 新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程音楽企画制作学科
3,059 新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程音楽・照明・舞台学科
3,060 新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程総合音楽学科
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3,061 新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程総合総合学科
3,062 新潟県 国際ビューティモード専門学校 衛生専門課程ビューティービジネス学科
3,063 新潟県 国際ビューティモード専門学校 衛生専門課程美容学科（昼間課程）
3,064 新潟県 国際福祉医療カレッジ 教育・社会福祉専門課程医療秘書学科
3,065 新潟県 国際福祉医療カレッジ 教育・社会福祉専門課程医療福祉学科
3,066 新潟県 国際福祉医療カレッジ 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
3,067 新潟県 国際福祉医療カレッジ 教育・社会福祉専門課程生活福祉学科
3,068 新潟県 国際福祉医療カレッジ 教育・社会福祉専門課程保育福祉学科
3,069 新潟県 国際ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程アニマルセラピー・コーディネーター学科
3,070 新潟県 国際ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程海洋生物・ネイチャーアクアリウム学科
3,071 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士学科
3,072 新潟県 国際ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程動物管理学科
3,073 新潟県 国立療養所犀潟病院附属リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科
3,074 新潟県 国立療養所犀潟病院附属リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科
3,075 新潟県 国立療養所新潟病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
3,076 新潟県 サザン・イリノイ・ユニバーシティ新潟校 文化教養専門課程国際ビジネス学科
3,077 新潟県 三条服装専門学校 専門課程服装科昼間部
3,078 新潟県 三条服装専門学校 専門課程服装科夜間部
3,079 新潟県 歯友会歯科技術専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
3,080 新潟県 歯友会歯科技術専門学校 医療専門課程歯科技工士科
3,081 新潟県 上越情報ビジネス専門学校 工業専門課程住環境デザイン科
3,082 新潟県 上越情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム科
3,083 新潟県 上越情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療・福祉ビジネス科
3,084 新潟県 上越情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科
3,085 新潟県 上越情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程デジタルビジネス科
3,086 新潟県 上越服装専門学校 専門課程服装科
3,087 新潟県 上越保健医療福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉科
3,088 新潟県 白根技芸専門学校 専門課程服装科（昼間部）
3,089 新潟県 晴陵リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科
3,090 新潟県 晴陵リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科
3,091 新潟県 晴麗看護学校 医療専門課程看護学科
3,092 新潟県 全日本ウインタースポーツ専門学校 文化・教養専門課程スキー専攻科
3,093 新潟県 全日本ウインタースポーツ専門学校 文化・教養専門課程スタイリッシュスポーツコーディネート科
3,094 新潟県 全日本ウインタースポーツ専門学校 文化・教養専門課程スノーボード専攻科
3,095 新潟県 全日本ウインタースポーツ専門学校 文化・教養専門課程スノーボードビジネス科
3,096 新潟県 十日町服飾専門学校 専門課程きもの科昼間部
3,097 新潟県 十日町服飾専門学校 専門課程きもの科夜間部
3,098 新潟県 十日町服飾専門学校 専門課程ファッションデザイン科昼間部
3,099 新潟県 十日町服飾専門学校 専門課程ファッションデザイン科夜間部
3,100 新潟県 長岡看護福祉専門学校 看護専門課程看護学科
3,101 新潟県 長岡看護福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉科
3,102 新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 教育・社会福祉専門課程医療福祉科
3,103 新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 教育・社会福祉専門課程総合福祉科
3,104 新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 教育・社会福祉専門課程ホームヘルパー科
3,105 新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 工業専門課程情報工学科
3,106 新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 工業専門課程情報システム科
3,107 新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 工業専門課程マルチメディア科
3,108 新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 商業実務専門課程情報ビジネス科
3,109 新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 商業実務専門課程ビジネス公務員科
3,110 新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム科
3,111 新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報ビジネス科
3,112 新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程マルチメディア科（３年制）
3,113 新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程マルチメディアビジネス科
3,114 新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＯＡビジネス科
3,115 新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書科
3,116 新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス科
3,117 新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理ビジネス科
3,118 新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス公務員科
3,119 新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチビジネス科
3,120 新潟県 長岡スクールオブビジネス 商業実務専門課程医療秘書科
3,121 新潟県 長岡スクールオブビジネス 商業実務専門課程ビジネス科
3,122 新潟県 長岡赤十字看護専門学校 専門課程看護学科・３年課程
3,123 新潟県 長岡美容専門学校 衛生専門課程美容師科
3,124 新潟県 新潟医療技術専門学校 医療専門課程救急救命士科
3,125 新潟県 新潟医療技術専門学校 医療専門課程視能訓練士科
3,126 新潟県 新潟医療技術専門学校 医療専門課程臨床検査技師科
3,127 新潟県 新潟医療テクノロジー専門学校 医療専門課程医療管理学科
3,128 新潟県 新潟医療テクノロジー専門学校 医療専門課程医療福祉工学科
3,129 新潟県 新潟医療テクノロジー専門学校 医療専門課程臨床工学技士科
3,130 新潟県 新潟英語専門学校 専門課程総合英語学科
3,131 新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス学科
3,132 新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程会計ビジネス学科
3,133 新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営情報学科
3,134 新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理学科
3,135 新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報コミュニケーション学科
3,136 新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程心理コミュニケーション学科
3,137 新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程税理士学科
3,138 新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程税理士学科（２年）
3,139 新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程福祉ビジネス学科
3,140 新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程サービスプロデュース学科
3,141 新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジュアル・クリエイティブ学科
3,142 新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程ライフマーケット学科
3,143 新潟県 新潟県厚生連佐渡看護専門学校 医療専門課程看護学科
3,144 新潟県 新潟県厚生連中央看護専門学校 医療専門課程看護第一学科
3,145 新潟県 新潟県立加茂病院附属看護専門学校 専門課程看護科
3,146 新潟県 新潟県立新発田病院附属看護専門学校 専門課程看護科
3,147 新潟県 新潟県立吉田病院附属看護専門学校 専門課程看護科
3,148 新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程インテリアプラニング科
3,149 新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程環境科学工学科
3,150 新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程環境造園設計科
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3,151 新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程機械システム設計科
3,152 新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ設計科
3,153 新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程建築工学科
3,154 新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程建築設計科
3,155 新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程建築設備設計科
3,156 新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程自動車工学科
3,157 新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程車体工学科
3,158 新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程総合建築工学科
3,159 新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程総合土木工学科
3,160 新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程測量工学科
3,161 新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程測量土木設計科
3,162 新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程電気電子工学科
3,163 新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程土木工学科
3,164 新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程バイオテクノロジー科
3,165 新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程モータースポーツ科
3,166 新潟県 新潟高度情報処理技術学院 工業専門課程高度情報処理科
3,167 新潟県 新潟高度情報処理技術学院 工業専門課程情報コミュニケーション科
3,168 新潟県 新潟高度情報処理技術学院 工業専門課程情報システム科
3,169 新潟県 新潟高度情報処理技術学院 工業専門課程デジタルクリエーティブ科
3,170 新潟県 新潟高度情報処理技術学院 工業専門課程デジタルビジネス科
3,171 新潟県 新潟公務員法律専門学校 商業実務専門課程法律ビジネス学科
3,172 新潟県 新潟公務員法律専門学校 文化教養専門課程公務員学科
3,173 新潟県 新潟公務員法律専門学校 文化教養専門課程大学併修法律学科
3,174 新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ＣＧシステム科
3,175 新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程インターネットシステム科
3,176 新潟県 新 潟 コ ン ピ ュ ー タ 専 門 学 校 工業専門課程ゲームシステム科
3,177 新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ゲームソフト科
3,178 新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程情報システム科
3,179 新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程情報ビジネス科
3,180 新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程大学併修科
3,181 新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程通信コミュニケーション科
3,182 新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ロボットエンジニア科
3,183 新潟県 新潟コンピュータ専門学校 専門課程コンピュータグラフィックス科
3,184 新潟県 新潟コンピュータ専門学校 専門課程情報システム工学科
3,185 新潟県 新潟商経専門学校 専門課程経営経理科
3,186 新潟県 新潟情報専門学校 工業専門課程情報システム科
3,187 新潟県 新潟情報専門学校 工業専門課程情報システム研究科
3,188 新潟県 新潟情報専門学校 工業専門課程情報システム専門科
3,189 新潟県 新潟情報専門学校 工業専門課程情報ビジネス科
3,190 新潟県 新潟情報専門学校 工業専門課程マルチメディア科
3,191 新潟県 新潟情報専門学校 工業専門課程マルチメディア専門科
3,192 新潟県 新潟情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム科
3,193 新潟県 新潟情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム専門科
3,194 新潟県 新潟情報ビジネス専門学校 工業専門課程デジタルデザイン科
3,195 新潟県 新潟情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科
3,196 新潟県 新潟情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科
3,197 新潟県 新潟情報福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程医療福祉科
3,198 新潟県 新潟情報福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程総合福祉科
3,199 新潟県 新潟情報福祉カレッジ 工業専門課程マルチメディア科
3,200 新潟県 新潟情報福祉カレッジ 商業実務専門課程医療秘書科
3,201 新潟県 新潟市立看護専門学校 専門課程看護学科
3,202 新潟県 にいがた製菓・調理師専門学校えぷろん 製菓専門課程製菓技術科
3,203 新潟県 にいがた製菓・調理師専門学校えぷろん 調理専門課程調理技術科
3,204 新潟県 新潟大学歯学部附属歯科技工士学校 歯科技工専門課程歯科技工学科
3,205 新潟県 新潟中央福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉科
3,206 新潟県 新潟調理師専門学校 衛生専門課程調理ビジネス科
3,207 新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程イラストレーション科
3,208 新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程インダストリアルデザイン科
3,209 新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程インテリアデザイン科
3,210 新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程映像科
3,211 新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程グラフィックデザイン科
3,212 新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程建築デザイン科
3,213 新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程コンピュータグラフィックス科
3,214 新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程デジタルデザイン科
3,215 新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程トータルファッションデザイン科
3,216 新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程美術造形科
3,217 新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程マルチメディアデザイン科
3,218 新潟県 新潟日建工科専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ設計科
3,219 新潟県 新潟ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程国際福祉学科
3,220 新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療情報秘書学科
3,221 新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療福祉ビジネス学科
3,222 新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営情報ネットワーク学科
3,223 新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報デジタルビジネス学科
3,224 新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程大学併修経営学科
3,225 新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネスネットワーク学科
3,226 新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校 家政専門課程ファッションデザイン科
3,227 新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校 家政専門課程ファッションビジネス科
3,228 新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程クリエイティブソーイング科
3,229 新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程ショップビジネス科
3,230 新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程スタイリスト・コーディネイト科
3,231 新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程トータルビューティー科
3,232 新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程ファッションマーケット科
3,233 新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程フラワーコーディネート科
3,234 新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程メイクアップアーティスト科
3,235 新潟県 新潟福祉医療専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科
3,236 新潟県 新潟福祉医療専門学校 社会福祉専門課程福祉コミュニケーション学科
3,237 新潟県 新潟福祉医療専門学校 専門課程医療秘書情報学科
3,238 新潟県 新潟福祉医療専門学校 専門課程社会福祉学科
3,239 新潟県 新潟リハビリテーション専門学校 医療専門課程言語聴覚学科
3,240 新潟県 新潟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
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3,241 新潟県 新潟リハビリテーション専門学校 医療専門課程理学療法学科
3,242 新潟県 新潟理容美容専門学校 衛生専門課程美容科
3,243 新潟県 新潟理容美容専門学校 衛生専門課程理容科
3,244 新潟県 新堀芸術学院 専門課程本科
3,245 新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程アニメーター科
3,246 新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程キャラクターデザイン科
3,247 新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程ゲームクリエイター科
3,248 新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程声優アクターズ科
3,249 新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程デジタルアニメーション科
3,250 新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程デジタル映像科
3,251 新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程マンガクリエイト科
3,252 新潟県 北陸調理・製菓専門学校 専門課程調理専攻学科（２年制）
3,253 新潟県 北陸福祉保育専門学院 教育・福祉専門課程介護福祉学科
3,254 新潟県 悠久山栄養調理専門学校 栄養専門課程栄養士科
3,255 新潟県 悠久山栄養調理専門学校 調理専門課程調理専攻科
3,256 富山県 厚生連高岡看護専門学校 医療専門課程看護科
3,257 富山県 国立療養所富山病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
3,258 富山県 専門学校富山国際職藝学院 環境職藝専門課程環境職藝科
3,259 富山県 専門学校富山国際職藝学院 建築職藝専門課程建築職藝科
3,260 富山県 高岡経理専門学校 商業実務専門課程経理科昼間部
3,261 富山県 高岡経理専門学校 商業実務専門課程経理科夜間部
3,262 富山県 高岡市医師会看護専門学校 医療専門課程看護学科
3,263 富山県 高岡市立看護専門学校 看護専門課程第１看護学科
3,264 富山県 高岡市立看護専門学校 看護専門課程第２看護学科
3,265 富山県 高岡第一学園幼稚園教諭・保育士養成所 教育社会福祉専門課程幼児教育科
3,266 富山県 高橋家政専門学校 服飾家政専門課程洋裁科
3,267 富山県 高橋家政専門学校 服飾家政専門課程和裁科
3,268 富山県 富山医療福祉専門学校 医療専門課程作業療法学科
3,269 富山県 富山医療福祉専門学校 医療専門課程理学療法学科
3,270 富山県 富山医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科
3,271 富山県 富山大原簿記法律専門学校 商業実務専門課程情報経理学科
3,272 富山県 富山大原簿記法律専門学校 商業実務専門課程ビジネス税理士学科
3,273 富山県 富山大原簿記法律専門学校 商業実務専門課程法務行政学科
3,274 富山県 富山健康科学専門学校 健康科学専門課程健康ビジネス学科
3,275 富山県 富山健康科学専門学校 健康科学専門課程スポーツ科学学科
3,276 富山県 富山建築・デザイン専門学校 工業専門課程建築学科
3,277 富山県 富山建築・デザイン専門学校 文化・教養専門課程デザイン学科
3,278 富山県 富山県立総合衛生学院 看護師専門課程第一看護学科
3,279 富山県 富山県立総合衛生学院 看護師専門課程第二看護学科
3,280 富山県 富山県立保育専門学院 教育・社会福祉専門課程保育学科
3,281 富山県 富山県理容美容専門学校 衛生専門課程美容科
3,282 富山県 富山県理容美容専門学校 衛生専門課程理容科
3,283 富山県 富山コンピュータ専門学校 工業専門課程情報処理学科
3,284 富山県 富山コンピュータ専門学校 工業専門課程マルチメディアシステム学科
3,285 富山県 富山コンピュータ専門学校 商業実務専門課程経営情報学科
3,286 富山県 富山市医師会看護専門学校 専門課程看護学科
3,287 富山県 富山歯科総合学院 医療専門課程歯科衛生士科
3,288 富山県 富山歯科総合学院 医療専門課程歯科技工士科
3,289 富山県 富山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療事務学科
3,290 富山県 富山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際観光学科
3,291 富山県 富山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報システム学科
3,292 富山県 富山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科
3,293 富山県 富山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程デジタルメディア学科
3,294 富山県 富山情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程英語学科
3,295 富山県 富山市立看護専門学校 専門課程看護学科
3,296 富山県 富山市立市民学園・富山外国語専門学校 専門課程実務英語科
3,297 富山県 富山赤十字看護専門学校 専門課程看護学科
3,298 富山県 富山デザイン専門学校 服飾・家政専門課程ファッション学科
3,299 富山県 富山デザイン専門学校 文化・教養専門課程グラフィック・インテリア学科
3,300 富山県 富山ファッション・カレッジ 専門課程アパレルビジネス科
3,301 富山県 富山ファッション・カレッジ 専門課程きもの科
3,302 富山県 富山ファッション・カレッジ 専門課程ファッションデザイン科
3,303 富山県 北陸工業専門学校 工業専門課程建築造形学科
3,304 富山県 北陸工業専門学校 工業専門課程システム情報学科
3,305 富山県 北陸工業専門学校 工業専門課程情報測量設計学科
3,306 富山県 北陸ビジネス福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
3,307 富山県 北陸ビジネス福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科
3,308 富山県 北陸ビジネス福祉専門学校 商業実務専門課程経営情報学科
3,309 富山県 北陸ビジネス福祉専門学校 商業実務専門課程マルチメディア学科
3,310 富山県 安川専門学校ロイモード学院 専門課程ファッション・クリエート科
3,311 富山県 安川専門学校ロイモード学院 専門課程ファッション・ビジネス科
3,312 石川県 アリス外語学院 専門課程英・米語学科（２年課程）
3,313 石川県 アリス外語学院 専門課程ヨーロッパ言語学科
3,314 石川県 石川経営専門学校 商業専門課程経営実務科昼間部
3,315 石川県 石川県歯科衛生士専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士科
3,316 石川県 石川県歯科技工士専門学校 歯科技工専門課程歯科技工士科
3,317 石川県 石川県立金沢女子専門学校 衛生専門課程栄養科
3,318 石川県 石川県立総合看護専門学校 専門課程第一看護学科
3,319 石川県 石川県立総合看護専門学校 専門課程第二看護学科
3,320 石川県 石川県立総合看護専門学校 専門課程第三看護学科
3,321 石川県 石川県立保育専門学園 専門課程第１部保育学科
3,322 石川県 石川県立保育専門学園 専門課程第２部保育学科
3,323 石川県 石川県理容美容専門学校 衛生専門課程美容科
3,324 石川県 石川県理容美容専門学校 衛生専門課程理容科
3,325 石川県 石川情報科学専門学校 工業専門課程システムエンジニアリング科
3,326 石川県 石川情報科学専門学校 工業専門課程システムコミュニケーション科
3,327 石川県 石川情報科学専門学校 工業専門課程ニューセクレタリ科
3,328 石川県 加賀山中看護専門学校 専門課程看護学科
3,329 石川県 金沢医科大学附属看護専門学校 看護専門課程看護学科
3,330 石川県 金沢医療福祉製菓専門学校 衛生専門課程製菓技術経営科
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3,331 石川県 金沢医療福祉製菓専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科
3,332 石川県 金沢医療福祉製菓専門学校 商業実務専門課程医療秘書情報科
3,333 石川県 金沢医療福祉製菓専門学校 商業実務専門課程介護保険秘書士科
3,334 石川県 金沢科学技術専門学校 工業専門課程映像イベント学科
3,335 石川県 金沢科学技術専門学校 工業専門課程経営情報工学科
3,336 石川県 金沢科学技術専門学校 工業専門課程建築学科
3,337 石川県 金沢科学技術専門学校 工業専門課程コンピュータ学科
3,338 石川県 金沢科学技術専門学校 工業専門課程自動車工学科
3,339 石川県 金沢科学技術専門学校 工業専門課程情報システム学科
3,340 石川県 金沢科学技術専門学校 工業専門課程デジタル・通信工学科
3,341 石川県 金沢科学技術専門学校 工業専門課程メディアクリエイト学科
3,342 石川県 金沢看護専門学校 専門課程看護学科
3,343 石川県 金沢国際専門学校 専門課程ＯＡビジネス科
3,344 石川県 金沢国際専門学校 専門課程国際トラベル科
3,345 石川県 金沢国際専門学校 専門課程国際ホテル科
3,346 石川県 金沢国際専門学校 専門課程情報処理科
3,347 石川県 金沢社会保険看護専門学校 医療専門課程看護学科
3,348 石川県 金沢情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程情報工学科
3,349 石川県 金沢情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程情報システム学科
3,350 石川県 金沢情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程情報システム工学科
3,351 石川県 金沢情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程マルチメディア学科
3,352 石川県 金沢情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程医療福祉秘書学科
3,353 石川県 金沢情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程経営ビジネス学科
3,354 石川県 金沢情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程ビジネスライセンス学科
3,355 石川県 金沢情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程ブライダルイベント学科
3,356 石川県 金沢情報ビジネス専門学校 文化・教養関係専門課程トータルビューティ学科
3,357 石川県 金沢総合科学専門学校 専門課程人間行動学科
3,358 石川県 金沢調理師専門学校 調理師専門課程調理師専攻科
3,359 石川県 金沢福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
3,360 石川県 金沢福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科
3,361 石川県 金沢福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育福祉学科
3,362 石川県 国際デザインカレッジ 文化教養専門課程インテリアデザイン科
3,363 石川県 国際デザインカレッジ 文化教養専門課程グラフィックデザイン科
3,364 石川県 国際デザインカレッジ 文化教養専門課程コンピュータグラフィックス科
3,365 石川県 国立金沢病院附属金沢看護学校 看護専門課程看護学科
3,366 石川県 国立山中病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
3,367 石川県 こまつ看護学校 専門課程第１看護学科
3,368 石川県 こまつ看護学校 専門課程第２看護学科
3,369 石川県 専修学校金沢国際デザイン研究所 文化・教養専門課程アパレルデザイン・プロ科
3,370 石川県 専修学校金沢国際デザイン研究所 文化・教養専門課程インテリア・建築デザイン科
3,371 石川県 専修学校金沢国際デザイン研究所 文化・教養専門課程エレクトロニックビジュアルデザイン科
3,372 石川県 専修学校金沢国際デザイン研究所 文化・教養専門課程コミュニケーションデザイン科
3,373 石川県 専修学校金沢国際デザイン研究所 文化・教養専門課程プロダクトデザイン科
3,374 石川県 専門学校ＥＳＳＥテクノカレッジ金沢 工業専門課程建築学科
3,375 石川県 専門学校ＥＳＳＥテクノカレッジ金沢 工業専門課程都市工学科
3,376 石川県 専門学校ＥＳＳＥテクノカレッジ金沢 商業実務専門課程ビジネス科
3,377 石川県 専門学校ＥＳＳＥテクノカレッジ金沢 文化教養専門課程デザイン科
3,378 石川県 専門学校金沢文化服装学院 服飾専門課程アパレル造形デザイン科
3,379 石川県 専門学校金沢文化服装学院 服飾専門課程ファッションビジネス科
3,380 石川県 専門学校金城ファッション・カレッジ 服飾専門課程ファッションビジネスクリエーション科
3,381 石川県 専門学校国際デザインカレッジ 文化教養専門課程モーショングラフィックス科
3,382 石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程ＯＡビジネス科
3,383 石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程医療介護保険事務科
3,384 石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程医療秘書科
3,385 石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程経営情報学科
3,386 石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程情報処理科
3,387 石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程総合ビジネス科
3,388 石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程デジタルクリエイト科
3,389 石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程ファッションビューティ科
3,390 石川県 七尾看護専門学校 看護専門課程第一看護学科
3,391 石川県 ファーストコンピューター専門学校 工業専門課程本科ＯＡビジネス科
3,392 石川県 ファーストコンピューター専門学校 工業専門課程本科情報システム科
3,393 石川県 北信越柔整専門学校 柔整専門課程昼間部柔整科
3,394 石川県 北信越柔整専門学校 柔整専門課程夜間部柔整科
3,395 石川県 北陸女子専門学校 家政専門課程服飾専門科（２年課程）
3,396 石川県 北陸デザイナー専門学校 文化教養専門課程インテリアコーディネーター科
3,397 石川県 北陸デザイナー専門学校 文化教養専門課程ビジネスデザイン科
3,398 石川県 北陸デザイナー専門学校 文化教養専門課程ビジュアルデザイン科
3,399 石川県 北陸デザイナー専門学校 文化教養専門課程ファッションデザイン科
3,400 石川県 北陸デザイナー専門学校 文化教養専門課程マルチメディア科
3,401 福井県 アイビー医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
3,402 福井県 アイビー医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉事務科
3,403 福井県 アイビー医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科
3,404 福井県 アイビーテクノカレッジ 工業関係専門課程建築工学科
3,405 福井県 アイビーテクノカレッジ 工業関係専門課程システム工学科
3,406 福井県 アイビーテクノカレッジ 商業実務関係専門課程情報総合研究科
3,407 福井県 アイビービジネスカレッジ 商業実務関係専門課程情報ビジネス科
3,408 福井県 青池医療福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉科
3,409 福井県 大原情報ビジネス専門学校　福井校 商業実務関係専門課程行政事務科
3,410 福井県 大原情報ビジネス専門学校　福井校 商業実務関係専門課程情報ビジネス科
3,411 福井県 大原情報ビジネス専門学校　福井校 商業実務関係専門課程税務会計科（２年課程）
3,412 福井県 公立若狭高等看護学院 看護専門課程看護学科
3,413 福井県 国際ウェルフェアメディカル専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科
3,414 福井県 専門学校ジャパンビジネススクール 専門課程イベントビジネス学科
3,415 福井県 専門学校ジャパンビジネススクール 専門課程医療秘書学科
3,416 福井県 専門学校ジャパンビジネススクール 専門課程国際観光学科
3,417 福井県 専門学校ジャパンビジネススクール 専門課程コンピュータビジネス学科
3,418 福井県 専門学校ジャパンビジネススクール 専門課程総合フリー学科
3,419 福井県 専門学校ジャパンビジネススクール 専門課程短大総合ビジネス学科
3,420 福井県 専門学校ジャパンビジネススクール 専門課程トップマネージメント学科
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3,421 福井県 専門学校ジャパンビジネススクール 専門課程法学商経学科
3,422 福井県 専門学校福井文化服装学院 ファッション専門課程きもの科
3,423 福井県 専門学校福井文化服装学院 ファッション専門課程ファッションデザイン科
3,424 福井県 専門学校福井文化服装学院 ファッション専門課程ファッションビジネス科
3,425 福井県 武生看護専門学校 専門課程看護学科
3,426 福井県 敦賀市立看護専門学校 看護専門課程看護学科
3,427 福井県 福井医療技術専門学校 医療専門課程言語聴覚学科
3,428 福井県 福井医療技術専門学校 医療専門課程作業療法学科
3,429 福井県 福井医療技術専門学校 医療専門課程第二看護学科
3,430 福井県 福井医療技術専門学校 医療専門課程理学療法学科
3,431 福井県 福井県立看護専門学校 専門課程第一看護学科
3,432 福井県 福井県理容美容専門学校 専門課程美容科
3,433 福井県 福井県理容美容専門学校 専門課程理容科
3,434 福井県 福井市医師会看護専門学校 看護専門２年課程第二看護学科
3,435 福井県 福井歯科専門学校 専門課程歯科衛生士科
3,436 福井県 福井歯科専門学校 専門課程歯科技工士科
3,437 福井県 福井女子専門学校 専門課程本科
3,438 福井県 福井赤十字看護専門学校 専門課程看護学科
3,439 福井県 福井デザイン専門学校 服飾・家政専門課程ファッション・デザイン科
3,440 山梨県 共立高等看護学院 専門課程看護学科
3,441 山梨県 甲府看護専門学校 医療専門課程看護学科
3,442 山梨県 甲府市立甲府商科専門学校 専門課程経営情報科
3,443 山梨県 甲府市立甲府商科専門学校 専門課程国際経済科
3,444 山梨県 生長の家養心女子学園 文化・教養専門課程文化・教養学科（２年コース）
3,445 山梨県 （専）日本航空大学校 専門課程航空工学科
3,446 山梨県 （専）日本航空大学校 専門課程操縦科
3,447 山梨県 専門学校甲府医療秘書学院 商業実務専門課程医療秘書科
3,448 山梨県 専門学校サンテクノカレッジ 工業専門課程ネットワークデザイン科
3,449 山梨県 専門学校サンテクノカレッジ 工業専門課程マルチメディア科
3,450 山梨県 専門学校サンテクノカレッジ 工業専門課程情報システム科
3,451 山梨県 中央商科専門学校 商業実務専門課程商業科（修業年限２年の課程に限る。）
3,452 山梨県 帝京医療福祉専門学校 医療専門課程作業療法科
3,453 山梨県 帝京医療福祉専門学校 医療専門課程理学療法科
3,454 山梨県 帝京医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
3,455 山梨県 帝京山梨看護専門学校 専門課程看護学科
3,456 山梨県 日本アーツオブビューティ専門学校 文化教養専門課程ナチュラルビューティ・アート科
3,457 山梨県 富士吉田市立看護専門学校 医療専門課程看護学科
3,458 山梨県 山梨県歯科衛生専門学校 医療専門課程歯科衛生士学科
3,459 山梨県 山梨県美容専門学校 専門課程美容科
3,460 山梨県 山梨県立宝石美術専門学校 専門課程宝飾デザイン学科
3,461 山梨県 山梨県立宝石美術専門学校 専門課程宝石・貴金属加工学科
3,462 山梨県 山梨県立宝石美術専門学校 専門課程宝石学科
3,463 山梨県 山梨情報科学専門学校 商業実務専門課程経営情報科
3,464 山梨県 山梨情報科学専門学校 商業実務専門課程情報処理科
3,465 山梨県 山梨理容専門学校 衛生専門課程理容科
3,466 長野県 飯田コンピュータ専門学校 工業専門課程情報・マルチメディア学科
3,467 長野県 飯田ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス総合科
3,468 長野県 伊那ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理学科
3,469 長野県 上田情報ビジネス専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ科
3,470 長野県 上田情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報処理科
3,471 長野県 上田情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理科
3,472 長野県 上田情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程税理士科
3,473 長野県 臼田経理専門学校 工業専門課程情報システム科
3,474 長野県 臼田経理専門学校 商業実務専門課程情報経理科
3,475 長野県 ウララ服飾専門学校 服飾家政専門課程洋裁学科
3,476 長野県 エプソン情報科学専門学校 工業分野専門課程情報経理ビジネス科
3,477 長野県 エプソン情報科学専門学校 工業分野専門課程情報システム科
3,478 長野県 エプソン情報科学専門学校 工業分野専門課程情報電子工学科
3,479 長野県 岡学園　長野ファッションカレッジ 服飾・家政専門課程ファッション・昼間部・総合ライフデザイン科
3,480 長野県 岡学園長野ファッションカレッジ 服飾・家政専門課程ファッションクリエーター科
3,481 長野県 学校法人長野県理容美容学園　長野理容美容専門学校 昼間課程美容科
3,482 長野県 学校法人長野県理容美容学園　長野理容美容専門学校 昼間課程理容科
3,483 長野県 学校法人長野県理容美容学園　松本理容美容専門学校 昼間課程美容科
3,484 長野県 学校法人長野県理容美容学園　松本理容美容専門学校 昼間課程理容科
3,485 長野県 国際コンピュータビジネス専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ学科
3,486 長野県 国際コンピュータビジネス専門学校 工業専門課程情報システム学科
3,487 長野県 国際コンピュータビジネス専門学校 工業専門課程マルチメディア学科
3,488 長野県 国際コンピュータビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科
3,489 長野県 国際コンピュータビジネス専門学校 商業実務専門課程観光学科
3,490 長野県 国際コンピュータビジネス専門学校 商業実務専門課程経理学科
3,491 長野県 国際情報専門学校長野平青学園 工業専門課程情報システム科
3,492 長野県 国際情報専門学校長野平青学園 商業実務専門課程経営情報科
3,493 長野県 国際情報専門学校長野平青学園 商業実務専門課程国際ビジネス科
3,494 長野県 国際福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
3,495 長野県 国立長野病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
3,496 長野県 国立松本病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
3,497 長野県 信越情報専門学校　２１ルネサンス学院 工業専門課程情報技術学科
3,498 長野県 信越情報専門学校　２１ルネサンス学院 商業実務専門課程情報ビジネス学科
3,499 長野県 信州情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報処理学科
3,500 長野県 信州情報ビジネス専門学校 商業専門課程ＯＡ秘書学科
3,501 長野県 信州情報ビジネス専門学校 商業専門課程情報経営学科
3,502 長野県 諏訪赤十字看護専門学校 専門課程看護学科
3,503 長野県 専修学校国際スズキ・メソード音楽院 文化教養専門課程器楽科
3,504 長野県 専門学校アースビジネスカレッジ 工業専門課程環境ビジネス学科
3,505 長野県 豊野女子専門学校 専門課程被服学科
3,506 長野県 長野医療衛生専門学校 医療専門課程歯科衛生士学科
3,507 長野県 長野カレッジオブキャリア 衛生専門課程美容芸術科
3,508 長野県 長野カレッジオブキャリア 工業専門課程自動車整備科
3,509 長野県 長野カレッジオブキャリア 工業専門課程情報科
3,510 長野県 長野カレッジオブキャリア 商業実務専門課程経理科
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3,511 長野県 長野カレッジオブキャリア 文化教養専門課程教養科
3,512 長野県 長野県木曽看護専門学校 医療専門課程看護学科
3,513 長野県 長野県公衆衛生専門学校 医療専門課程歯科衛生士学科
3,514 長野県 長野県公衆衛生専門学校伊那校 医療専門課程歯科衛生士学科
3,515 長野県 長野県須坂看護専門学校 医療専門課程看護学科
3,516 長野県 長野県福祉大学校 教育・社会福祉専門課程保育学科
3,517 長野県 長野県林業大学校 林業専門課程林学科
3,518 長野県 長野社会福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
3,519 長野県 長野赤十字看護専門学校 専門課程看護学科
3,520 長野県 長野調理製菓専門学校 衛生専門課程調理技術教育学科
3,521 長野県 長野ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理科
3,522 長野県 長野美術専門学校 文化教養専門課程造形学科
3,523 長野県 長野法律専門学校 文化教養専門課程法学科
3,524 長野県 日本スポーツ科学専門学校 文化教養専門課程スポーツ学科
3,525 長野県 日本スポーツ科学専門学校 文化教養専門課程スポーツビジネス学科
3,526 長野県 文化女子大学長野専門学校 教育・社会福祉専門課程健康福祉学科
3,527 長野県 文化女子大学長野専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科
3,528 長野県 文化女子大学長野専門学校 文化・教養専門課程国際教養科
3,529 長野県 松本衣デザイン専門学校 服飾・家政専門課程ファッション・テクニカル科
3,530 長野県 松本衣デザイン専門学校 服飾・家政専門課程ファッション・ビジネス科
3,531 長野県 松本歯科大学衛生学院 医療専門課程歯科衛生士科
3,532 長野県 松本歯科大学衛生学院 医療専門課程歯科技工士科
3,533 長野県 松本調理師製菓師専門学校 衛生専門課程調理技術学科
3,534 長野県 丸の内ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス科
3,535 長野県 八ヶ岳中央農業実践大学校 農業専門課程専修科
3,536 岐阜県 ＪＡ岐阜厚生連看護専門学校 医療専門課程看護学科
3,537 岐阜県 朝日大学歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士学科
3,538 岐阜県 あじさい看護福祉専門学校 医療専門課程看護学科
3,539 岐阜県 アダチ洋裁専門学校 専門課程洋裁科
3,540 岐阜県 アンファッションカレッジ 専門課程ファッション造形科
3,541 岐阜県 飯原服装専門学校 専門課程服飾科
3,542 岐阜県 石木編物専門学校 専門課程編物学科
3,543 岐阜県 大垣文化総合専門学校 服装専門課程服装科
3,544 岐阜県 大垣文化総合専門学校 服装専門課程洋裁科
3,545 岐阜県 学校法人豊田学園医療福祉専門学校 医療専門課程看護学科
3,546 岐阜県 学校法人豊田学園医療福祉専門学校 医療専門課程リハビリテーション学科作業療法士科
3,547 岐阜県 学校法人豊田学園医療福祉専門学校 医療専門課程リハビリテーション学科理学療法士科
3,548 岐阜県 学校法人豊田学園医療福祉専門学校 社会福祉専門課程第一介護福祉学科
3,549 岐阜県 学校法人豊田学園医療福祉専門学校 社会福祉専門課程第二介護福祉学科
3,550 岐阜県 岐阜県立衛生専門学校 専門課程歯科衛生学科
3,551 岐阜県 岐阜県立衛生専門学校 専門課程歯科技工学科
3,552 岐阜県 岐阜県立衛生専門学校 専門課程第一看護学科
3,553 岐阜県 岐阜県立衛生専門学校 専門課程第二看護学科
3,554 岐阜県 岐阜県立大垣看護専門学校 看護専門課程看護学科
3,555 岐阜県 岐阜県立下呂看護専門学校 看護専門課程看護学科
3,556 岐阜県 岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー 情報系専門課程マルチメディア・スタジオ科
3,557 岐阜県 岐阜県立森林文化アカデミー 森林文化系専門課程森と木のエンジニア科
3,558 岐阜県 岐阜県立森林文化アカデミー 森林文化系専門課程森と木のクリエーター科
3,559 岐阜県 岐阜県立多治見看護専門学校 看護専門課程看護学科
3,560 岐阜県 岐阜歯科衛生専門学校 専門課程歯科衛生士科
3,561 岐阜県 岐阜商科専門学校 商業実務専門課程総合経営科
3,562 岐阜県 岐阜市立看護専門学校 専門課程看護学科
3,563 岐阜県 岐阜市立第二看護専門学校 専門課程看護科
3,564 岐阜県 岐阜調理専門学校 専門課程２年養成科
3,565 岐阜県 岐阜美容理容専門学校 専門課程美容科
3,566 岐阜県 岐阜美容理容専門学校 専門課程理容科
3,567 岐阜県 岐阜和裁専門学校 専門課程専攻科
3,568 岐阜県 岐阜和裁専門学校 専門課程被服科
3,569 岐阜県 コロムビア・ファッション・カレッジ 洋裁専門課程研究科
3,570 岐阜県 コロムビア・ファッション・カレッジ 和裁専門課程研究科
3,571 岐阜県 サンビレッジ国際医療福祉専門学校 医療専門課程作業療法学科
3,572 岐阜県 サンビレッジ国際医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
3,573 岐阜県 専門学校キッツテクニカルカレッジ 工業専門課程建築環境設計科
3,574 岐阜県 専門学校キッツテクニカルカレッジ 工業専門課程コンピュータアミューズメント科
3,575 岐阜県 専門学校キッツテクニカルカレッジ 工業専門課程システム工学科
3,576 岐阜県 専門学校キッツテクニカルカレッジ 工業専門課程システムコミュニケーション科
3,577 岐阜県 専門学校キッツテクニカルカレッジ 工業専門課程情報システム科
3,578 岐阜県 専門学校キッツデザインカレッジ 文化教養専門課程インテリアデザイン科
3,579 岐阜県 専門学校キッツデザインカレッジ 文化教養専門課程グラフィックデザイン科
3,580 岐阜県 専門学校キッツデザインカレッジ 文化教養専門課程デジタルデザイン科
3,581 岐阜県 専門学校キッツビジネスカレッジ 社会福祉専門課程医療福祉科
3,582 岐阜県 専門学校キッツビジネスカレッジ 商業実務専門課程ＯＡビジネス科
3,583 岐阜県 専門学校キッツビジネスカレッジ 商業実務専門課程医療秘書科
3,584 岐阜県 専門学校キッツビジネスカレッジ 商業実務専門課程観光ビジネス科
3,585 岐阜県 専門学校キッツビジネスカレッジ 商業実務専門課程経営ビジネス科
3,586 岐阜県 専門学校キッツビジネスカレッジ 商業実務専門課程スポーツビジネス科
3,587 岐阜県 専門学校キッツビジネスカレッジ 商業実務専門課程ファッションビジネス科
3,588 岐阜県 専門学校飛騨国際工芸学園 国際工芸専門課程生活工芸学科
3,589 岐阜県 高山赤十字看護専門学校 専門課程看護学科
3,590 岐阜県 高山文化服装専門学校 被服専門課程被服学科
3,591 岐阜県 多治見文化洋裁専門学校 被服専門課程被服専門学科
3,592 岐阜県 東海デザイン専門学校 洋裁専門課程研究科
3,593 岐阜県 東海ビジネス専門学校 商業・実務専門課程医療情報科
3,594 岐阜県 東海ビジネス専門学校 商業・実務専門課程ビジネス総合科
3,595 岐阜県 東濃看護専門学校 看護専門課程看護学科
3,596 岐阜県 土岐自動車工学専門学校 専門課程自動車整備科
3,597 岐阜県 豊田学園調理専門学校 衛生専門課程調理師学科昼間部（修業年限２年の課程）
3,598 岐阜県 中日本航空専門学校 専門課程エアポートサービス科
3,599 岐阜県 中日本航空専門学校 専門課程航空生産科
3,600 岐阜県 中日本航空専門学校 専門課程航空整備科
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3,601 岐阜県 中日本航空専門学校 専門課程航空電子制御科
3,602 岐阜県 日本女子ゴルフ専門学校 文化教養専門課程ゴルフ学科
3,603 岐阜県 日本総合ビジネス専門学校 工業専門課程情報処理科（一部）
3,604 岐阜県 日本総合ビジネス専門学校 工業専門課程情報処理専門科
3,605 岐阜県 日本総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療福祉科
3,606 岐阜県 日本総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報事務科
3,607 岐阜県 日本中央看護専門学校 医療専門課程看護学科
3,608 岐阜県 平成医療専門学院 医療専門課程看護学科
3,609 岐阜県 平成医療専門学院 医療専門課程作業療法学科
3,610 岐阜県 平成医療専門学院 医療専門課程視能訓練学科
3,611 岐阜県 平成医療専門学院 医療専門課程理学療法学科
3,612 岐阜県 美鈴文化服装専門学校 専門課程洋裁科
3,613 岐阜県 若草ドレスメーカー専門学校 専門課程デザイナー科
3,614 岐阜県 若草ドレスメーカー専門学校 専門課程服飾科
3,615 静岡県 栄光ビジネスパソコン専門学校 専門課程ＩＴビジネスマスター科
3,616 静岡県 オイスカ開発教育専門学校 農業専門課程国際協力科
3,617 静岡県 大原情報ビジネス専門学校静岡校 商業実務専門課程ＯＡ秘書科
3,618 静岡県 大原情報ビジネス専門学校静岡校 商業実務専門課程情報処理科
3,619 静岡県 大原情報ビジネス専門学校静岡校 商業実務専門課程マルチメディア科
3,620 静岡県 大原情報ビジネス専門学校静岡校 商業実務専門課程メディア通信科
3,621 静岡県 大原法律公務員専門学校静岡校 専門課程公務員科（２年）
3,622 静岡県 大原法律公務員専門学校静岡校 専門課程法務ビジネス科
3,623 静岡県 大原法律公務員専門学校浜松校 専門課程公務員科（２年）
3,624 静岡県 大原簿記専門学校静岡校 商業実務専門課程経営ビジネス科
3,625 静岡県 大原簿記専門学校静岡校 商業実務専門課程税理士科
3,626 静岡県 大原簿記専門学校静岡校 商業実務専門課程税理士科（修業年限２年の課程に限る。）
3,627 静岡県 大原簿記専門学校静岡校 専門課程オフィスビジネス科
3,628 静岡県 大原簿記専門学校浜松校 商業実務専門課程オフィスビジネス科
3,629 静岡県 大原簿記専門学校浜松校 商業実務専門課程経営ビジネス科
3,630 静岡県 大原簿記専門学校浜松校 商業実務専門課程税理士科
3,631 静岡県 大原簿記専門学校浜松校 商業実務専門課程税理士科（修業年限２年の課程に限る。）
3,632 静岡県 音羽洋裁専門学校 専門課程洋裁科
3,633 静岡県 組合立静岡県中部看護専門学校 看護専門課程看護学科
3,634 静岡県 国際医療管理専門学校熱海校 専門課程医療秘書学科
3,635 静岡県 国際医療管理専門学校浜松校 専門課程医療秘書学科
3,636 静岡県 国際観光専門学校熱海校 専門課程国際観光学科
3,637 静岡県 国際観光専門学校熱海校 専門課程国際ホテル学科
3,638 静岡県 国際観光専門学校浜松校 専門課程国際観光学科
3,639 静岡県 国際観光専門学校浜松校 専門課程国際ホテル学科
3,640 静岡県 国際トラベル・ホテル専門学校静岡校 専門課程トラベル科
3,641 静岡県 国際トラベル・ホテル専門学校静岡校 専門課程ホテル科
3,642 静岡県 国際トラベル・ホテル専門学校浜松校 専門課程トラベル科
3,643 静岡県 国際トラベル・ホテル専門学校浜松校 専門課程ホテル科
3,644 静岡県 国立東静病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
3,645 静岡県 国立浜松病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
3,646 静岡県 国立療養所天竜病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
3,647 静岡県 静岡医療科学専門学校 医療専門課程作業療法学科
3,648 静岡県 静岡医療科学専門学校 医療専門課程理学療法学科
3,649 静岡県 静岡医療科学専門学校 専門課程臨床工学科
3,650 静岡県 静岡県医師会看護専門学校 専門課程看護学科
3,651 静岡県 静岡県厚生連看護専門学校 医療専門課程看護学科
3,652 静岡県 静岡県西部理容美容専門学校 専門課程美容科
3,653 静岡県 静岡県西部理容美容専門学校 専門課程理容科
3,654 静岡県 静岡県東部理容美容専門学校 専門課程美容学科
3,655 静岡県 静岡県東部理容美容専門学校 専門課程理容学科
3,656 静岡県 静岡県立東部看護専門学校 専門課程看護１学科
3,657 静岡県 静岡県立東部看護専門学校 専門課程看護２学科
3,658 静岡県 静岡県理容美容専門学校 専門課程美容科
3,659 静岡県 静岡県理容美容専門学校 専門課程理容科
3,660 静岡県 静岡工科専門学校 専門課程自動車科
3,661 静岡県 静岡工科専門学校 専門課程自動車電子科
3,662 静岡県 静岡工科専門学校 専門課程マルチメディア通信科
3,663 静岡県 静岡済生会看護専門学校 専門課程看護学科
3,664 静岡県 静岡産業技術専門学校 専門課程ＯＡビジネス科
3,665 静岡県 静岡産業技術専門学校 専門課程ゲームクリエイト科
3,666 静岡県 静岡産業技術専門学校 専門課程建築科
3,667 静岡県 静岡産業技術専門学校 専門課程コンピュータ科
3,668 静岡県 静岡産業技術専門学校 専門課程コンピュータグラフィックス科
3,669 静岡県 静岡産業技術専門学校 専門課程情報システム研究科
3,670 静岡県 静岡産業技術専門学校 専門課程情報ネットワーク科
3,671 静岡県 静岡産業技術専門学校 専門課程マルチメディアデザイン科
3,672 静岡県 静岡山水歯科衛生士専門学校 専門課程歯科衛生士科
3,673 静岡県 静岡市立看護専門学校 専門課程看護学科
3,674 静岡県 静岡赤十字看護専門学校 専門課程看護学科
3,675 静岡県 静岡デザイン専門学校 専門課程グラフィックデザイン科
3,676 静岡県 静岡デザイン専門学校 専門課程ファッションデザイン科
3,677 静岡県 静岡デザイン専門学校 専門課程ファッションビジネス科
3,678 静岡県 静岡デザイン専門学校 専門課程フラワービジネス科
3,679 静岡県 静岡デザイン専門学校 専門課程プロダクトデザイン科
3,680 静岡県 静岡福祉医療専門学校 専門課程医療情報秘書科
3,681 静岡県 静岡福祉医療専門学校 専門課程医療福祉情報科
3,682 静岡県 静岡福祉医療専門学校 専門課程介護福祉学科
3,683 静岡県 島田市立看護専門学校 看護専門課程看護学科
3,684 静岡県 清水市立看護専門学校 看護専門課程看護学科
3,685 静岡県 城内文化服装専門学校 専門課程服装洋裁科
3,686 静岡県 駿河学院実務専門学校 専門課程自動車整備科
3,687 静岡県 駿河看護専門学校 専門課程看護学科
3,688 静岡県 聖隷介護福祉専門学校 専門課程介護福祉学科
3,689 静岡県 専門学校静岡医療秘書学院 専門課程医療秘書科
3,690 静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 専門課程インターネット・ビジネス科
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3,691 静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 専門課程ゲームエンターテイメント科
3,692 静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 専門課程経営情報（大学併学）学科
3,693 静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 専門課程システムエンジニア科
3,694 静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 専門課程マイコン制御科
3,695 静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 専門課程マルチメディア映像・音響科
3,696 静岡県 専門学校ノアデザインカレッジ 専門課程インテリアデザイン科
3,697 静岡県 専門学校ノアデザインカレッジ 専門課程建築デザイン科
3,698 静岡県 専門学校ノアデザインカレッジ 専門課程デジタルグラフィックス科
3,699 静岡県 専門学校ルネサンス・アカデミーオブデザイン 専門課程ＣＧデザイン科
3,700 静岡県 専門学校ルネサンス・アカデミーオブデザイン 専門課程Ｍａｃデザイン科
3,701 静岡県 専門学校ルネサンス・アカデミーオブデザイン 専門課程インテリアデザイン科
3,702 静岡県 専門学校ルネサンス・アカデミーオブデザイン 専門課程グラフィックデザイン科
3,703 静岡県 専門学校ルネサンス・アカデミーオブデザイン 専門課程ゲームアニメクリエーター科
3,704 静岡県 専門学校ルネサンス・アカデミーオブデザイン 専門課程建築ＣＡＤ科
3,705 静岡県 専門学校ルネサンス・アカデミーオブデザイン 専門課程雑貨デザイン科
3,706 静岡県 専門学校ルネサンス・アカデミーオブデザイン 専門課程トレンドコーディネート科
3,707 静岡県 高山理容美容総合専門学校 専門課程美容科
3,708 静岡県 高山理容美容総合専門学校 専門課程理容科
3,709 静岡県 中央調理製菓専門学校 専門課程調理経営学科
3,710 静岡県 中央調理製菓専門学校静岡校 専門課程調理経営学科
3,711 静岡県 辻村和服専門学校 専門課程師範科
3,712 静岡県 土屋学園家政専門学校 専門課程編物科
3,713 静岡県 土屋学園家政専門学校 専門課程和裁科
3,714 静岡県 デザインテクノロジー専門学校 専門課程建築学科
3,715 静岡県 デザインテクノロジー専門学校 専門課程デジタルメディア学科
3,716 静岡県 デザインテクノロジー専門学校 専門課程ファッションビジネス学科
3,717 静岡県 東海アクシス看護専門学校 専門課程看護１科
3,718 静岡県 東海アクシス看護専門学校 専門課程看護２科
3,719 静岡県 東海医療学園専門学校 医療専門課程鍼灸マッサージ科
3,720 静岡県 東海工科専門学校 専門課程自動車整備学科
3,721 静岡県 東海工科専門学校 専門課程総合マリン学科
3,722 静岡県 東海調理製菓専門学校 専門課程製菓技術科
3,723 静岡県 東海調理製菓専門学校 専門課程調理技術科
3,724 静岡県 東海福祉専門学校 専門課程介護福祉科
3,725 静岡県 東海福祉専門学校 専門課程社会福祉学科
3,726 静岡県 東海文化専門学校 専門課程クラフトデザイン科
3,727 静岡県 東海文化専門学校 専門課程ファッションデザイン科
3,728 静岡県 東部福祉情報専門学校 専門課程介護福祉学科
3,729 静岡県 東部福祉情報専門学校 専門課程パソコンビジネス学科
3,730 静岡県 常葉学園医療専門学校 医療専門課程作業療法学科
3,731 静岡県 常葉学園医療専門学校 医療専門課程理学療法学科
3,732 静岡県 常葉環境情報専門学校 専門課程環境・情報システム科
3,733 静岡県 常葉環境情報専門学校 専門課程情報ビジネス科
3,734 静岡県 日本ギター専門学校 専門課程ギター音楽科
3,735 静岡県 日本建築専門学校 専門課程建築科
3,736 静岡県 日本書道芸術専門学校 専門課程書道師範科
3,737 静岡県 沼津歯科技工専門学校 専門課程歯科技工科
3,738 静岡県 沼津情報専門学校 専門課程ＯＡインストラクタ科
3,739 静岡県 沼津情報専門学校 専門課程コンピュータ科
3,740 静岡県 沼津情報専門学校 専門課程システムデザイン科
3,741 静岡県 沼津情報専門学校 専門課程マルチメディア科
3,742 静岡県 浜松経理専門学校 専門課程商学科
3,743 静岡県 浜松歯科衛生士専門学校 専門課程歯科衛生士科
3,744 静岡県 浜松情報専門学校 専門課程ＣＡＤ科
3,745 静岡県 浜松情報専門学校 専門課程ＣＧ・ゲーム科
3,746 静岡県 浜松情報専門学校 専門課程ＯＡビジネス科
3,747 静岡県 浜松情報専門学校 専門課程コンピュータ科
3,748 静岡県 浜松情報専門学校 専門課程情報ネットワーク科
3,749 静岡県 浜松市立看護専門学校 専門課程看護学科
3,750 静岡県 浜松調理師製菓衛生師専門学校 専門課程製菓衛生師本科
3,751 静岡県 浜松調理師製菓衛生師専門学校 専門課程調理師本科
3,752 静岡県 浜松日建工科専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ設計科
3,753 静岡県 富士コンピュータ専門学校 専門課程情報秘書科
3,754 静岡県 富士コンピュータ専門学校 専門課程情報ホテル科
3,755 静岡県 富士情報ビジネス専門学校 専門課程ＯＡビジネス科
3,756 静岡県 富士情報ビジネス専門学校 専門課程カスタマエンジニア科
3,757 静岡県 富士情報ビジネス専門学校 専門課程情報システム科
3,758 静岡県 富士情報ビジネス専門学校 専門課程電気電子工学科
3,759 静岡県 富士情報ビジネス専門学校 専門課程マネジメント科
3,760 静岡県 富士市立看護専門学校 看護専門課程看護学科
3,761 静岡県 プロスペラ学院外国語専門学校 専門課程英語科
3,762 静岡県 三島情報ビジネス専門学校 専門課程クリエイティブコンピュータ科
3,763 愛知県 愛生会看護専門学校 医療専門課程看護科
3,764 愛知県 愛知学院大学歯科衛生専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
3,765 愛知県 愛知学院大学歯科技工専門学校 医療専門課程歯科技工士科（本科）
3,766 愛知県 愛知県医師会名古屋看護専門学校 医療専門課程看護科昼間部
3,767 愛知県 愛知県医師会名古屋看護専門学校 医療専門課程看護科夜間部
3,768 愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会愛北看護専門学校 医療専門課程看護学科
3,769 愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会加茂看護専門学校 医療専門課程看護科
3,770 愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会更生看護専門学校 医療専門課程看護学科三年課程
3,771 愛知県 愛知県立尾張看護専門学校 医療専門課程看護科
3,772 愛知県 愛知県立春日井看護専門学校 医療専門課程看護科
3,773 愛知県 愛知県立歯科衛生専門学校 医療専門課程歯科衛生科
3,774 愛知県 愛知県立総合看護専門学校 医療専門課程第一看護科
3,775 愛知県 愛知県立総合看護専門学校 医療専門課程第二看護科
3,776 愛知県 愛知県立総合看護専門学校 医療専門課程第四看護科
3,777 愛知県 愛知工科大学情報専門学校 工業専門課程情報処理科
3,778 愛知県 愛知工科大学情報専門学校 工業専門課程情報通信科
3,779 愛知県 愛知工業専門学校 工業専門課程建築インテリア科
3,780 愛知県 愛知工業専門学校 工業専門課程建築科
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3,781 愛知県 愛知工業専門学校 工業専門課程測量設計科
3,782 愛知県 愛知工業大学情報電子専門学校 工業専門課程ＣＡＤ・ＣＡＭ学科
3,783 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学科（２年制）１種資格取得専攻
3,784 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学科（３年制）
3,785 愛知県 愛知工業大学情報電子専門学校 工業専門課程情報工学科
3,786 愛知県 愛知工業大学情報電子専門学校 工業専門課程電子制御学科
3,787 愛知県 愛知工業大学情報電子専門学校 商業実務専門課程コンピュータビジネス学科
3,788 愛知県 愛知産業大学経済文化専門学校 商業実務専門課程マネージメント科
3,789 愛知県 愛知産業大学経済文化専門学校 文化教養専門課程産業デザイン科
3,790 愛知県 愛知産業大学経済文化専門学校 文化教養専門課程デザイン科
3,791 愛知県 愛知美容専門学校 衛生専門課程美容科
3,792 愛知県 愛知文化服装専門学校 家政専門課程アパレル科
3,793 愛知県 愛知文化服装専門学校 家政専門課程きもの科
3,794 愛知県 安城文化服装専門学校 服飾・家政専門課程教職科
3,795 愛知県 安城文化服装専門学校 服飾・家政専門課程服装科
3,796 愛知県 一宮市立看護専門学校 専門課程看護学科
3,797 愛知県 一宮市立中央看護専門学校 専門課程看護学科
3,798 愛知県 一宮服飾専門学校 家政専門課程服飾研究科
3,799 愛知県 一宮文化服装専門学校 家政専門課程服飾科
3,800 愛知県 掖済会名古屋看護専門学校 医療専門課程看護科
3,801 愛知県 大原法律専門学校 文化教養専門課程行政法律科
3,802 愛知県 大原法律専門学校 文化教養専門課程法務ビジネス科
3,803 愛知県 大原簿記専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス科
3,804 愛知県 大原簿記専門学校 商業実務専門課程公認会計士・税理士科（２年課程）
3,805 愛知県 大原簿記専門学校 商業実務専門課程公認会計士科
3,806 愛知県 大原簿記専門学校 商業実務専門課程公務員科（２年課程）
3,807 愛知県 大原簿記専門学校 商業実務専門課程情報処理科
3,808 愛知県 大原簿記専門学校 商業実務専門課程税理士科（４年課程）
3,809 愛知県 大原簿記専門学校 商業実務専門課程ビジネス研究科（午後課程）
3,810 愛知県 岡崎市立看護専門学校 医療専門課程看護学科
3,811 愛知県 家政専門学校常磐女学院 服飾・家政専門課程ファッション本科
3,812 愛知県 蒲郡市立ソフィア看護専門学校 医療専門課程看護学科
3,813 愛知県 刈谷看護専門学校 医療専門課程看護学科
3,814 愛知県 キクチ眼鏡専門学校 工業専門課程眼鏡光学科
3,815 愛知県 キクチ眼鏡専門学校 工業専門課程眼鏡光学専攻科
3,816 愛知県 県立愛知看護専門学校 医療専門課程第一看護科
3,817 愛知県 県立愛知看護専門学校 医療専門課程第二看護科
3,818 愛知県 広告デザイン専門学校 文化教養専門課程広告デザイン科
3,819 愛知県 公立春日井小牧看護専門学校 専門課程看護学科
3,820 愛知県 公立瀬戸旭看護専門学校 医療専門課程第１看護学科
3,821 愛知県 公立瀬戸旭看護専門学校 医療専門課程第２看護学科
3,822 愛知県 国際医学技術専門学校 医療専門課程理学療法学科
3,823 愛知県 国際医学技術専門学校 医療専門課程臨床工学科
3,824 愛知県 国際医療管理専門学校名古屋校 商業実務専門課程医療秘書学科
3,825 愛知県 国際医療管理専門学校名古屋校 商業実務専門課程病院管理学科
3,826 愛知県 国際観光専門学校名古屋校 商業実務専門課程国際観光学科
3,827 愛知県 国際観光専門学校名古屋校 商業実務専門課程国際ホテル学科
3,828 愛知県 国際製菓技術専門学校 衛生専門課程製菓衛生師学科（２年コース）
3,829 愛知県 国際調理師専門学校名駅校 衛生専門課程調理師本科
3,830 愛知県 国際トラベル専門学校 商業実務専門課程国際トラベル科
3,831 愛知県 国際トラベル専門学校 商業実務専門課程トラベル観光科
3,832 愛知県 国際トラベル専門学校 商業実務専門課程トラベル事務科
3,833 愛知県 国立豊橋病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
3,834 愛知県 国立名古屋病院附属看護助産学校 看護専門課程看護学科
3,835 愛知県 国立療養所東名古屋病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
3,836 愛知県 国立療養所東名古屋病院附属リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科
3,837 愛知県 国立療養所東名古屋病院附属リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科
3,838 愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ＣＧ学科（２年制）
3,839 愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ＣＧ制作学科
3,840 愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程インターネット学科
3,841 愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程科学学科
3,842 愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ゲーム開発学科
3,843 愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ゲーム学科
3,844 愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ゲーム制作学科（４年制）
3,845 愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程情報技術学科
3,846 愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程情報サイエンス工学科
3,847 愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程情報社会学科
3,848 愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程情報秘書学科
3,849 愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程情報マネジメント学科
3,850 愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ビジネス情報処理学科
3,851 愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程マルチメディア学科
3,852 愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ミュージック学科
3,853 愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ミュージック学科（４年制）
3,854 愛知県 慈恵福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
3,855 愛知県 社会保険中京看護専門学校 医療専門課程看護学科
3,856 愛知県 松蔭看護専門学校 専門課程看護学科
3,857 愛知県 聖霊病院付属看護専門学校 医療専門課程看護科
3,858 愛知県 専門学校愛知医療学院 医療専門課程作業療法学科
3,859 愛知県 専門学校愛知医療学院 医療専門課程理学療法学科
3,860 愛知県 専門学校愛知福祉学院 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
3,861 愛知県 専門学校愛知福祉学院 教育・社会福祉専門課程福祉管理科
3,862 愛知県 専門学校享栄ビジネスカレッジ 商業実務専門課程医療ビジネス学科
3,863 愛知県 専門学校享栄ビジネスカレッジ 商業実務専門課程観光ビジネス学科
3,864 愛知県 専門学校享栄ビジネスカレッジ 商業実務専門課程情報経理学科
3,865 愛知県 専門学校国際いけばな芸術学院名古屋校 文化教養専門課程いけばな教育科
3,866 愛知県 専門学校慈恵きものファッションカレッジ 服飾・家政専門課程ファッションベーシック科
3,867 愛知県 専門学校中部ビューティ・デザインカレッジ 衛生専門課程美容科
3,868 愛知県 専門学校中部ビューティ・デザインカレッジ 文化教養専門課程ビジュアルデザイン科
3,869 愛知県 専門学校中部ビューティ・デザインカレッジ 文化教養専門課程ファッションデザイン科
3,870 愛知県 専門学校名古屋デザイナー学院 文化教養専門課程アニメーション学科
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3,871 愛知県 専門学校名古屋デザイナー学院 文化教養専門課程インテリアデザイン学科
3,872 愛知県 専門学校名古屋デザイナー学院 文化教養専門課程建築デザイン学科
3,873 愛知県 専門学校名古屋デザイナー学院 文化教養専門課程ビジュアルデザイン学科昼間部
3,874 愛知県 専門学校名古屋デザイナー学院 文化教養専門課程ファッションデザイン学科昼間部
3,875 愛知県 専門学校名古屋デザイナー学院 文化教養専門課程プロダクトデザイン学科
3,876 愛知県 専門学校名古屋デザイナー学院 文化教養専門課程メディアデザイン学科昼間部
3,877 愛知県 専門学校名古屋ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程国際ホテル科
3,878 愛知県 専門学校名古屋ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程リゾートスポーツ科
3,879 愛知県 専門学校名古屋ＹＭＣＡ学院 文化・教養専門課程レクリエーションインストラクター科
3,880 愛知県 専門学校名古屋ＹＭＣＡ学院 文化教養専門課程英語科
3,881 愛知県 専門学校名古屋ＹＭＣＡ学院 文化教養専門課程生涯スポーツ科
3,882 愛知県 専門学校ナゴヤインターナショナルスクールオブビジネス 商業実務専門課程ビジネス外語科
3,883 愛知県 専門学校ナゴヤインターナショナルスクールオブビジネス 商業実務専門課程ビジネスコンピュータ科
3,884 愛知県 専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ゲーム総合学科
3,885 愛知県 専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程コンピュータ学科昼間部
3,886 愛知県 専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程総合ビジネス学科
3,887 愛知県 専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程フラワービジネス学科
3,888 愛知県 専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程マスコミ広報学科
3,889 愛知県 専門学校名古屋デンタル衛生士学院 医療専門課程歯科衛生士科
3,890 愛知県 専門学校名古屋デンタル技工士学院 医療専門課程歯科技工士科
3,891 愛知県 専門学校名古屋ビジュアルアーツ 工業専門課程音響芸術学科昼間部
3,892 愛知県 専門学校名古屋ビジュアルアーツ 工業専門課程写真学科昼間部
3,893 愛知県 専門学校名古屋ビジュアルアーツ 工業専門課程放送・映画学科昼間部
3,894 愛知県 専門学校名古屋ビジュアルアーツ 工業専門課程マスコミ編集学科昼間部
3,895 愛知県 専門学校名古屋ビジュアルアーツ 工業専門課程ミュージシャン学科昼間部
3,896 愛知県 専門学校日本聴能言語福祉学院 医療専門課程義肢装具学科
3,897 愛知県 専門学校日本聴能言語福祉学院 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
3,898 愛知県 専門学校日本聴能言語福祉学院 教育・社会福祉専門課程聴能言語学科
3,899 愛知県 専門学校日本聴能言語福祉学院 教育・社会福祉専門課程補聴言語学科
3,900 愛知県 専門学校日本デザイナー芸術学院 文化教養専門課程コミュニケーション・アート科
3,901 愛知県 専門学校日本デザイナー芸術学院 文化教養専門課程デザイン科昼間部
3,902 愛知県 専門学校日本デザイナー芸術学院 文化教養専門課程ビジュアルデザイン科
3,903 愛知県 専門学校日本ビジネススクール 商業実務専門課程国際観光学科
3,904 愛知県 専門学校日本ビジネススクール 商業実務専門課程国際ビジネス学科
3,905 愛知県 泰誠家政専門学校 家政専門課程洋裁科昼間部
3,906 愛知県 大雄会一宮看護専門学校 医療専門課程看護学科３年課程
3,907 愛知県 高桑服装専門学校 家政専門課程服装科（洋裁専攻に限る。）
3,908 愛知県 高桑服装専門学校 家政専門課程服装科洋裁教職専攻
3,909 愛知県 田原町立田原福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
3,910 愛知県 知多市立看護専門学校 専門課程看護学科
3,911 愛知県 中京法律専門学校 文化教養専門課程実務法律科
3,912 愛知県 中京法律専門学校 文化教養専門課程法律科
3,913 愛知県 中日美容専門学校 衛生専門課程美容科（昼間部）
3,914 愛知県 中日美容専門学校 衛生専門課程美容科（夜間部）
3,915 愛知県 中部楽器技術専門学校 文化教養専門課程管楽器リペア科
3,916 愛知県 中部楽器技術専門学校 文化教養専門課程弦楽器製作科
3,917 愛知県 中部楽器技術専門学校 文化教養専門課程ピアノ調律科
3,918 愛知県 中部看護専門学校 医療専門課程看護科
3,919 愛知県 中部コンピュータアンドテクノロジー専門学校 工業専門課程ＣＧマルチメディア科
3,920 愛知県 中部コンピュータアンドテクノロジー専門学校 工業専門課程医療福祉情報科
3,921 愛知県 中部コンピュータアンドテクノロジー専門学校 工業専門課程建築環境デザイン科
3,922 愛知県 中部コンピュータアンドテクノロジー専門学校 工業専門課程情報経理科
3,923 愛知県 中部コンピュータアンドテクノロジー専門学校 工業専門課程情報コミュニケーション科
3,924 愛知県 中部コンピュータアンドテクノロジー専門学校 工業専門課程情報システム科
3,925 愛知県 中部大学技術文化専門学校 医療専門課程臨床工学技士科
3,926 愛知県 中部大学技術文化専門学校 工業専門課程機械システム学科
3,927 愛知県 中部大学技術文化専門学校 工業専門課程情報システム学科
3,928 愛知県 中部大学技術文化専門学校 工業専門課程電子システム学科（医療電子コース）
3,929 愛知県 中部大学技術文化専門学校 工業専門課程電子システム学科（電子技術コース）
3,930 愛知県 中部大学技術文化専門学校 商業実務専門課程情報経理学科
3,931 愛知県 中部大学技術文化専門学校 商業実務専門課程秘書学科
3,932 愛知県 中部日本自動車整備専門学校 工業専門課程自動車整備科
3,933 愛知県 中部美容専門学校一宮校 衛生専門課程美容学科
3,934 愛知県 中部美容専門学校岡崎校 衛生専門課程美容学科
3,935 愛知県 中部美容専門学校名古屋校 衛生専門課程美容学科
3,936 愛知県 中部ファッション専門学校 服飾・家政専門課程きもの学科
3,937 愛知県 中部ファッション専門学校 服飾・家政専門課程ファッション学科
3,938 愛知県 中部ファッション専門学校 服飾・家政専門課程ファッション産業学科
3,939 愛知県 中部福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
3,940 愛知県 中部リハビリテーション専門学校 医療専門課程理学療法学科一部
3,941 愛知県 中部リハビリテーション専門学校 医療専門課程理学療法学科二部
3,942 愛知県 中和医療専門学校 医療専門課程あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう科
3,943 愛知県 中和医療専門学校 医療専門課程あん摩マッサージ指圧科
3,944 愛知県 中和医療専門学校 医療専門課程柔道整復科
3,945 愛知県 中和医療専門学校 医療専門課程はり、きゅう科
3,946 愛知県 知立調理師専門学校 衛生専門課程調理師科昼間部
3,947 愛知県 津島市立看護専門学校 医療専門課程看護科
3,948 愛知県 東海医療技術専門学校 医療専門課程診療放射線科
3,949 愛知県 東海医療工学専門学校 医療専門課程救急救命科
3,950 愛知県 東海医療工学専門学校 医療専門課程視能訓練科
3,951 愛知県 東海医療工学専門学校 医療専門課程臨床工学科
3,952 愛知県 東海医療工学専門学校 工業専門課程医療システム科
3,953 愛知県 東海工業専門学校熱田校 工業専門課程環境建設科
3,954 愛知県 東海工業専門学校熱田校 工業専門課程機械工学科
3,955 愛知県 東海工業専門学校熱田校 工業専門課程建築工学科昼間部
3,956 愛知県 東海工業専門学校熱田校 工業専門課程建築工学科夜間部
3,957 愛知県 東海工業専門学校熱田校 工業専門課程建築設備科
3,958 愛知県 東海工業専門学校熱田校 工業専門課程測量設計科
3,959 愛知県 東海工業専門学校熱田校 工業専門課程土木工学科
3,960 愛知県 東海工業専門学校金山校 工業専門課程建設工学科
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3,961 愛知県 東海工業専門学校金山校 工業専門課程建築インテリア科昼間部
3,962 愛知県 東海工業専門学校金山校 工業専門課程建築インテリア科夜間部
3,963 愛知県 東海工業専門学校金山校 工業専門課程建築工学科
3,964 愛知県 東海工業専門学校金山校 工業専門課程建築工学科夜間部
3,965 愛知県 東海産業医療団看護専門学校 医療専門課程看護科（３年課程）
3,966 愛知県 東海歯科医療専門学校 医療専門課程歯科技工士科
3,967 愛知県 東海福祉情報観光専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
3,968 愛知県 東海福祉情報観光専門学校 商業実務専門課程観光科
3,969 愛知県 東海福祉情報観光専門学校 商業実務専門課程国際マネージメント科
3,970 愛知県 東海福祉情報観光専門学校 商業実務専門課程国際マネージメント科
3,971 愛知県 東海福祉情報観光専門学校 商業実務専門課程情報マネージメント科
3,972 愛知県 桐華家政専門学校 家政専門課程洋裁科昼間部
3,973 愛知県 桐華家政専門学校 家政専門課程洋裁科夜間部
3,974 愛知県 東京アイティー・会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程ＩＴビジネス学科
3,975 愛知県 東京アイティー・会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程会計士学科（２年制）
3,976 愛知県 東京アイティー・会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程会計士学科（３年制）
3,977 愛知県 東京アイティー・会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程情報管理学科
3,978 愛知県 東京アイティー・会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程情報経理学科昼間部
3,979 愛知県 東京アイティー・会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程税理士学科（２年制）
3,980 愛知県 東京アイティー・会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程税理士学科（３年制）
3,981 愛知県 東京法律専門学校名古屋校 文化・教養専門課程法律学科（２年制）
3,982 愛知県 東京法律専門学校名古屋校 文化・教養専門課程法律学科（３年制）
3,983 愛知県 東京法律専門学校名古屋校 文化・教養専門課程法律行政学科
3,984 愛知県 東京法律専門学校名古屋校 文化・教養専門課程法律社会学科
3,985 愛知県 東京法律専門学校名古屋校 文化・教養専門課程法律ビジネス学科
3,986 愛知県 トヨタ看護専門学校 医療専門課程看護科
3,987 愛知県 豊田地域看護専門学校 医療専門課程看護科
3,988 愛知県 豊橋歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
3,989 愛知県 豊橋市立看護専門学校 医療専門課程看護第１科
3,990 愛知県 豊橋市立看護専門学校 医療専門課程看護第２科
3,991 愛知県 豊橋文化服装専門学校 家政専門課程服装科昼間部
3,992 愛知県 トライデント外国語専門学校 文化教養専門課程エアライン学科
3,993 愛知県 トライデント外国語専門学校 文化教養専門課程英語ビジネス学科
3,994 愛知県 トライデント外国語専門学校 文化教養専門課程英米語学科
3,995 愛知県 トライデント外国語専門学校 文化教養専門課程児童英語教育学科
3,996 愛知県 トライデント外国語専門学校 文化教養専門課程日本語学科（２年課程）
3,997 愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程ＣＡＤデザイナー学科
3,998 愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程ＣＡＤデザイン学科
3,999 愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程ゲームサイエンス学科
4,000 愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程高度情報学科
4,001 愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス学科（２年課程）
4,002 愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程サウンドクリエイター学科（２年課程）
4,003 愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程情報処理学科
4,004 愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程デジタルアート学科
4,005 愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程デジタルグッズ学科
4,006 愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程パソコン実務学科（２年課程）
4,007 愛知県 トライデントスポーツ健康科学専門学校 文化教養専門課程健康スポーツ学科
4,008 愛知県 トライデントスポーツ健康科学専門学校 文化教養専門課程スポーツ科学学科
4,009 愛知県 トライデントスポーツ健康科学専門学校 文化教養専門課程スポーツ教育学科
4,010 愛知県 トライデントスポーツ健康科学専門学校 文化教養専門課程リゾートスポーツ学科
4,011 愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程インテリアＣＡＤ学科
4,012 愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程家具・ディスプレイデザイン学科
4,013 愛知県 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
4,014 愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程ゲーム・ＣＧデザイン学科
4,015 愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程建築インテリア学科
4,016 愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程雑貨クリエイト学科
4,017 愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程ビジュアルイラスト学科
4,018 愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程メイクアップデザイン学科
4,019 愛知県 トライデントホテル・サービス事業専門学校 商業実務専門課程観光トラベル学科
4,020 愛知県 トライデントホテル・サービス事業専門学校 商業実務専門課程国際ホテル学科
4,021 愛知県 トライデントホテル・サービス事業専門学校 商業実務専門課程サービス産業学科
4,022 愛知県 トライデントホテル・サービス事業専門学校 商業実務専門課程情報サービス学科
4,023 愛知県 トライデントホテル・サービス事業専門学校 商業実務専門課程フラワービジネス学科
4,024 愛知県 トライデントホテル・サービス事業専門学校 商業実務専門課程流通ビジネス学科
4,025 愛知県 名古屋医療秘書福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
4,026 愛知県 名古屋医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科
4,027 愛知県 名古屋医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程歯科秘書科（２年コース）
4,028 愛知県 名古屋栄養専門学校 衛生専門課程食物栄養科
4,029 愛知県 名古屋外語専門学校 商業実務専門課程国際ビジネス科
4,030 愛知県 名古屋外語専門学校 文化教養専門課程英米語学科
4,031 愛知県 名古屋外語専門学校 文化教養専門課程外国語学科
4,032 愛知県 名古屋観光専門学校 商業実務専門課程交通ビジネス学科昼間部
4,033 愛知県 名古屋観光専門学校 商業実務専門課程ブライダルビジネス学科
4,034 愛知県 名古屋観光専門学校 商業実務専門課程ホテル学科昼間部
4,035 愛知県 名古屋観光専門学校 商業実務専門課程旅行学科昼間部
4,036 愛知県 名古屋観光専門学校 商業実務専門課程レジャービジネス学科（昼間部）
4,037 愛知県 名古屋経営会計専門学校 商業実務専門課程会計税務科
4,038 愛知県 名古屋経営会計専門学校 商業実務専門課程経営実務科
4,039 愛知県 名古屋経営会計専門学校 商業実務専門課程経営法学科
4,040 愛知県 名古屋経営会計専門学校 商業実務専門課程公認会計士・税理士科
4,041 愛知県 名古屋経営会計専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科
4,042 愛知県 名古屋建築土木専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計科
4,043 愛知県 名古屋建築土木専門学校 工業専門課程建築科
4,044 愛知県 名古屋建築土木専門学校 工業専門課程建築設備科
4,045 愛知県 名古屋建築土木専門学校 工業専門課程土木・測量科
4,046 愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程ＩＴスペシャリスト科
4,047 愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程音響映像学科
4,048 愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程機械ＣＡＤ設計科
4,049 愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程コンピュータアミューズメント科
4,050 愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程コンピュータデザイン科
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4,051 愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程情報工学科
4,052 愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程情報システム科
4,053 愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程情報処理学科
4,054 愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程情報総合学科
4,055 愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程情報通信学科
4,056 愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程情報通信工学科
4,057 愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程制御工学科昼間部
4,058 愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程総合制御システム科
4,059 愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程デジタル技術学科
4,060 愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程電気工学科昼間部
4,061 愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程電業技術学科
4,062 愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程パソコンエキスパート科（昼間部）
4,063 愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程パソコンエキスパート科（夜間部）
4,064 愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程ビル管理学科
4,065 愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程マルチメディア科
4,066 愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程メディアネットワーク科
4,067 愛知県 名古屋工学院専門学校 文化教養専門課程芸術工学科
4,068 愛知県 名古屋工学院専門学校 文化教養専門課程放送学科
4,069 愛知県 名古屋工業専門学校 工業専門課程機械・自動車工学科
4,070 愛知県 名古屋工業専門学校 工業専門課程建築・製図学科
4,071 愛知県 名古屋工業専門学校 工業専門課程バイオ工学科
4,072 愛知県 名古屋工業専門学校 工業専門課程マルチメディア学科
4,073 愛知県 名古屋市医師会看護専門学校 医療専門課程第一看護学科
4,074 愛知県 名古屋市医師会看護専門学校 医療専門課程第二看護学科
4,075 愛知県 名古屋歯科医療専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
4,076 愛知県 名古屋歯科医療専門学校 医療専門課程歯科技工士科
4,077 愛知県 名古屋歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
4,078 愛知県 名古屋商科大学付属情報文化専門学校 商業実務専門課程経営情報科
4,079 愛知県 名古屋商科大学付属情報文化専門学校 商業実務専門課程国際観光科
4,080 愛知県 名古屋情報経理専門学校 商業実務専門課程情報経理科
4,081 愛知県 名古屋情報経理専門学校 商業実務専門課程パソコンビジネス学科
4,082 愛知県 名古屋情報産業専門学校 工業専門課程環境情報学科
4,083 愛知県 名古屋情報産業専門学校 工業専門課程情報処理学科
4,084 愛知県 名古屋情報産業専門学校 工業専門課程電子情報学科
4,085 愛知県 名古屋情報産業専門学校 工業専門課程マルチメディア学科
4,086 愛知県 名古屋情報産業専門学校 商業実務専門課程経営情報学科
4,087 愛知県 名古屋情報専門学校 商業実務専門課程情報管理科
4,088 愛知県 名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程ＩＴ（情報技術）学科
4,089 愛知県 名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程ＩＴスペシャリスト学科
4,090 愛知県 名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程ゲーム・ＣＧ学科
4,091 愛知県 名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程総合情報（大学併修）学科
4,092 愛知県 名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程マルチメディア制作学科
4,093 愛知県 名古屋市立栄養専門学院 衛生専門課程栄養科
4,094 愛知県 名古屋市立中央看護専門学校 専門課程看護第二学科（昼間部）
4,095 愛知県 名古屋市立中央看護専門学校 専門課程看護第三学科
4,096 愛知県 名古屋製菓専門学校 衛生専門課程洋菓子科
4,097 愛知県 名古屋造形デザイン専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計科
4,098 愛知県 名古屋造形デザイン専門学校 商業実務専門課程広告デザイン科
4,099 愛知県 名古屋造形デザイン専門学校 文化教養専門課程イラストレーション科
4,100 愛知県 名古屋造形デザイン専門学校 文化教養専門課程グラフィックデザイン科昼間部
4,101 愛知県 名古屋造形デザイン専門学校 文化教養専門課程コンピュータグラフィックス科
4,102 愛知県 名古屋総合デザイン専門学校 文化・教養専門課程インテリアデザイン科
4,103 愛知県 名古屋総合デザイン専門学校 文化・教養専門課程グラフィックデザイン科
4,104 愛知県 名古屋総合デザイン専門学校 文化・教養専門課程デジタルコンテンツデザイン科
4,105 愛知県 名古屋綜合美容専門学校 衛生専門課程美容科
4,106 愛知県 名古屋田中千代服飾専門学校 家政専門課程服飾科
4,107 愛知県 名古屋調理師専門学校 衛生専門課程調理師本科
4,108 愛知県 名古屋デザイン専門学校 文化・教養専門課程スペースデザイン科
4,109 愛知県 名古屋デザイン専門学校 文化教養専門課程産業デザイン学科
4,110 愛知県 名古屋デザイン専門学校 文化教養専門課程ファインアート科
4,111 愛知県 名古屋デジタル・アート専門学校 商業実務専門課程医療福祉ビジネス科
4,112 愛知県 名古屋デジタル・アート専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報処理科
4,113 愛知県 名古屋デジタル・アート専門学校 商業実務専門課程ベンチャービジネス科
4,114 愛知県 名古屋デジタル・アート専門学校 文化教養専門課程インテリアコーディネーター科
4,115 愛知県 名古屋ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療情報管理科
4,116 愛知県 名古屋ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書科
4,117 愛知県 名古屋ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報会計科
4,118 愛知県 名古屋ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報社会学科
4,119 愛知県 名古屋ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科
4,120 愛知県 名古屋ビジネス専門学校 商業実務専門課程トラベル観光科
4,121 愛知県 名古屋ビジネス専門学校 商業実務専門課程薬業ビジネス科
4,122 愛知県 名古屋ビジネス専門学校 商業実務専門課程流通ビジネス科
4,123 愛知県 名古屋美容専門学校 衛生専門課程美容学科（昼間部）
4,124 愛知県 名古屋美容専門学校 衛生専門課程美容学科（夜間部）
4,125 愛知県 名古屋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
4,126 愛知県 名古屋福祉・服飾専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
4,127 愛知県 名古屋福祉・服飾専門学校 服飾・家政専門課程服飾科（２年）
4,128 愛知県 名古屋福祉法経専門学校 教育・社会福祉専門課程医療福祉学科Ⅰ
4,129 愛知県 名古屋福祉法経専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
4,130 愛知県 名古屋福祉法経専門学校 教育・社会福祉専門課程在宅福祉学科Ⅰ
4,131 愛知県 名古屋福祉法経専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科Ⅰ
4,132 愛知県 名古屋福祉法経専門学校 教育・社会福祉専門課程精神保健福祉学科Ⅱ
4,133 愛知県 名古屋福祉法経専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉教育学科Ⅱ
4,134 愛知県 名古屋福祉法経専門学校 文化・教養専門課程外語ビジネス情報Ａ学科Ⅰ
4,135 愛知県 名古屋福祉法経専門学校 文化・教養専門課程法経情報学科Ⅰ
4,136 愛知県 名古屋服飾専門学校 家政専門課程ファッションテクニカル科
4,137 愛知県 名古屋服飾専門学校 家政専門課程ファッションビジネス科
4,138 愛知県 名古屋文化学園医療福祉専門学校 医療専門課程言語聴覚科
4,139 愛知県 名古屋文化学園医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
4,140 愛知県 名古屋文化学園医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科
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4,141 愛知県 名古屋文化学園保育専門学校 教育専門課程保育科第１部
4,142 愛知県 名古屋文化学園保育専門学校 教育専門課程保育科第２部（幼稚園教員保育士コース）
4,143 愛知県 名古屋文理短期大学栄養士養成所 専門課程栄養士科
4,144 愛知県 名古屋保育・福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
4,145 愛知県 名古屋保育・福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科
4,146 愛知県 名古屋保育・福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科第二部
4,147 愛知県 名古屋法経情報専門学校堀田校 商業実務専門課程ＯＡ秘書科
4,148 愛知県 名古屋法律経済専門学校 商業実務専門課程公務員科
4,149 愛知県 名古屋法律経済専門学校 商業実務専門課程商学科
4,150 愛知県 名古屋法律経済専門学校 商業実務専門課程商経科（昼間部）
4,151 愛知県 名古屋法律経済専門学校 商業実務専門課程福祉ビジネス科
4,152 愛知県 名古屋法律経済専門学校 商業実務専門課程法学科
4,153 愛知県 名古屋モード学園 服飾・家政専門課程インテリア学科
4,154 愛知県 名古屋モード学園 服飾・家政専門課程スタイリスト学科
4,155 愛知県 名古屋モード学園 服飾・家政専門課程ファッション技術学科昼間部
4,156 愛知県 名古屋モード学園 服飾・家政専門課程ファッションデザイン科昼間部
4,157 愛知県 名古屋モード学園 服飾・家政専門課程ファッションビジネス科昼間部
4,158 愛知県 名古屋モード学園 服飾・家政専門課程メイク・ヘアー学科
4,159 愛知県 名古屋モード学園 服飾・家政専門課程モード基礎学科（修業年限２年の課程に限る。）
4,160 愛知県 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科
4,161 愛知県 名古屋リゾートアンドスポーツ専門学校 文化・教養専門課程リゾートスポーツ科
4,162 愛知県 西尾高等家政専門学校 家政専門課程専門科昼間部
4,163 愛知県 西尾市立看護専門学校 医療専門課程看護学科
4,164 愛知県 日慧調理専門学校 衛生専門課程食品技術管理専門士科
4,165 愛知県 日産愛知自動車工業専門学校 工業専門課程自動車整備科
4,166 愛知県 日本医療福祉専門学校 医療専門課程作業療法学科
4,167 愛知県 日本医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程医療福祉情報学科
4,168 愛知県 日本福祉建築専門学校 工業専門課程福祉建築学科
4,169 愛知県 日本福祉大学高浜専門学校 医療専門課程作業療法学科
4,170 愛知県 日本福祉大学高浜専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
4,171 愛知県 日本福祉大学中央福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉士科
4,172 愛知県 布池外語専門学校 文化教養専門課程オーバーシーズ学科
4,173 愛知県 布池外語専門学校 文化教養専門課程コミュニケーション学科
4,174 愛知県 半田常滑看護専門学校 医療専門課程第１看護科
4,175 愛知県 半田常滑看護専門学校 医療専門課程第２看護科
4,176 愛知県 東三河看護専門学校 医療専門課程看護科
4,177 愛知県 ビジネス教養専門学校エクセレンス 商業実務専門課程コンピュータビジネス科
4,178 愛知県 ビジネス教養専門学校エクセレンス 商業実務専門課程デザインビジネス科
4,179 愛知県 ビジネス教養専門学校エクセレンス 商業実務専門課程ビジネスキャリア科
4,180 愛知県 ビジネス教養専門学校エクセレンス 商業実務専門課程ブライダルビジネス科
4,181 愛知県 ビジネス教養専門学校エクセレンス 商業実務専門課程フラワービジネス科
4,182 愛知県 尾北看護専門学校 医療専門課程看護学科
4,183 愛知県 藤田コンピュータ専門学校 工業専門課程コンピュータ・グラフィックス本科
4,184 愛知県 藤田コンピュータ専門学校 工業専門課程プログラミング・ビジネス本科
4,185 愛知県 藤田コンピュータ専門学校 工業専門課程プログラミング・メディカル本科
4,186 愛知県 藤田保健衛生大学看護専門学校 医療専門課程看護科（３年課程全日制）
4,187 愛知県 藤田保健衛生大学リハビリテーション専門学校 医療専門課程作業療法科
4,188 愛知県 藤田保健衛生大学リハビリテーション専門学校 医療専門課程理学療法科
4,189 愛知県 ブライド専門学校 家政専門課程洋裁科昼間部
4,190 愛知県 三河歯科衛生専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
4,191 愛知県 三菱自動車整備専門学校 工業専門課程自動車車体整備科
4,192 愛知県 三菱自動車整備専門学校 工業専門課程自動車整備科
4,193 愛知県 名鉄看護専門学校 医療専門課程看護学科
4,194 愛知県 名鉄自動車専門学校 工業専門課程自動車整備科
4,195 愛知県 明美文化服装専門学校 服飾・家政専門課程服装科
4,196 愛知県 八事看護専門学校 医療専門課程看護科
4,197 愛知県 山本学園情報文化専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科
4,198 愛知県 米田柔整専門学校 医療専門課程柔道整復科第１部
4,199 愛知県 米田柔整専門学校 医療専門課程柔道整復科第２部
4,200 愛知県 労働福祉事業団中部労災看護専門学校 医療専門課程看護学科
4,201 三重県 旭理容美容専門学校 衛生専門課程美容科
4,202 三重県 旭理容美容専門学校 衛生専門課程理容科
4,203 三重県 伊勢保健衛生専門学校 医療専門課程看護学科
4,204 三重県 伊勢保健衛生専門学校 医療専門課程歯科衛生学科
4,205 三重県 伊勢理容美容専門学校 衛生専門課程美容科
4,206 三重県 伊勢理容美容専門学校 衛生専門課程理容科
4,207 三重県 桑名医師会立桑名看護専門学校 医療専門課程看護学科
4,208 三重県 桑名文化専門学校 家政専門課程服飾技術科昼間部
4,209 三重県 国立三重中央病院附属三重中央看護学校 看護専門課程看護学科
4,210 三重県 サンコンピュータビジネス専門学校 工業専門課程環境バイオテクノロジー科
4,211 三重県 サンコンピュータビジネス専門学校 商業実務専門課程情報処理科
4,212 三重県 鈴鹿オフィスワーク医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
4,213 三重県 鈴鹿オフィスワーク医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科
4,214 三重県 鈴鹿オフィスワーク医療福祉専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス学科
4,215 三重県 鈴鹿オフィスワーク医療福祉専門学校 商業実務専門課程第２情報処理科
4,216 三重県 勢京ビジネス専門学校 商業実務専門課程商経ビジネス学科
4,217 三重県 聖十字福祉専門学校 人間関係学専門課程介護福祉士科
4,218 三重県 専門学校サイトアンドサウンドカレッジ ビジネス専門課程情報実務学科
4,219 三重県 中部医療ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科昼間部
4,220 三重県 中部医療ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科夜間部
4,221 三重県 中部医療ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書科昼間部
4,222 三重県 中部医療ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書科夜間部
4,223 三重県 中部生活技術専門学校 家政専門課程洋裁科
4,224 三重県 中部調理製菓専門学校 衛生専門課程調理科夜間部
4,225 三重県 中部調理製菓専門学校 衛生専門課程調理総合学科
4,226 三重県 津看護専門学校 医療専門課程看護学科
4,227 三重県 津田情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療管理科
4,228 三重県 津田情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際観光科
4,229 三重県 津田情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程コンピュータビジネス科
4,230 三重県 津田体育専門学校 社会体育専門課程社会体育科
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4,231 三重県 津田体育専門学校 社会体育専門課程幼児体育科
4,232 三重県 津文化服装専門学校 家政専門課程服飾技術科昼間部
4,233 三重県 名張市立看護専門学校 看護専門課程看護学科
4,234 三重県 久居文化専門学校 家政専門課程服飾科昼間部
4,235 三重県 松阪看護専門学校 医療専門課程看護学科
4,236 三重県 三重介護福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科
4,237 三重県 三重県岡波看護専門学校 専門課程第１看護学科
4,238 三重県 三重県岡波看護専門学校 専門課程第２看護学科
4,239 三重県 三重県厚生連看護専門学校 医療専門課程看護学科
4,240 三重県 三重県立公衆衛生学院 医療専門課程歯科衛生学科
4,241 三重県 三重県立公衆衛生学院 医療専門課程歯科技工学科
4,242 三重県 三重調理専門学校 衛生専門課程調理経営学科
4,243 三重県 八木学園専門学校 家政専門課程服装科昼間部
4,244 三重県 八木学園専門学校 商業実務専門課程生活情報処理科
4,245 三重県 山田赤十字看護専門学校 専門課程看護学科
4,246 三重県 ユマニテク医療専門学校 医療専門課程作業療法学科
4,247 三重県 ユマニテク医療専門学校 医療専門課程理学療法学科
4,248 三重県 ユマニテク看護専門学校 医療専門課程看護学科
4,249 三重県 ユマニテク歯科衛生専門学校 医療専門課程歯科衛生学科
4,250 三重県 ユマニテク調理製菓専門学校 衛生専門課程製菓製パン総合学科
4,251 三重県 ユマニテク調理製菓専門学校 衛生専門課程総合調理学科
4,252 三重県 ユマニテクデザイン専門学校 服飾専門課程ファッションデザイン学科
4,253 三重県 ユマニテク福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科
4,254 三重県 四日市医師会看護専門学校 看護専門課程看護学科
4,255 三重県 四日市市立四日市高等看護学院 専門課程第１看護学科
4,256 三重県 四日市市立四日市高等看護学院 専門課程第２看護学科
4,257 三重県 四日市福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科
4,258 三重県 四日市福祉専門学校 社会福祉専門課程第二介護福祉学科
4,259 滋賀県 叡山学院 文化教養専門課程仏教研究科
4,260 滋賀県 叡山学院 文化教養専門課程仏教本科
4,261 滋賀県 近江神宮附属近江時計眼鏡宝飾専門学校 工業専門課程時計宝飾科
4,262 滋賀県 近江神宮附属近江時計眼鏡宝飾専門学校 工業専門課程時計眼鏡宝飾科
4,263 滋賀県 近江神宮附属近江時計眼鏡宝飾専門学校 工業専門課程眼鏡宝飾科
4,264 滋賀県 近江八幡市立看護専門学校 看護専門課程看護学科
4,265 滋賀県 大津市民病院付属看護専門学校 看護専門課程看護学科
4,266 滋賀県 大津赤十字看護専門学校 専門課程看護学科
4,267 滋賀県 大津文化ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科
4,268 滋賀県 華頂高等看護学院 医療専門課程看護学科
4,269 滋賀県 華頂社会福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
4,270 滋賀県 甲賀健康医療専門学校 医療専門課程柔道整復科
4,271 滋賀県 甲賀健康医療専門学校 文化教養専門課程スポーツ健康科（２年課程）
4,272 滋賀県 甲賀健康医療専門学校 文化教養専門課程スポーツ健康科（３年課程）
4,273 滋賀県 滋賀医療技術専門学校 医療専門課程看護学科
4,274 滋賀県 滋賀医療技術専門学校 医療専門課程作業療法学科
4,275 滋賀県 滋賀医療技術専門学校 医療専門課程理学療法学科
4,276 滋賀県 滋賀県堅田看護専門学校 医療専門課程看護学科
4,277 滋賀県 滋賀県済生会看護専門学校 看護専門課程看護第１学科
4,278 滋賀県 滋賀県済生会看護専門学校 看護専門課程看護第２学科
4,279 滋賀県 滋賀県歯科医師会滋賀県歯科技工士専門学校 医療専門課程歯科技工士科
4,280 滋賀県 滋賀県立看護専門学校 看護専門課程看護学科
4,281 滋賀県 滋賀県立総合保健専門学校 看護専門課程看護第１学科
4,282 滋賀県 滋賀県立総合保健専門学校 看護専門課程看護第２学科
4,283 滋賀県 滋賀県立総合保健専門学校 歯科衛生専門課程歯科衛生学科
4,284 滋賀県 スワン服飾専門学校 服飾・家政専門課程洋裁学科昼間部
4,285 滋賀県 淡海書道文化専門学校 文化教養専門課程書道研究科
4,286 滋賀県 松島服飾専門学校 服飾・家政専門課程洋裁学科昼間部
4,287 滋賀県 松島服飾専門学校 服飾・家政専門課程和裁学科昼間部
4,288 滋賀県 水口女子専門学校 専門課程生活学科
4,289 滋賀県 水口女子専門学校 専門課程服飾デザイン科
4,290 滋賀県 水口女子専門学校 専門課程幼児学科
4,291 滋賀県 守山高等女子専門学校 服飾・家政専門課程専攻科
4,292 京都府 アミューズ美容専門学校 衛生専門課程美容科
4,293 京都府 池坊文化学院 文化・教養専門課程文化芸術科２年課程
4,294 京都府 裏千家学園茶道専門学校 文化・教養専門課程茶道科
4,295 京都府 キャリエールホテル旅行専門学校 商業実務専門課程ホテル学科
4,296 京都府 キャリエールホテル旅行専門学校 商業実務専門課程旅行学科
4,297 京都府 京都芸術デザイン専門学校 商業実務専門課程デザイン総合学科
4,298 京都府 京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科
4,299 京都府 京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 商業実務専門課程国際ホテル学科
4,300 京都府 京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 文化教養専門課程健康福祉学科
4,301 京都府 京都医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
4,302 京都府 京都医療福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科
4,303 京都府 京都インターアクト美術学校 文化教養専門課程美術科
4,304 京都府 京都栄養士専門学校 衛生専門課程栄養士科
4,305 京都府 京都栄養士専門学校 商業実務専門課程医療秘書科
4,306 京都府 京都外国語専門学校 文化・教養専門課程インドネシア語学科
4,307 京都府 京都外国語専門学校 文化・教養専門課程英米語学科
4,308 京都府 京都外国語専門学校 文化・教養専門課程韓国・朝鮮語学科
4,309 京都府 京都外国語専門学校 文化・教養専門課程タイ語学科
4,310 京都府 京都外国語専門学校 文化・教養専門課程中国語学科
4,311 京都府 京都外国語専門学校 文化・教養専門課程日本語コミュニケーション学科
4,312 京都府 京都外国語専門学校 文化・教養専門課程ベトナム語学科
4,313 京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程インテリアデザイン学科
4,314 京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程映像音響学科
4,315 京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程建築デザイン学科
4,316 京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程自動車工学科
4,317 京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程写真芸術学科
4,318 京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程情報システム学科
4,319 京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程生物工学科
4,320 京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程総合機械学科
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4,321 京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程電気工学科
4,322 京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程電子工学科
4,323 京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程非破壊検査学科
4,324 京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程メディア・クリエイト学科
4,325 京都府 京都桂看護専門学校 医療専門課程看護学科
4,326 京都府 京都川上服飾専門学校 服飾・家政専門課程編物科
4,327 京都府 京都川上服飾専門学校 服飾・家政専門課程洋裁科
4,328 京都府 京都川上服飾専門学校 服飾家政専門課程編物学科
4,329 京都府 京都川上服飾専門学校 服飾家政専門課程洋裁学科
4,330 京都府 京都看護専門学校 医療専門課程看護科
4,331 京都府 京都経済専門学校 商業実務専門課程ビジネス総合学科
4,332 京都府 京都芸術デザイン専門学校 商業実務専門課程クリエイティブデザイン学科
4,333 京都府 京都芸術デザイン専門学校 商業実務専門課程国際学科
4,334 京都府 京都芸術デザイン専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科
4,335 京都府 京都芸術デザイン専門学校 商業実務専門課程ホテル学科
4,336 京都府 京都芸術デザイン専門学校 商業実務専門課程旅行学科
4,337 京都府 京都建築専門学校 工業専門課程建築科
4,338 京都府 京都建築専門学校 工業専門課程建築科二部
4,339 京都府 京都国際建築技術専門学校 工業専門課程建築科
4,340 京都府 京都国際建築技術専門学校 工業専門課程都市工学科
4,341 京都府 京都コンピュータ学院鴨川校 工業専門課程芸術情報学科
4,342 京都府 京都コンピュータ学院鴨川校 工業専門課程国際情報処理科
4,343 京都府 京都コンピュータ学院鴨川校 工業専門課程コンピュータアート科
4,344 京都府 京都コンピュータ学院鴨川校 工業専門課程コンピュータデザイン科
4,345 京都府 京都コンピュータ学院鴨川校 工業専門課程情報処理科
4,346 京都府 京都コンピュータ学院京都駅前校 工業専門課程ゲーム開発科
4,347 京都府 京都コンピュータ学院京都駅前校 工業専門課程情報科学科
4,348 京都府 京都コンピュータ学院京都駅前校 工業専門課程情報処理科
4,349 京都府 京都コンピュータ学院京都駅前校 工業専門課程ネットワーク学科
4,350 京都府 京都コンピュータ学院京都駅前校 工業専門課程メディア情報学科
4,351 京都府 京都コンピュータ学院洛北校 工業専門課程コンピュータ工学科
4,352 京都府 京都コンピュータ学院洛北校 工業専門課程情報工学科
4,353 京都府 京都コンピュータ学院洛北校 工業専門課程メディア工学科
4,354 京都府 京都コンピュータ技術専門学校 工業専門課程情報工学科
4,355 京都府 京都歯科医療技術専門学校 医療専門課程衛生士科
4,356 京都府 京都歯科医療技術専門学校 医療専門課程技工士科
4,357 京都府 京都自動車専門学校 工業専門課程自動車整備工学科
4,358 京都府 京都情報ビジネス住環境専門学校 工業専門課程環境デザイン学科
4,359 京都府 京都情報ビジネス住環境専門学校 商業実務専門課程国際ビジネス学科
4,360 京都府 京都情報ビジネス住環境専門学校 服飾家政専門課程デザイン学科
4,361 京都府 京都食品衛生専門学校 衛生専門課程調理師本科昼間部
4,362 京都府 京都食品衛生専門学校 衛生専門課程調理師本科夜間部
4,363 京都府 京都第一赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科
4,364 京都府 京都第二赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科
4,365 京都府 京都中央看護専門学校 看護専門課程看護学科
4,366 京都府 京都調理師専門学校 衛生専門課程上級調理師科
4,367 京都府 京都デザイン専門学校 工業専門課程高速自動車学科
4,368 京都府 京都デザイン専門学校 工業専門課程視覚デザイン学科
4,369 京都府 京都デザイン専門学校 工業専門課程自動車デザイン学科
4,370 京都府 京都デザイン専門学校 工業専門課程生活デザイン学科
4,371 京都府 京都デザイン専門学校 文化教養専門課程広告編集デザイン学科
4,372 京都府 京都伝統工芸専門学校 工業専門課程伝統工芸学科
4,373 京都府 京都伝統工芸専門学校 工業専門課程伝統工芸専攻科
4,374 京都府 京都バレエ専門学校 文化教養専門課程バレエ本科
4,375 京都府 京都ピアノ技術専門学校 工業専門課程調律学科
4,376 京都府 京都美容専門学校 衛生専門課程美容科
4,377 京都府 京都府医師会看護専門学校 看護専門課程看護学科２年課程
4,378 京都府 京都府医師会看護専門学校 看護専門課程看護学科３年課程
4,379 京都府 京都府看護専修学校 看護専門課程看護科
4,380 京都府 京都福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
4,381 京都府 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
4,382 京都府 京都保育福祉専門学院 教育・社会福祉専門課程社会福祉科
4,383 京都府 京都保育福祉専門学院 教育・社会福祉専門課程保育科
4,384 京都府 京都保健衛生専門学校 医療専門課程看護学科二年課程（全日制）
4,385 京都府 京都保健衛生専門学校 医療専門課程看護学科二年課程（昼間定時制）
4,386 京都府 京都保健衛生専門学校 医療専門課程看護学科三年課程
4,387 京都府 京都保健衛生専門学校 医療専門課程第一臨床検査学科
4,388 京都府 京都保健衛生専門学校 医療専門課程第二臨床検査学科
4,389 京都府 京都理容美容専修学校 衛生専門課程美容科
4,390 京都府 京都理容美容専修学校 衛生専門課程理容科
4,391 京都府 京都和裁専門学校 服飾・家政専門課程和裁本科
4,392 京都府 近畿高等看護専門学校 医療専門課程看護学科
4,393 京都府 公立南丹病院附属高等看護学院 看護専門課程看護学科
4,394 京都府 国立京都病院附属看護助産学校 看護専門課程看護学科
4,395 京都府 国立舞鶴病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
4,396 京都府 国立療養所宇多野病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
4,397 京都府 国立療養所南京都病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
4,398 京都府 市立福知山市民病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
4,399 京都府 専門学校ビジネスカレッジ京都 商業実務専門課程経理ビジネス学科
4,400 京都府 専門学校ビジネスカレッジ京都 商業実務専門課程国際貿易ビジネス学科
4,401 京都府 専門学校ビジネスカレッジ京都 商業実務専門課程ベンチャービジネス学科
4,402 京都府 専門学校ビジネスカレッジ京都 商業実務専門課程流通ビジネス学科
4,403 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
4,404 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ビジネス科
4,405 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プロダクション科
4,406 京都府 ディーズファッション専門学校 文化教養専門課程スペースディスプレイ科
4,407 京都府 日産学園京都自動車工業専門学校 工業専門課程自動車車体整備科
4,408 京都府 日産学園京都自動車工業専門学校 工業専門課程自動車整備科
4,409 京都府 ニット・ファッション専門学校 服飾・家政専門課程キモノ・クリエーター科
4,410 京都府 ニット・ファッション専門学校 服飾・家政専門課程ニット・デザイン科
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4,411 京都府 ニット・ファッション専門学校 服飾・家政専門課程服飾造形科
4,412 京都府 日本バプテスト看護専門学校 医療専門課程看護科
4,413 京都府 バイオカレッジ京都 工業専門課程バイオ工学科
4,414 京都府 バイオカレッジ京都 商業実務専門課程バイオビジネス学科
4,415 京都府 福知山女子専門学校 服飾・家政専門課程服飾芸術科
4,416 京都府 京都府医師会看護専門学校 看護専門課程看護第二学科
4,417 京都府 洛和会京都看護学校 医療専門課程第１看護学科
4,418 大阪府 ＮＲＢ日本理容美容専門学校 衛生専門課程美容科昼間部
4,419 大阪府 ＮＲＢ日本理容美容専門学校 衛生専門課程美容科夜間部
4,420 大阪府 ＮＲＢ日本理容美容専門学校 衛生専門課程理容科
4,421 大阪府 愛仁会看護助産専門学校 看護専門課程看護学科
4,422 大阪府 藍野医療福祉専門学校 医療専門課程医療福祉ビジネス学科
4,423 大阪府 藍野医療福祉専門学校 医療専門課程看護学科（２年課程）
4,424 大阪府 藍野医療福祉専門学校 医療専門課程作業療法学科
4,425 大阪府 藍野医療福祉専門学校 医療専門課程理学療法学科
4,426 大阪府 藍野医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科
4,427 大阪府 イーシーシー国際外語専門学校 語学ビジネス専門課程英語ビジネス学科
4,428 大阪府 イーシーシー国際外語専門学校 語学ビジネス専門課程観光旅行学科
4,429 大阪府 イーシーシー国際外語専門学校 語学ビジネス専門課程日本語学科
4,430 大阪府 イーシーシーコンピュータ専門学校 工業専門課程経営工学科
4,431 大阪府 イーシーシーコンピュータ専門学校 工業専門課程情報工学研究学科
4,432 大阪府 イーシーシーコンピュータ専門学校 工業専門課程デジタルクリエイター学科
4,433 大阪府 イーシーシーコンピュータ専門学校 工業専門課程マルチメディア学科
4,434 大阪府 イーシーシーコンピュータ専門学校 工業専門課程マルチメディア研究学科
4,435 大阪府 伊東ファッションデザイン専門学校 ファッションデザイン専門課程ファッションデザイン学科昼間部
4,436 大阪府 上田安子服飾専門学校 ファッション専門課程ファッションクリエイター学科
4,437 大阪府 上田安子服飾専門学校 ファッション専門課程ファッションクリエイター夜間学科
4,438 大阪府 上田安子服飾専門学校 ファッション専門課程ファッション工芸デザイン学科
4,439 大阪府 上田安子服飾専門学校 ファッション専門課程ファッションビジネス学科
4,440 大阪府 上田安子服飾専門学校 ファッション専門課程ファッションビジネス夜間学科
4,441 大阪府 美原看護専門学校 看護専門課程看護学科
4,442 大阪府 梅田ビジネス専門学校 ビジネス専門課程ｅ－ビジネス学科
4,443 大阪府 梅田ビジネス専門学校 ビジネス専門課程医療事務介護サービス学科
4,444 大阪府 梅田ビジネス専門学校 ビジネス専門課程観光ホテル学科
4,445 大阪府 梅田ビジネス専門学校 ビジネス専門課程コンピュータビジネス学科
4,446 大阪府 梅田ビジネス専門学校 ビジネス専門課程総合ビジネス学科
4,447 大阪府 梅田ビジネス専門学校 ビジネス専門課程ブライダル・ファッションビジネス学科
4,448 大阪府 エールネットワーク専門学校 商業実務課程経営ネットワーク学科
4,449 大阪府 エールネットワーク専門学校 商業実務課程情報ネットワーク学科
4,450 大阪府 エールネットワーク専門学校 商業実務課程ホテル学科
4,451 大阪府 エールネットワーク専門学校 商業実務専門課程営業マーケティング学科
4,452 大阪府 エールネットワーク専門学校 商業実務専門課程経営者育成学科
4,453 大阪府 エールネットワーク専門学校 商業実務専門課程経営情報学科
4,454 大阪府 エールネットワーク専門学校 商業実務専門課程上級シスアド育成学科
4,455 大阪府 エールネットワーク専門学校 商業実務専門課程情報システム研究学科
4,456 大阪府 エールネットワーク専門学校 商業実務専門課程情報処理学科
4,457 大阪府 エールネットワーク専門学校 商業実務専門課程秘書受付ビジネス学科
4,458 大阪府 エールネットワーク専門学校 商業実務専門課程旅行・ホテル学科
4,459 大阪府 大阪ＹＭＣＡ国際専門学校 外国語専門課程英米語学科
4,460 大阪府 大阪ＹＭＣＡ国際専門学校 教育社会福祉専門課程社会体育学科
4,461 大阪府 大阪ＹＭＣＡ国際専門学校 教育社会福祉専門課程福祉体育学科
4,462 大阪府 大阪ＹＭＣＡ国際専門学校 ビジネス専門課程国際ビジネス学科
4,463 大阪府 大阪ＹＭＣＡ国際専門学校 ビジネス専門課程国際秘書学科
4,464 大阪府 大阪ＹＭＣＡ国際専門学校 ビジネス専門課程国際ホテル・トラベル学科
4,465 大阪府 大阪ＹＷＣＡ専門学校 ビジネス専門課程セクレタリアルアーツ学科
4,466 大阪府 大阪アイティー・会計専門学校 商業実務専門課程医療福祉ビジネス学科
4,467 大阪府 大阪アイティー・会計専門学校 商業実務専門課程会計士学科
4,468 大阪府 大阪アイティー・会計専門学校 商業実務専門課程情報管理学科
4,469 大阪府 大阪アイティー・会計専門学校 商業実務専門課程情報経理学科昼間部
4,470 大阪府 大阪アイティー・会計専門学校 商業実務専門課程スポーツビジネス学科
4,471 大阪府 大阪アイティー・会計専門学校 商業実務専門課程税理士学科
4,472 大阪府 大阪アイティー・会計専門学校 商業実務専門課程マルチメディアビジネス学科
4,473 大阪府 大阪医科大学附属看護専門学校 看護専門課程第一看護学科
4,474 大阪府 大阪医科大学附属看護専門学校 看護専門課程第二看護学科
4,475 大阪府 大阪医専 医療専門課程言語聴覚学科
4,476 大阪府 大阪医療技術学園専門学校 医療専門課程医療福祉秘書科
4,477 大阪府 大阪医療技術学園専門学校 医療専門課程薬業科
4,478 大阪府 大阪医療技術学園専門学校 医療専門課程臨床検査技師科
4,479 大阪府 大阪医療技術学園専門学校 教育・社会福祉専門課程医療福祉心理科
4,480 大阪府 大阪医療技術学園専門学校 教育・社会福祉専門課程児童福祉科
4,481 大阪府 大阪医療秘書福祉専門学校 医療秘書専門課程医療秘書科
4,482 大阪府 大阪医療秘書福祉専門学校 医療秘書専門課程医療秘書科夜間部
4,483 大阪府 大阪医療秘書福祉専門学校 介護福祉専門課程介護福祉科
4,484 大阪府 大阪会計専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科
4,485 大阪府 大阪会計専門学校 商業実務専門課程医療福祉ビジネス学科
4,486 大阪府 大阪外語専門学校 外国語専門課程エアポートビジネス科
4,487 大阪府 大阪外語専門学校 外国語専門課程英語通訳ガイド科
4,488 大阪府 大阪外語専門学校 外国語専門課程英語翻訳科
4,489 大阪府 大阪外語専門学校 外国語専門課程国際コミュニケーション学科
4,490 大阪府 大阪外語専門学校 外国語専門課程国際ホテル学科
4,491 大阪府 大阪外語専門学校 外国語専門課程国際留学科２年制
4,492 大阪府 大阪外語専門学校 外国語専門課程国際旅行・テーマパーク学科
4,493 大阪府 大阪外語専門学校 外国語専門課程スチュワーデス・エアライン科
4,494 大阪府 大阪外語専門学校 外国語専門課程総合英語科（昼間部）
4,495 大阪府 大阪外語専門学校 外国語専門課程中国語国際交流学科（昼間部）
4,496 大阪府 大阪外語専門学校 外国語専門課程日本語科２年制
4,497 大阪府 大阪観光専門学校 観光専門課程国際ツーリズム学科
4,498 大阪府 大阪観光専門学校 観光専門課程ホテル学科
4,499 大阪府 大阪観光専門学校 観光専門課程旅行学科昼間部
4,500 大阪府 大阪観光専門学校 観光専門課程レジャービジネス学科



都道府県 専　修　学　校　名 課　　　程　　　名

51

4,501 大阪府 大阪技能専門学校 工業専門課程自動車整備科
4,502 大阪府 大阪技能専門学校 商業実務専門課程情報会計科
4,503 大阪府 大阪教育福祉専門学校 教育福祉専門課程介護福祉科第一部
4,504 大阪府 大阪教育福祉専門学校 教育福祉専門課程介護福祉科第二部
4,505 大阪府 大阪教育福祉専門学校 教育福祉専門課程幼児教育科第一部幼児教育コース
4,506 大阪府 大阪教育福祉専門学校 教育福祉専門課程幼児教育科第一部臨床福祉コース
4,507 大阪府 大阪教育福祉専門学校 教育福祉専門課程幼児教育科第二部
4,508 大阪府 大阪警察病院看護専門学校 看護専門課程看護学科
4,509 大阪府 大阪芸術大学附属大阪美術専門学校 芸術専門課程国際芸術学科
4,510 大阪府 大阪芸術大学附属大阪美術専門学校 芸術専門課程デザイン学科
4,511 大阪府 大阪芸術大学附属大阪美術専門学校 芸術専門課程デザイン工学科
4,512 大阪府 大阪芸術大学附属大阪美術専門学校 芸術専門課程美術工芸学科
4,513 大阪府 大阪建設専門学校 工業専門課程建築学科
4,514 大阪府 大阪建設専門学校 工業専門課程建築学科Ⅱ
4,515 大阪府 大阪建設専門学校 工業専門課程バイオエコロジ科
4,516 大阪府 大阪工業技術専門学校 工業専門課程インテリアデザイン学科
4,517 大阪府 大阪工業技術専門学校 工業専門課程機械学科Ⅰ部
4,518 大阪府 大阪工業技術専門学校 工業専門課程建設土木学科
4,519 大阪府 大阪工業技術専門学校 工業専門課程建築学科Ⅰ部
4,520 大阪府 大阪工業技術専門学校 工業専門課程建築学科Ⅱ部
4,521 大阪府 大阪工業技術専門学校 工業専門課程建築設備科Ⅰ部
4,522 大阪府 大阪工業技術専門学校 工業専門課程建築総合学科
4,523 大阪府 大阪航空技術専門学校 航空技術専門課程航空整備士学科
4,524 大阪府 大阪航空技術専門学校 航空技術専門課程ヘリコプター操縦士学科
4,525 大阪府 大阪航空技術専門学校 ビジネス専門課程エアライン学科
4,526 大阪府 大阪厚生年金看護専門学校 看護専門課程看護科
4,527 大阪府 大阪国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程観光学科
4,528 大阪府 大阪国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程コンピュータ学科
4,529 大阪府 大阪国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス学科
4,530 大阪府 大阪国際福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保健福祉科
4,531 大阪府 大阪国際福祉専門学校 衛生専門課程人間関係科
4,532 大阪府 大阪国際福祉専門学校 文化教養専門課程国際関係科
4,533 大阪府 大阪コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程ＣＧアニメーター科
4,534 大阪府 大阪コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程イラストプロフェッショナル科
4,535 大阪府 大阪コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程インテリアデザイン科
4,536 大阪府 大阪コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程グラフィックデザイン科
4,537 大阪府 大阪コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程ゲームクリエーター科
4,538 大阪府 大阪コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程自動車デザイン科
4,539 大阪府 大阪コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程生活デザイン科
4,540 大阪府 大阪コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程デジタル映像科
4,541 大阪府 大阪コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程動物飼育調教科
4,542 大阪府 大阪コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程ペットビジネス科
4,543 大阪府 大阪コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程マスコミ科
4,544 大阪府 大阪コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程マンガ科
4,545 大阪府 大阪コミュニティワーカー専門学校 介護福祉専門課程コミュニティケア科
4,546 大阪府 大阪コミュニティワーカー専門学校 介護福祉専門課程コミュニティケア科第Ⅱ部
4,547 大阪府 大阪コンピュータ専門学校 工業専門課程情報処理科
4,548 大阪府 大阪コンピュータ専門学校 工業専門課程フォトグラファ科
4,549 大阪府 大阪コンピュータ専門学校 工業専門課程マルチメディア科
4,550 大阪府 大阪済生会中津看護専門学校 看護専門課程看護第１学科
4,551 大阪府 大阪済生会中津看護専門学校 看護専門課程看護第２学科
4,552 大阪府 大阪済生会野江看護専門学校 看護専門課程看護学科
4,553 大阪府 大阪産業大学附属歯科衛生士学院専門学校 医療専門課程歯科衛生士学科
4,554 大阪府 大阪歯科衛生士専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士科
4,555 大阪府 大阪歯科学院専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士学科
4,556 大阪府 大阪歯科学院専門学校 歯科技工士専門課程歯科技工士昼間学科
4,557 大阪府 大阪歯科学院専門学校 歯科技工士専門課程歯科技工士夜間学科
4,558 大阪府 大阪歯科助手専門学校 歯科助手専門課程歯科秘書科
4,559 大阪府 大阪歯科大学歯科衛生士専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士学科
4,560 大阪府 大阪歯科大学歯科技工士専門学校 歯科技工士専門課程本科
4,561 大阪府 大阪自動車整備専門学校 工業専門課程自動車整備科
4,562 大阪府 大阪社会体育専門学校 社会体育専門課程社会体育科
4,563 大阪府 大阪社会福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
4,564 大阪府 大阪聖徳学園社会体育専門学校 社会体育専門課程社会体育科
4,565 大阪府 大阪情報コンピュータ専門学校 情報処理専門課程情報処理学科
4,566 大阪府 大阪情報コンピュータ専門学校 情報処理専門課程総合情報メディア学科
4,567 大阪府 大阪情報コンピュータ専門学校 情報処理専門課程総合ビジネス学科
4,568 大阪府 大阪情報コンピュータ専門学校 情報処理専門課程マルチメディア学科
4,569 大阪府 大阪情報専門学校 工業専門課程システムデザイン科
4,570 大阪府 大阪情報専門学校 工業専門課程情報システム専門科
4,571 大阪府 大阪情報専門学校 工業専門課程大学併修科
4,572 大阪府 大阪情報専門学校 工業専門課程デジタルクリエート科
4,573 大阪府 大阪情報コンピュータ専門学校 情報処理専門課程メディアアート学科
4,574 大阪府 大阪市立環境科学研究所附設栄養専門学校 栄養士専門課程栄養士科
4,575 大阪府 大阪市立看護専門学校 専門課程看護科
4,576 大阪府 大阪市立デザイン教育研究所 専門課程デザイン科
4,577 大阪府 大阪スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程アニメ声優科
4,578 大阪府 大阪スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程音楽プロデュース科昼間部
4,579 大阪府 大阪スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程音楽プロデュース科夜間部
4,580 大阪府 大阪スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程ギタークラフト科
4,581 大阪府 大阪スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程商業音楽科
4,582 大阪府 大阪スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程商業音楽科夜間部
4,583 大阪府 大阪スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程タレントデビュー科
4,584 大阪府 大阪スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程ダンス＆ミュージカル科
4,585 大阪府 大阪スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程ダンス＆ミュージカル科夜間部
4,586 大阪府 大阪スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程プロミュージシャン科
4,587 大阪府 大阪スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程プロミュージシャン科夜間部
4,588 大阪府 大阪スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程メイク＆スタイリスト科
4,589 大阪府 大阪赤十字看護専門学校 看護専門課程看護学科
4,590 大阪府 大阪摂津福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科
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4,591 大阪府 大阪総合デザイン専門学校 デザイン専門課程ＣＧクリエーター学科
4,592 大阪府 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
4,593 大阪府 大阪総合デザイン専門学校 デザイン専門課程ビジュアルデザイン学科
4,594 大阪府 大阪総合デザイン専門学校 デザイン専門課程漫画学科
4,595 大阪府 大阪総合福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科
4,596 大阪府 大阪総合福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科Ⅱ部
4,597 大阪府 大阪総合福祉専門学校 社会福祉専門課程児童ケアワーク科
4,598 大阪府 大阪大学歯学部附属歯科技工士学校 歯科技工専門課程歯科技工学科
4,599 大阪府 大阪短期大学歯科衛生学院専門学校 医療専門課程歯科衛生士学科
4,600 大阪府 大阪中央理容美容専門学校 衛生専門課程美容科
4,601 大阪府 大阪中央理容美容専門学校 衛生専門課程理容科
4,602 大阪府 大阪テクノ・ホルティ園芸専門学校 農業専門課程園芸学科
4,603 大阪府 大阪デザイナー専門学校 デザイン専門課程アニメーション学科
4,604 大阪府 大阪デザイナー専門学校 デザイン専門課程インテリアデザイン学科昼間部
4,605 大阪府 大阪デザイナー専門学校 デザイン専門課程インテリアデザイン学科夜間部
4,606 大阪府 大阪デザイナー専門学校 デザイン専門課程グラフィックデザイン学科昼間部
4,607 大阪府 大阪デザイナー専門学校 デザイン専門課程グラフィックデザイン学科夜間部
4,608 大阪府 大阪デザイナー専門学校 デザイン専門課程建築デザイン学科昼間部
4,609 大阪府 大阪デザイナー専門学校 デザイン専門課程建築デザイン学科夜間部
4,610 大阪府 大阪デザイナー専門学校 デザイン専門課程ファッションデザイン学科昼間部
4,611 大阪府 大阪デジタルテクノ専門学校 工業専門課程建築学科
4,612 大阪府 大阪デジタルテクノ専門学校 工業専門課程生活環境デザイン学科
4,613 大阪府 大阪デジタルテクノ専門学校 工業専門課程電気工学科
4,614 大阪府 大阪デジタルテクノ専門学校 工業専門課程土木工学科
4,615 大阪府 大阪デジタルテクノ専門学校 工業専門課程マルチメディア学科
4,616 大阪府 大阪電子専門学校 工業専門課程音響クリエーティブ科
4,617 大阪府 大阪電子専門学校 工業専門課程情報処理科
4,618 大阪府 大阪電子専門学校 工業専門課程電子工学科
4,619 大阪府 大阪ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程臨床工学技士科
4,620 大阪府 大阪ハイテクノロジー専門学校 教育・社会福祉専門課程保健福祉心理科
4,621 大阪府 大阪ハイテクノロジー専門学校 文化・教養専門課程情報処理科（２年課程）
4,622 大阪府 大阪ハイテクノロジー専門学校 文化・教養専門課程スポーツ科学科
4,623 大阪府 大阪ハイテクノロジー専門学校 文化・教養専門課程生命工学技術科
4,624 大阪府 大阪ハイテクノロジー専門学校 文化教養専門課程医療福祉科学科
4,625 大阪府 大阪ビジネスカレッジ専門学校 ビジネス専門課程経営学科
4,626 大阪府 大阪ビジネスカレッジ専門学校 ビジネス専門課程情報ビジネス学科
4,627 大阪府 大阪ビジネスカレッジ専門学校 ビジネス専門課程スポーツ産業学科
4,628 大阪府 大阪ビジネスカレッジ専門学校 ビジネス専門課程総合ビジネス学科
4,629 大阪府 大阪ビジネスカレッジ専門学校 ビジネス専門課程ペットビジネス学科
4,630 大阪府 大阪ビジネスカレッジ専門学校 ビジネス専門課程マスコミ・広報学科
4,631 大阪府 大阪美容専門学校 衛生専門課程美容科（昼間）
4,632 大阪府 大阪美容専門学校 衛生専門課程美容科（夜間）
4,633 大阪府 大阪ファッションアート専門学校 ファッション専門課程デザイン学科
4,634 大阪府 大阪ファッションアート専門学校 ファッション専門課程ファッション学科
4,635 大阪府 大阪府医師会看護専門学校 看護専門課程看護第１科（３年課程全日制）
4,636 大阪府 大阪府医師会看護専門学校 看護専門課程看護第２科
4,637 大阪府 大阪服飾造形専門学校 服飾専門課程服飾造形学科昼間部
4,638 大阪府 大阪物療専門学校 医療専門課程第１放射線科
4,639 大阪府 大阪物療専門学校 医療専門課程第２放射線科
4,640 大阪府 大阪府立千里看護専門学校 看護専門課程看護第１科
4,641 大阪府 大阪府立千里看護専門学校 看護専門課程看護第２科
4,642 大阪府 大阪府立貿易専門学校 商業実務専門課程貿易科
4,643 大阪府 大阪文化服装学院 ファッション専門課程インテリアデザイン学科
4,644 大阪府 大阪文化服装学院 ファッション専門課程ファッションクリエイター学科
4,645 大阪府 大阪文化服装学院 ファッション専門課程ファッションビジネス学科
4,646 大阪府 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学科
4,647 大阪府 大阪ベルェベル美容専門学校 衛生専門課程カラービューティー科
4,648 大阪府 大阪ベルェベル美容専門学校 衛生専門課程美容科
4,649 大阪府 大阪法律専門学校 文化教養専門課程行政マルチメディア学科
4,650 大阪府 大阪法律専門学校 文化教養専門課程宅建ビジネス学科
4,651 大阪府 大阪法律専門学校 文化教養専門課程法律学科（３年課程）
4,652 大阪府 大阪法律専門学校 文化教養専門課程法律学科昼間部（２年課程）
4,653 大阪府 大阪法律専門学校 文化教養専門課程法律行政学科
4,654 大阪府 大阪法律専門学校 文化教養専門課程法律社会学科
4,655 大阪府 大阪法律専門学校 文化教養専門課程法律ビジネス学科（昼間部）
4,656 大阪府 大阪保健福祉専門学校 医療専門課程看護学科
4,657 大阪府 大阪保健福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程医療福祉科
4,658 大阪府 大阪保健福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科昼間部
4,659 大阪府 大阪保健福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科夜間部
4,660 大阪府 大阪保健福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程健康福祉科
4,661 大阪府 大阪保健福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科
4,662 大阪府 大阪モード学園 ファッション専門課程インテリア学科
4,663 大阪府 大阪モード学園 ファッション専門課程グラフィック学科
4,664 大阪府 大阪モード学園 ファッション専門課程スタイリスト学科
4,665 大阪府 大阪モード学園 ファッション専門課程ファッション技術学科
4,666 大阪府 大阪モード学園 ファッション専門課程ファッションデザイン学科昼間部
4,667 大阪府 大阪モード学園 ファッション専門課程ファッションビジネス学科
4,668 大阪府 大阪モード学園 ファッション専門課程ファッションビジネス学科昼間部
4,669 大阪府 大阪モード学園 ファッション専門課程メイク・ヘアー学科
4,670 大阪府 大阪モード学園 ファッション専門課程モード基礎学科（ファッション専攻）
4,671 大阪府 大阪薬業専門学校 薬種商専門課程薬学科昼間部
4,672 大阪府 大阪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科
4,673 大阪府 大阪リゾートアンドスポーツ専門学校 社会体育専門課程リゾートビジネス科
4,674 大阪府 大阪リゾートアンドスポーツ専門学校 社会体育専門課程レジャースポーツ科
4,675 大阪府 大阪リハビリテーション専門学校 医療専門課程言語聴覚学科
4,676 大阪府 大手前栄養製菓学院専門学校 衛生専門課程栄養学科
4,677 大阪府 大原医療秘書福祉専門学校 教育社会福祉専門課程福祉学科
4,678 大阪府 大原医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科
4,679 大阪府 大原法律専門学校大阪校 文化教養専門課程法律行政学科２年制
4,680 大阪府 大原簿記専門学校大阪校 商業実務専門課程公認会計士学科
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4,681 大阪府 大原簿記専門学校大阪校 商業実務専門課程公務員ビジネス学科
4,682 大阪府 大原簿記専門学校大阪校 商業実務専門課程情報処理学科
4,683 大阪府 大原簿記専門学校大阪校 商業実務専門課程スポーツ産業学科
4,684 大阪府 大原簿記専門学校大阪校 商業実務専門課程税理士学科
4,685 大阪府 大原簿記専門学校大阪校 商業実務専門課程総合ビジネス学科
4,686 大阪府 大原簿記専門学校大阪校 商業実務専門課程マルチメディア学科
4,687 大阪府 柏孝子編物専門学校 服飾家政専門課程編物手芸学科昼間部
4,688 大阪府 柏孝子編物専門学校 服飾家政専門課程編物手芸学科夜間部
4,689 大阪府 桂学園デザイン専門学校 ファッション専門課程ファッションクリエーター学科
4,690 大阪府 桂学園デザイン専門学校 ファッション専門課程ファッションスタイリスト学科（２年制）
4,691 大阪府 河　医療技術専門学校 医療専門課程作業療法学科
4,692 大阪府 河　医療技術専門学校 医療専門課程理学療法学科
4,693 大阪府 河��会看護専門学校 看護専門課程看護第１学科
4,694 大阪府 河��会看護専門学校 看護専門課程看護第２学科
4,695 大阪府 河内長野看護専門学校 看護専門課程看護学科
4,696 大阪府 関西医科大学附属看護専門学校 医療専門課程第一看護学科
4,697 大阪府 関西医療学園専門学校 医療専門課程柔道整復学科昼間部
4,698 大阪府 関西医療学園専門学校 医療専門課程柔道整復学科夜間部
4,699 大阪府 関西医療学園専門学校 医療専門課程東洋医療学科
4,700 大阪府 関西医療学園専門学校 医療専門課程理学療法学科
4,701 大阪府 関西医療技術専門学校 医療専門課程作業療法学科
4,702 大阪府 関西医療技術専門学校 医療専門課程理学療法学科
4,703 大阪府 関西医療技術専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科
4,704 大阪府 関西医療技術専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス学科
4,705 大阪府 関西外語専門学校 国際文化専門課程アジア語文ビジネス学科
4,706 大阪府 関西外語専門学校 国際文化専門課程英語・国際ビジネス研究科
4,707 大阪府 関西外語専門学校 国際文化専門課程英語・国際ビジネス本科
4,708 大阪府 関西外語専門学校 国際文化専門課程日本語教員養成科
4,709 大阪府 関西外語専門学校 国際文化専門課程日本語総合学科
4,710 大阪府 関西看護専門学校 看護専門課程看護学科１科
4,711 大阪府 関西きもの専門学校 家政専門課程和裁学科昼間部
4,712 大阪府 関西経理専門学校 商業実務専門課程企業情報研究科（修業年限２年の課程）
4,713 大阪府 関西経理専門学校 商業実務専門課程経営学科
4,714 大阪府 関西経理専門学校 商業実務専門課程経営専門学科昼間部
4,715 大阪府 関西経理専門学校 商業実務専門課程経理専門学科夜間部
4,716 大阪府 関西経理専門学校 商業実務専門課程情報処理学科昼間部
4,717 大阪府 関西社会福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
4,718 大阪府 関西情報工学院専門学校 専門課程情報処理科
4,719 大阪府 関西デザイン造形専門学校 ファッション専門課程プロダクト学科
4,720 大阪府 関西デザイン造形専門学校 文化・教養専門課程デザイン造形学科
4,721 大阪府 関西テレビ電気専門学校 工業専門課程電気テレビ科昼間部
4,722 大阪府 関西テレビ電気専門学校 工業専門課程電気テレビ科夜間部
4,723 大阪府 関西テレビ電気専門学校 工業専門課程放送電子科
4,724 大阪府 関西ピアノ専門音楽学校 文化教養専門課程音楽研究科
4,725 大阪府 関西ピアノ専門音楽学校 文化教養専門課程音楽本科
4,726 大阪府 関西美容専門学校 美容専門課程美容科昼間部
4,727 大阪府 関西美容専門学校 美容専門課程美容科夜間部
4,728 大阪府 岸和田市医師会看護専門学校 看護専門課程看護科
4,729 大阪府 北大阪福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉学科
4,730 大阪府 キャットミュージックカレッジ専門学校 文化教養専門課程音楽学科
4,731 大阪府 キャットミュージックカレッジ専門学校 文化教養専門課程音楽技術学科
4,732 大阪府 キャットミュージックカレッジ専門学校 文化教養専門課程音楽教育学科
4,733 大阪府 キリスト教社会福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
4,734 大阪府 キリスト教社会福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程児童福祉科
4,735 大阪府 キリスト教社会福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科
4,736 大阪府 近畿医療技術専門学校 医療専門課程放射線科昼間部
4,737 大阪府 近畿医療技術専門学校 医療専門課程放射線科夜間部
4,738 大阪府 近畿医療技術専門学校 医療専門課程臨床検査科昼間部
4,739 大阪府 近畿医療技術専門学校 医療専門課程臨床検査科夜間部
4,740 大阪府 近畿コンピュータ電子専門学校 情報処理専門課程情報クリエイタ学科
4,741 大阪府 近畿コンピュータ電子専門学校 情報処理専門課程情報クリエイタ工学科（３年制）
4,742 大阪府 近畿コンピュータ電子専門学校 情報処理専門課程情報クリエイタ工学科（４年制）
4,743 大阪府 近畿コンピュータ電子専門学校 情報処理専門課程プログラマ学科
4,744 大阪府 近畿コンピュータ電子専門学校 情報処理専門課程電子科
4,745 大阪府 近畿コンピュータ電子専門学校 情報処理専門課程電子研究科
4,746 大阪府 近畿コンピュータ電子専門学校 情報処理専門課程ビジネス科
4,747 大阪府 近畿コンピュータ電子専門学校 ビジネス専門課程ＯＡビジネス科
4,748 大阪府 近畿社会福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
4,749 大阪府 近畿測量専門学校 工業専門課程情報測量学科
4,750 大阪府 久米田看護専門学校 看護専門課程看護学科
4,751 大阪府 グラムール関西美容理容専門学校 衛生専門課程美容科昼間部
4,752 大阪府 グラムール関西美容理容専門学校 衛生専門課程美容科夜間部
4,753 大阪府 グラムール関西美容理容専門学校 衛生専門課程理容科昼間部
4,754 大阪府 京阪奈社会福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
4,755 大阪府 京阪奈社会福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科
4,756 大阪府 鴻池社会福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉科
4,757 大阪府 鴻池ファッションデザイン専門学校 服飾デザイン専門課程ファッションデザイン学科昼間部
4,758 大阪府 鴻池ファッションデザイン専門学校 服飾デザイン専門課程ファッションデザイン学科夜間部
4,759 大阪府 香里ヶ丘看護専門学校 看護専門課程第１看護学科
4,760 大阪府 香里ヶ丘看護専門学校 看護専門課程第２看護学科
4,761 大阪府 国立大阪病院附属看護助産学校 看護専門課程看護学科
4,762 大阪府 国立大阪南病院附属大阪南看護学校 看護専門課程看護学科
4,763 大阪府 国立療養所近畿中央病院附属リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科
4,764 大阪府 国立療養所近畿中央病院附属リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科
4,765 大阪府 国立療養所刀根山病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
4,766 大阪府 小坂病院看護専門学校 看護専門課程看護学科
4,767 大阪府 国家公務員共済組合連合会大手前看護専門学校 看護専門課程看護学科
4,768 大阪府 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程ＣＧ学科（２年制）
4,769 大阪府 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程ＣＧ制作学科（４年制）
4,770 大阪府 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程インターネット学科
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4,771 大阪府 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程科学学科
4,772 大阪府 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程ゲーム開発学科
4,773 大阪府 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程ゲーム学科（２年制）
4,774 大阪府 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程ゲーム制作学科（４年制）
4,775 大阪府 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程情報技術学科
4,776 大阪府 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程情報サイエンス工学学科（４年制）
4,777 大阪府 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程情報社会学科
4,778 大阪府 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程情報秘書学科
4,779 大阪府 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程情報マネジメント学科
4,780 大阪府 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程ビジネス情報処理学科（２年制）
4,781 大阪府 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程マルチメディア学科
4,782 大阪府 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程ミュージック学科２年制
4,783 大阪府 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程ミュージック学科４年制
4,784 大阪府 コンピュータ日本学院専門学校 情報処理専門課程コンピュータデザイン科
4,785 大阪府 コンピュータ日本学院専門学校 情報処理専門課程シニア情報処理科（２年制）
4,786 大阪府 コンピュータ日本学院専門学校 情報処理専門課程情報システム科
4,787 大阪府 コンピュータ日本学院専門学校 情報処理専門課程情報処理科
4,788 大阪府 財団法人日本生命済生会付属日生看護専門学校 看護専門課程看護学科
4,789 大阪府 堺看護専門学校 看護専門課程看護科
4,790 大阪府 堺歯科衛生士専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士科
4,791 大阪府 社団法人大阪府歯科医師会附属歯科衛生士専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士学科
4,792 大阪府 秋桜専門学校 工業専門課程経営工学科昼間部
4,793 大阪府 修成建設専門学校 工業専門課程建築ＣＧデザイン学科
4,794 大阪府 修成建設専門学校 工業専門課程建築工学科第一本科
4,795 大阪府 修成建設専門学校 工業専門課程建築工学科第二本科
4,796 大阪府 修成建設専門学校 工業専門課程総合建築学科
4,797 大阪府 修成建設専門学校 工業専門課程都市開発工学科
4,798 大阪府 修成建設専門学校 工業専門課程土木工学科第一本科
4,799 大阪府 修成建設専門学校 工業専門課程土木工学科第二本科
4,800 大阪府 修成建設専門学校 工業専門課程緑化造園学科
4,801 大阪府 進栄経理専門学校 経理専門課程税務会計科
4,802 大阪府 新大阪歯科技工士専門学校 医療専門課程歯科技工科昼間部
4,803 大阪府 新大阪歯科技工士専門学校 医療専門課程歯科技工科夜間部
4,804 大阪府 駿台観光アンド外語専門学校 外国語専門課程エアポート学科
4,805 大阪府 駿台観光アンド外語専門学校 外国語専門課程エアライン学科
4,806 大阪府 駿台観光アンド外語専門学校 外国語専門課程英語コミュニケーション学科
4,807 大阪府 駿台観光アンド外語専門学校 外国語専門課程中国語学科
4,808 大阪府 駿台観光アンド外語専門学校 外国語専門課程トラベル学科
4,809 大阪府 駿台観光アンド外語専門学校 外国語専門課程トラベル専科
4,810 大阪府 駿台観光アンド外語専門学校 外国語専門課程日英通訳専科
4,811 大阪府 駿台観光アンド外語専門学校 外国語専門課程ホテル学科
4,812 大阪府 駿台観光アンド外語専門学校 外国語専門課程ホテル専科
4,813 大阪府 駿台法科専門学校 法律専門課程行政学科
4,814 大阪府 駿台法科専門学校 法律専門課程経営法律学科
4,815 大阪府 駿台法科専門学校 法律専門課程国際経済学科
4,816 大阪府 駿台法科専門学校 法律専門課程法律実務学科
4,817 大阪府 清恵会医療専門学院 医療専門課程第１看護学科
4,818 大阪府 清恵会医療専門学院 医療専門課程第２看護学科
4,819 大阪府 清恵会第二医療専門学院 医療専門課程放射線技師科昼間部
4,820 大阪府 清恵会第二医療専門学院 医療専門課程放射線技師科夜間部
4,821 大阪府 清恵会第二医療専門学院 医療専門課程理学療法士科
4,822 大阪府 清風情報工科学院 工業専門課程情報処理科
4,823 大阪府 清風情報工科学院 工業専門課程総合情報処理科
4,824 大阪府 泉州看護専門学校 看護専門課程看護学科
4,825 大阪府 専門学校　中の島美術学院 美術専門課程デザイン学科
4,826 大阪府 創造社デザイン専門学校 デザイン専門課程視覚デザイン学科昼間部
4,827 大阪府 創造社デザイン専門学校 デザイン専門課程視覚デザイン特別選択学科
4,828 大阪府 創造社デザイン専門学校 デザイン専門課程情報芸術学科
4,829 大阪府 創造社デザイン専門学校 デザイン専門課程生活デザイン学科昼間部
4,830 大阪府 創造社デザイン専門学校 デザイン専門課程生活デザイン特別選択学科
4,831 大阪府 創美苑ファッションデザイン専門学校 服飾専門課程ファッションクリエーター学科
4,832 大阪府 創美苑ファッションデザイン専門学校 服飾専門課程ファッションビジネス学科
4,833 大阪府 大病協看護専門学校 看護専門課程看護科２年課程定時制
4,834 大阪府 高槻市医師会看護専門学校 医療専門課程看護学科
4,835 大阪府 高津理容美容専門学校 衛生専門課程第二美容科
4,836 大阪府 高津理容美容専門学校 衛生専門課程美容科
4,837 大阪府 高津理容美容専門学校 衛生専門課程理容科
4,838 大阪府 中央実務専門学校 工業専門課程インテリア研究科
4,839 大阪府 中央実務専門学校 工業専門課程インテリア設計科
4,840 大阪府 中央実務専門学校 工業専門課程建築工学科
4,841 大阪府 中央実務専門学校 工業専門課程建築設計科
4,842 大阪府 中央実務専門学校 工業専門課程建築設備設計科
4,843 大阪府 中央テクニカルカレッジ専門学校 商業実務専門課程商経学科
4,844 大阪府 辻学園栄養専門学校 栄養士専門課程栄養士学科
4,845 大阪府 辻学園調理技術専門学校 調理師専門課程高度調理技術学科
4,846 大阪府 テラ外語専門学校 文化教養専門課程国際ビジネス学科
4,847 大阪府 テラ外語専門学校 文化教養専門課程国際留学科２年制
4,848 大阪府 天宗社会福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉科
4,849 大阪府 天宗社会福祉専門学校 福祉専門課程保育・社会福祉主事科
4,850 大阪府 天王寺経理専門学校 経理専門課程秘書本科
4,851 大阪府 天王寺デジタルコミュニケーション専門学校 経理専門課程ビジネス経理・医療秘書学科
4,852 大阪府 天王寺デジタルコミュニケーション専門学校 文化・教養専門課程デジタルクリエイター学科
4,853 大阪府 天王寺デジタルコミュニケーション専門学校 経理専門課程ビジネスコンピュータ学科
4,854 大阪府 東洋医療専門学校 医療専門課程救急救命士学科昼間部
4,855 大阪府 東洋医療専門学校 医療専門課程救急救命士学科夜間部
4,856 大阪府 東洋医療専門学校 医療専門課程歯科技工士学科
4,857 大阪府 東洋きもの専門学校 被服専門課程一部被服科
4,858 大阪府 東洋ファッションデザイン専門学校 ファッション専門課程一部ファッション科
4,859 大阪府 東洋ファッションデザイン専門学校 ﾌｧｯｼｮﾝ専門課程デザイン科
4,860 大阪府 東洋ファッションデザイン専門学校 ファッション専門課程ファッション専攻科
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4,861 大阪府 トモエ文化服装香里専門学校 家政専門課程洋裁学科昼間部
4,862 大阪府 豊中看護専門学校 看護専門課程看護第一学科
4,863 大阪府 豊中看護専門学校 看護専門課程看護第２学科
4,864 大阪府 トラジャル旅行ホテル専門学校 商業実務専門課程エアポート学科昼間部
4,865 大阪府 トラジャル旅行ホテル専門学校 商業実務専門課程エアライン学科
4,866 大阪府 トラジャル旅行ホテル専門学校 商業実務専門課程テーマパーク学科昼間部
4,867 大阪府 トラジャル旅行ホテル専門学校 商業実務専門課程冒険旅行学科
4,868 大阪府 トラジャル旅行ホテル専門学校 商業実務専門課程ホテル学科昼間部
4,869 大阪府 トラジャル旅行ホテル専門学校 商業実務専門課程旅行学科昼間部
4,870 大阪府 南海福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉科
4,871 大阪府 南海福祉専門学校 福祉専門課程児童福祉科
4,872 大阪府 南海福祉専門学校 福祉専門課程社会福祉科
4,873 大阪府 日本医療学院専門学校 医療専門課程臨床検査技師学科
4,874 大阪府 日本医療秘書専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科１部（修業年限２年の課程に限る。）
4,875 大阪府 日本医療秘書専門学校 商業実務専門課程速記情報学科１部
4,876 大阪府 日本海洋科学専門学校 農業専門課程アニマルサイエンス学科
4,877 大阪府 日本海洋科学専門学校 農業専門課程生物生産学科
4,878 大阪府 日本海洋科学専門学校 農業専門課程地球環境学科
4,879 大阪府 日本海洋科学専門学校 農業専門課程バイオアシスタント学科
4,880 大阪府 日本海洋科学専門学校 農業専門課程バイオサイエンス学科
4,881 大阪府 日本海洋科学専門学校 農業専門課程マリンカルチャー学科
4,882 大阪府 日本コンピュータ専門学校 工業専門課程情報処理システム科
4,883 大阪府 日本コンピュータ専門学校 工業専門課程マルチメディア科
4,884 大阪府 日本コンピュータ専門学校 工業専門課程ＩＴスペシャリスト科
4,885 大阪府 日本歯科学院専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士学科
4,886 大阪府 日本歯科学院専門学校 歯科技工士専門課程歯科技工士学科
4,887 大阪府 日本自動車ビジネス専門学校 商業実務専門課程自動車科
4,888 大阪府 日本写真映像専門学校 写真専門課程映像クリエイション学科
4,889 大阪府 日本写真映像専門学校 写真専門課程写真コミュニケーション学科
4,890 大阪府 日本分析化学専門学校 工業専門課程応用分析化学科
4,891 大阪府 日本分析化学専門学校 工業専門課程生化学分析学科
4,892 大阪府 日本眼鏡技術専門学校 眼鏡技術専門課程眼鏡技術専門学科第一部
4,893 大阪府 日本メディカル福祉専門学校 医療専門課程臨床工学科
4,894 大阪府 日本モータースポーツ専門学校 工業専門課程カスタマイズ自動車工学科
4,895 大阪府 日本モータースポーツ専門学校 工業専門課程ゲームアミューズメント学科
4,896 大阪府 日本モータースポーツ専門学校 工業専門課程電気電子工学科
4,897 大阪府 日本モータースポーツ専門学校 工業専門課程マルチメディア学科
4,898 大阪府 日本モータースポーツ専門学校 工業専門課程モータースポーツ自動車工学科
4,899 大阪府 日本理工情報専門学校 工業専門課程建築デザイン科
4,900 大阪府 日本理工情報専門学校 工業専門課程情報工学科
4,901 大阪府 日本理工情報専門学校 工業専門課程情報システム科
4,902 大阪府 日本理工情報専門学校 工業専門課程スポーツ科学科
4,903 大阪府 日本理工情報専門学校 工業専門課程電気工学科
4,904 大阪府 日本理工情報専門学校 工業専門課程電気デジタル情報科
4,905 大阪府 日本理工情報専門学校 工業専門課程電子工学科昼間部
4,906 大阪府 日本理工情報専門学校 工業専門課程マルチメディア科
4,907 大阪府 パソコンワープロカレッジ専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス学科
4,908 大阪府 ハツ・テクニカル専門学校 服飾専門課程ファッションビジネス学科
4,909 大阪府 ハツ・テクニカル専門学校 服飾専門課程服飾学科
4,910 大阪府 阪神ファッション工芸専門学校 服飾専門課程ファッションクリエート科
4,911 大阪府 阪神ファッション工芸専門学校 服飾専門課程ファッション工芸科
4,912 大阪府 阪神ファッション工芸専門学校 服飾専門課程ファッションビジネス科
4,913 大阪府 阪和鳳自動車工業専門学校 工業専門課程自動車整備専門科
4,914 大阪府 ピーエル学園衛生看護専門学校 医療専門課程看護学科
4,915 大阪府 ビジュアルアーツ専門学校 映像・音響専門課程パフォーマンスアーツ学科
4,916 大阪府 ビジュアルアーツ専門学校 映像・音響専門課程放送・映画・コンピュータアーツ学科
4,917 大阪府 ビジュアルアーツ専門学校 映像・音響専門課程ミュージシャン学科
4,918 大阪府 ビジュアルアーツ専門学校 写真専門課程写真・マスコミ編集学科
4,919 大阪府 平野ドレスメーカー専門学校 服飾専門課程服飾学科昼間部
4,920 大阪府 古川編物専門学校 服飾専門課程編物科
4,921 大阪府 平成医療学園専門学校 医療専門課程柔道整復師科昼間部
4,922 大阪府 平成医療学園専門学校 医療専門課程柔道整復師科夜間部
4,923 大阪府 ベル国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程観光ビジネス学科
4,924 大阪府 ベル国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際ビジネス学科
4,925 大阪府 ベル国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科
4,926 大阪府 ベル国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス学科
4,927 大阪府 ベルランド看護助産専門学校 看護専門課程看護学科
4,928 大阪府 北斗会看護専門学校 看護専門課程看護学科２年課程
4,929 大阪府 星ヶ丘厚生年金保健看護専門学校 医療専門課程看護学科
4,930 大阪府 ホンダ関西自動車整備専門学校 工業専門課程自動車整備科
4,931 大阪府 ホンダ関西自動車整備専門学校 工業専門課程自動車ビジネス科
4,932 大阪府 松下電器健康保険組合立松下看護専門学校 看護専門課程看護学科
4,933 大阪府 マロニエファッションデザイン専門学校 服飾専門課程第二部ファッションデザイン学科
4,934 大阪府 マロニエファッションデザイン専門学校 服飾専門課程第二部ファッションビジネス学科
4,935 大阪府 マロニエファッションデザイン専門学校 服飾専門課程ファッションデザイン学科２年課程
4,936 大阪府 マロニエファッションデザイン専門学校 服飾専門課程ファッションデザイン学科３年課程
4,937 大阪府 マロニエファッションデザイン専門学校 服飾専門課程ファッションビジネス学科（２年課程）
4,938 大阪府 マロニエファッションデザイン専門学校 服飾専門課程ファッションビジネス学科昼間部（３年課程）
4,939 大阪府 南大阪看護専門学校 看護専門課程看護学科
4,940 大阪府 南大阪社会福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉科
4,941 大阪府 南大阪臨床検査技師専門学校 臨床検査専門課程臨床検査技師養成学科
4,942 大阪府 箕面学園福祉保育専門学校 医療専門課程作業療法学科
4,943 大阪府 箕面学園福祉保育専門学校 社会福祉専門課程保育科
4,944 大阪府 箕面学園福祉保育専門学校 社会福祉専門課程老人福祉科
4,945 大阪府 明治東洋医学院専門学校 医療専門課程教員養成学科
4,946 大阪府 明治東洋医学院専門学校 医療専門課程第１柔整学科
4,947 大阪府 明治東洋医学院専門学校 医療専門課程第１鍼灸学科
4,948 大阪府 明治東洋医学院専門学校 医療専門課程第２柔整学科
4,949 大阪府 明治東洋医学院専門学校 医療専門課程第２鍼灸学科
4,950 大阪府 森ノ宮医療学園専門学校 医療専門課程柔道整復学科昼間部
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4,951 大阪府 森ノ宮医療学園専門学校 医療専門課程柔道整復学科夜間部
4,952 大阪府 森ノ宮医療学園専門学校 医療専門課程鍼灸科昼間部
4,953 大阪府 森ノ宮医療学園専門学校 医療専門課程鍼灸科夜間部
4,954 大阪府 八戸の里病院看護専門学校 看護専門課程看護学科
4,955 大阪府 ヤシマ情報経理専門学校 経理専門課程情報経理学科
4,956 大阪府 ユービック情報工科専門学校 工業専門課程研究科
4,957 大阪府 ユービック情報工科専門学校 工業専門課程情報システム学科
4,958 大阪府 ユービック情報工科専門学校 工業専門課程総合ビジネス学科
4,959 大阪府 ユービック情報工科専門学校 工業専門課程電気工学学科
4,960 大阪府 ユービック情報工科専門学校 工業専門課程ネットワーク学科
4,961 大阪府 ユービック情報専門学校 工業専門課程マルチメディア学科
4,962 大阪府 行岡医学技術専門学校 医療専門課程看護科
4,963 大阪府 行岡医学技術専門学校 医療専門課程看護第１学科
4,964 大阪府 行岡医学技術専門学校 医療専門課程歯科衛生科
4,965 大阪府 行岡医学技術専門学校 医療専門課程歯科技工科
4,966 大阪府 行岡鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸科
4,967 大阪府 行岡整復専門学校 医療専門課程整復科昼間部
4,968 大阪府 行岡整復専門学校 医療専門課程整復科夜間部
4,969 大阪府 行岡リハビリテーション専門学校 医療専門課程理学療法学科
4,970 大阪府 淀川区医師会看護専門学校 看護専門課程看護学科
4,971 大阪府 履正社学園コミュニティ・スポーツ専門学校 文化・教養専門課程ウェルネススポーツ科
4,972 大阪府 履正社学園コミュニティ・スポーツ専門学校 文化・教養専門課程コミュニティビジネス科
4,973 大阪府 ル・ トーア東亜美容専門学校 美容専門課程美容学科
4,974 大阪府 労働福祉事業団大阪労災看護専門学校 看護専門課程看護学科
4,975 兵庫県 相生市看護専門学校 看護専門課程看護第２学科
4,976 兵庫県 愛甲法科専門学校 文化・教養専門課程法政策学科
4,977 兵庫県 愛甲法科専門学校 文化・教養専門課程法文化学科
4,978 兵庫県 大原簿記専門学校神戸校 商業実務専門課程オフィスビジネス学科
4,979 兵庫県 大原簿記専門学校神戸校 商業実務専門課程行政事務学科
4,980 兵庫県 大原簿記専門学校神戸校 商業実務専門課程公認会計士学科
4,981 兵庫県 大原簿記専門学校神戸校 商業実務専門課程税理士学科
4,982 兵庫県 加古川市看護専門学校 看護専門課程看護学科
4,983 兵庫県 関西自動車整備専門学校 工業専門課程自動車整備科
4,984 兵庫県 関西保育福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
4,985 兵庫県 関西保育福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科
4,986 兵庫県 関西保育福祉専門学校 保育専門課程保育科
4,987 兵庫県 関西野球専門学校 文化教養専門課程ベースボールインストラクター科
4,988 兵庫県 木下和服裁縫専門学校 和服裁縫専門課程師範科
4,989 兵庫県 木下和服裁縫専門学校 和服裁縫専門課程本科
4,990 兵庫県 クラーク国際専門学校 文化教養専門課程日本文化学科
4,991 兵庫県 甲南病院看護専門学校 看護専門課程看護科
4,992 兵庫県 神戸ＹＭＣＡ学院専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科
4,993 兵庫県 神戸ＹＭＣＡ学院専門学校 商業実務専門課程観光学科
4,994 兵庫県 神戸ＹＭＣＡ学院専門学校 商業実務専門課程秘書学科
4,995 兵庫県 神戸ＹＭＣＡ学院専門学校 商業実務専門課程ホテル学科
4,996 兵庫県 神戸ＹＭＣＡ学院専門学校 文化教養専門課程インターナショナルコミュニケーション学科
4,997 兵庫県 神戸ＹＭＣＡ学院専門学校 文化教養専門課程フィットネス＆スポーツ学科
4,998 兵庫県 神戸医療ビジネス専門学校 医療ビジネス専門課程医療秘書科
4,999 兵庫県 神戸医療福祉専門学校須磨校 医療専門課程言語聴覚士科
5,000 兵庫県 神戸医療福祉専門学校須磨校 社会福祉専門課程社会福祉士科
5,001 兵庫県 神戸医療福祉専門学校中央校 医療専門課程医療福祉科
5,002 兵庫県 神戸医療福祉専門学校中央校 社会福祉専門課程介護福祉士科
5,003 兵庫県 神戸医療福祉専門学校三田校 医療専門課程義肢装具士科
5,004 兵庫県 神戸医療福祉専門学校三田校 医療専門課程救急救命士科
5,005 兵庫県 神戸医療福祉専門学校三田校 教育・社会福祉専門課程在宅福祉科
5,006 兵庫県 神戸医療福祉専門学校三田校 教育・社会福祉専門課程児童福祉科
5,007 兵庫県 神戸介護福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
5,008 兵庫県 神戸海星病院看護専門学校 看護専門課程看護婦２年課程
5,009 兵庫県 神戸経理コンピュータ専門学校 経理専門課程コンピュータ科
5,010 兵庫県 神戸経理コンピュータ専門学校 経理専門課程税理士科
5,011 兵庫県 神戸経理コンピュータ専門学校 工業専門課程総合情報処理科
5,012 兵庫県 神戸経理コンピュータ専門学校 商業実務専門課程医療情報秘書科
5,013 兵庫県 神戸経理コンピュータ専門学校 商業実務専門課程マネジメント会計科
5,014 兵庫県 神戸経理コンピュータ専門学校 商業実務専門課程マネジメント会計科後期
5,015 兵庫県 神戸経理コンピュータ専門学校 商業実務専門課程法律行政学科
5,016 兵庫県 神戸国際調理師専門学校 調理製菓専門課程経営調理技術専攻科
5,017 兵庫県 神戸市医師会看護専門学校 看護専門課程第１看護学科
5,018 兵庫県 神戸市医師会看護専門学校 看護専門課程第２看護学科
5,019 兵庫県 神戸女子洋裁専門学校 洋裁専門課程ファッションスペシャリスト科
5,020 兵庫県 神戸総合医療介護福祉専門学校 医療専門課程看護科
5,021 兵庫県 神戸総合医療介護福祉専門学校 医療専門課程言語聴覚士科
5,022 兵庫県 神戸総合医療介護福祉専門学校 医療専門課程作業療法士科
5,023 兵庫県 神戸総合医療介護福祉専門学校 医療専門課程視能訓練士科
5,024 兵庫県 神戸総合医療介護福祉専門学校 医療専門課程診療放射線科
5,025 兵庫県 神戸総合医療介護福祉専門学校 医療専門課程理学療法士科
5,026 兵庫県 神戸総合医療介護福祉専門学校 医療専門課程臨床工学科
5,027 兵庫県 神戸総合医療介護福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
5,028 兵庫県 神戸デジタル専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計製図学科
5,029 兵庫県 神戸デジタル専門学校 工業専門課程建築工学科
5,030 兵庫県 神戸デジタル専門学校 工業専門課程情報処理学科
5,031 兵庫県 神戸デジタル専門学校 工業専門課程デジタルメディア学科
5,032 兵庫県 神戸デジタル専門学校 工業専門課程電気工学科
5,033 兵庫県 神戸電子専門学校 工業専門課程情報工学科
5,034 兵庫県 神戸電子専門学校 工業専門課程情報処理学科
5,035 兵庫県 神戸電子専門学校 工業専門課程情報総合学科
5,036 兵庫県 神戸電子専門学校 工業専門課程情報ビジネス学科
5,037 兵庫県 神戸パストゥール・バイオ専門学校 工業専門課程バイオ学科
5,038 兵庫県 神戸パストゥール・バイオ専門学校 工業専門課程バイオ学科
5,039 兵庫県 神戸ビジネスアカデミー専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科
5,040 兵庫県 神戸ビジネスアカデミー専門学校 商業実務専門課程トラベルビジネス科
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5,041 兵庫県 神戸ファッション専門学校 服飾専門課程ファッションクリエーター科
5,042 兵庫県 神戸ファッション専門学校 服飾専門課程ファッションビジネス科
5,043 兵庫県 神戸服飾専門学校 服飾専門課程服飾専門科昼間部
5,044 兵庫県 神戸服飾専門学校 服飾専門課程服飾専門科夜間部
5,045 兵庫県 神戸服装専門学校 家政専門課程スタイリスト学科
5,046 兵庫県 神戸服装専門学校 家政専門課程ディスプレイデザイン学科
5,047 兵庫県 神戸服装専門学校 家政専門課程テキスタイルデザイン学科
5,048 兵庫県 神戸服装専門学校 家政専門課程ニットデザイン学科
5,049 兵庫県 神戸服装専門学校 家政専門課程洋裁学科
5,050 兵庫県 神戸保育専門学校 保育専門課程保育科
5,051 兵庫県 神戸理容美容専門学校 理・美容専門課程美容科
5,052 兵庫県 神戸理容美容専門学校 理・美容専門課程理容科
5,053 兵庫県 公立八鹿病院看護専門学校 専門課程看護学科
5,054 兵庫県 興隆学林専門学校 文化教養専門課程宗学科
5,055 兵庫県 興隆学林専門学校 文化教養専門課程宗学研究科
5,056 兵庫県 国際環境専門学校 工業専門課程環境システム学科
5,057 兵庫県 国際環境専門学校 工業専門課程環境テクノロジー科
5,058 兵庫県 国際環境専門学校 工業専門課程環境ビジネス専攻科
5,059 兵庫県 国立神戸視力障害センター 専門課程あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう科
5,060 兵庫県 国立姫路病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
5,061 兵庫県 国立療養所兵庫中央病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
5,062 兵庫県 財団法人尼崎健康・医療事業財団看護専門学校 医療専門課程看護科
5,063 兵庫県 財団法人尼崎口腔衛生ｾﾝﾀｰ附属尼崎歯科専門学校 歯科専門課程歯科衛生学科
5,064 兵庫県 財団法人尼崎口腔衛生ｾﾝﾀｰ附属尼崎歯科専門学校 歯科専門課程歯科技工学科
5,065 兵庫県 三田モードビジネス専門学校 家政専門課程モードビジネス科
5,066 兵庫県 塩原学園和洋裁専門学校 家政専門課程本科和洋裁科
5,067 兵庫県 社会福祉法人信愛学園附設御影保育専門学院 保育専門課程保育科
5,068 兵庫県 社会保険神戸看護専門学校 看護専門課程看護科
5,069 兵庫県 社団法人兵庫県私立病院協会神戸看護専門学校 看護専門課程第１学科
5,070 兵庫県 社団法人兵庫県私立病院協会神戸看護専門学校 看護専門課程第２学科
5,071 兵庫県 頌栄人間福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
5,072 兵庫県 頌栄人間福祉専門学校 社会福祉専門課程国際福祉科
5,073 兵庫県 駿台ホテル観光事業専門学校 商業実務専門課程エアライン学科
5,074 兵庫県 駿台ホテル観光事業専門学校 商業実務専門課程観光学科
5,075 兵庫県 駿台ホテル観光事業専門学校 商業実務専門課程国際ホテル学科
5,076 兵庫県 駿台ホテル観光事業専門学校 商業実務専門課程ホテル専科
5,077 兵庫県 駿台ホテル観光事業専門学校 商業実務専門課程旅行専科
5,078 兵庫県 西神看護専門学校 看護専門課程第一看護学科
5,079 兵庫県 西神看護専門学校 看護専門課程第二看護学科
5,080 兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 芸術専門課程ＤＪ声優学科
5,081 兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 芸術専門課程アニメーション学科
5,082 兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 芸術専門課程インテリア学科
5,083 兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 芸術専門課程トレンドファッション学科
5,084 兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 芸術専門課程ビジュアルデザイン学科
5,085 兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 芸術専門課程まんが学科
5,086 兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 工業専門課程建築デザイン学科
5,087 兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 工業専門課程マルチメディア学科
5,088 兵庫県 専門学校神戸文化服装学院 服飾専門課程ファッション本科
5,089 兵庫県 宝塚市立看護専門学校 専門課程看護学科
5,090 兵庫県 田中千代服飾専門学校 服飾専門課程服飾科
5,091 兵庫県 辻村学園服飾専門学校 服飾専門課程服飾本科昼間部
5,092 兵庫県 東亜経理専門学校神戸駅前校 経理専門課程コンピュータ科
5,093 兵庫県 東亜経理専門学校神戸駅前校 経理専門課程税理士受験科
5,094 兵庫県 東亜経理専門学校神戸駅前校 経理専門課程ビジネス科
5,095 兵庫県 東亜経理専門学校神戸駅前校 経理専門課程ワープロ・秘書科
5,096 兵庫県 西宮市医師会看護専門学校 看護専門課程看護科
5,097 兵庫県 日本栄養専門学校 栄養士専門課程栄養士科
5,098 兵庫県 日本高等美容専門学校 美容専門課程美容科
5,099 兵庫県 日本食品技術専門学校 調理師専門課程調理師科昼間部（２年課程）
5,100 兵庫県 播磨看護専門学校 専門課程看護科
5,101 兵庫県 播磨中央福祉専門学院 福祉専門課程介護福祉士科
5,102 兵庫県 パルモア学院専門学校 商業実務専門課程英語科
5,103 兵庫県 ビジネス専門学校ナビック国際カレッジ 経理専門課程応用研究科
5,104 兵庫県 阪神理容美容専門学校 理容美容専門課程美容科
5,105 兵庫県 阪神理容美容専門学校 理容美容専門課程理容科
5,106 兵庫県 ビジネス専門学校ナビック国際カレッジ 経理専門課程経理専攻科
5,107 兵庫県 姫路経理ビジネス専門学校 商業実務専門課程アメニティビジネス学科
5,108 兵庫県 姫路経理ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス学科
5,109 兵庫県 姫路経理ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス学科
5,110 兵庫県 姫路経理ビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチメディアビジネス学科
5,111 兵庫県 姫路建設専門学校 工業専門課程建築工学科
5,112 兵庫県 姫路建設専門学校 工業専門課程都市工学科
5,113 兵庫県 姫路情報システム専門学校 工業専門課程ＯＡオペレーション科
5,114 兵庫県 姫路情報システム専門学校 工業専門課程経営情報科
5,115 兵庫県 姫路情報システム専門学校 工業専門課程情報経理科
5,116 兵庫県 姫路情報システム専門学校 工業専門課程情報システム科
5,117 兵庫県 姫路赤十字看護専門学校 看護専門課程看護学科
5,118 兵庫県 姫路福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科
5,119 兵庫県 姫路福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉学科
5,120 兵庫県 姫路文化ファッション専門学校 服飾専門課程スタイリスト学科
5,121 兵庫県 姫路文化ファッション専門学校 服飾専門課程ファッションデザイン科
5,122 兵庫県 姫路理容美容専門学校 専門課程美容科
5,123 兵庫県 姫路理容美容専門学校 専門課程理容科
5,124 兵庫県 兵庫医科大学附属看護専門学校 看護専門課程看護第１科
5,125 兵庫県 兵庫医科大学附属看護専門学校 看護専門課程看護第２科
5,126 兵庫県 兵庫栄養専門学校 衛生専門課程栄養士科
5,127 兵庫県 兵庫栄養専門学校 衛生専門課程調理師科２年制
5,128 兵庫県 兵庫科学技術専門学校 工業専門課程機械システム工学科
5,129 兵庫県 兵庫科学技術専門学校 工業専門課程建築デザイン・ＣＡＤ学科
5,130 兵庫県 兵庫科学技術専門学校 工業専門課程自動車工学科



都道府県 専　修　学　校　名 課　　　程　　　名

58

5,131 兵庫県 兵庫科学技術専門学校 工業専門課程自動車整備工学科
5,132 兵庫県 兵庫科学技術専門学校 工業専門課程電気・電子工学科
5,133 兵庫県 兵庫科学技術専門学校 工業専門課程電子工学科
5,134 兵庫県 兵庫科学技術専門学校 工業専門課程マルチメディア学科
5,135 兵庫県 兵庫県立淡路看護専門学校 専門課程看護学科
5,136 兵庫県 兵庫県立柏原看護専門学校 専門課程看護学科
5,137 兵庫県 兵庫県立厚生専門学院 専門課程看護学科第１部
5,138 兵庫県 兵庫県立厚生専門学院 専門課程看護学科第２部
5,139 兵庫県 兵庫県立総合衛生学院 専門課程看護学科第１部
5,140 兵庫県 兵庫県立総合衛生学院 専門課程看護学科第２部
5,141 兵庫県 兵庫県立総合衛生学院 専門課程歯科衛生学科
5,142 兵庫県 兵庫国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営情報学科
5,143 兵庫県 兵庫国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス学科
5,144 兵庫県 兵庫歯科学院専門学校 歯科医療専門課程歯科衛生学科
5,145 兵庫県 兵庫歯科学院専門学校 歯科医療専門課程歯科技工学科
5,146 兵庫県 平田調理専門学校 調理専門課程病院調理専攻科
5,147 兵庫県 藤森看護専門学校 看護専門課程看護科第１部
5,148 兵庫県 藤森看護専門学校 看護専門課程看護科第２部
5,149 兵庫県 明和看護専門学校 看護専門課程看護学科
5,150 兵庫県 山崎文化専門学校 家政専門課程家政科
5,151 兵庫県 労働福祉事業団関西労災看護専門学校 専門課程看護学科
5,152 奈良県 アポロ学院ファッションビジネス専門学校 服飾専門課程ファッションデザイン科
5,153 奈良県 大原和服専門学園 家政専門課程和裁科
5,154 奈良県 橿原美容専門学校 美容専門課程美容科
5,155 奈良県 関西学研医療福祉学院 医療専門課程言語聴覚学科
5,156 奈良県 関西学研医療福祉学院 医療専門課程作業療法学科
5,157 奈良県 関西文化芸術学院 芸術専門課程デザイン科
5,158 奈良県 関西学研医療福祉学院 社会福祉専門課程医療福祉学科
5,159 奈良県 関西学研医療福祉学院 社会福祉専門課程介護福祉学科
5,160 奈良県 関西国際社会福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
5,161 奈良県 関西文化芸術学院 芸術専門課程美術工芸科
5,162 奈良県 国立奈良病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
5,163 奈良県 国立療養所西奈良病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
5,164 奈良県 五条ドレスメーカー専門学校 服飾家政専門課程服飾科昼間部
5,165 奈良県 信貴山看護専門学校 看護専門課程看護学科
5,166 奈良県 情報産業専門学校 情報産業専門課程コンピュータ・グラフィックス科
5,167 奈良県 情報産業専門学校 情報産業専門課程ビジネス情報処理科
5,168 奈良県 情報産業専門学校 情報産業専門課程ファッション技術科
5,169 奈良県 情報産業専門学校 情報産業専門課程ファッション産業科
5,170 奈良県 情報産業専門学校 情報産業専門課程マネジメント情報処理科
5,171 奈良県 鈴蘭ファッションカルチャー専門学校 服飾専門課程ファッション科昼間部
5,172 奈良県 鈴蘭ファッションカルチャー専門学校 服飾専門課程ファッション科夜間部
5,173 奈良県 田北看護専門学校 看護専門課程看護第二学科
5,174 奈良県 天理医学技術学校 医療専門課程臨床検査技師学科
5,175 奈良県 天理看護学院 看護専門課程第一看護学科
5,176 奈良県 天理看護学院 看護専門課程第二看護学科
5,177 奈良県 天理女子専門学校 家政専門課程洋裁科
5,178 奈良県 奈良きもの芸術専門学校 家政専門課程和裁科昼間部
5,179 奈良県 奈良きもの芸術専門学校 家政専門課程和裁科夜間部
5,180 奈良県 奈良県医師会看護専門学校 看護専門課程第二看護学科
5,181 奈良県 奈良県病院協会看護専門学校 看護専門課程看護学科
5,182 奈良県 奈良県立医科大学附属看護専門学校 看護専門課程看護学科
5,183 奈良県 奈良県立五條病院附属看護専門学校 看護専門課程看護科
5,184 奈良県 奈良県立奈良病院附属看護専門学校 看護専門課程看護第一科
5,185 奈良県 奈良県立奈良病院附属看護専門学校 看護専門課程看護第二科
5,186 奈良県 奈良県立三室病院附属看護専門学校 看護専門課程看護学科
5,187 奈良県 奈良コンピューター専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ設計科
5,188 奈良県 奈良コンピューター専門学校 工業専門課程情報システム科
5,189 奈良県 奈良コンピューター専門学校 工業専門課程マルチメディア科
5,190 奈良県 奈良歯科衛生士専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士学科
5,191 奈良県 奈良総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科
5,192 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
5,193 奈良県 奈良福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉科
5,194 奈良県 奈良保育学院 教育保育専門課程保育科
5,195 奈良県 奈良理容美容専門学校 理容美容専門課程美容科
5,196 奈良県 奈良理容美容専門学校 理容美容専門課程理容科
5,197 奈良県 原田服飾専門学校 服飾専門課程服飾学科昼間部
5,198 奈良県 原田服飾専門学校 服飾専門課程服飾学科夜間部
5,199 奈良県 ひまわり服飾専門学校 服飾専門課程洋裁科昼間部
5,200 奈良県 ひまわり服飾専門学校 服飾専門課程洋裁科夜間部
5,201 奈良県 藤影きもの専門学校 家政専門課程和裁学科
5,202 奈良県 藤影文化服飾専門学校 家政専門課程洋裁学科
5,203 奈良県 大和高田市立看護専門学校 看護専門課程看護学科
5,204 奈良県 ラソーンイービジネス専門学校 家政専門課程リゾートファッション科
5,205 和歌山県 オカファッションデザイン専門学校 専門課程服装科
5,206 和歌山県 社会保険紀南看護専門学校 専門課程看護科
5,207 和歌山県 和歌山ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉士科
5,208 和歌山県 和歌山会計専門学校 経理専門課程国際秘書科
5,209 和歌山県 和歌山会計専門学校 経理専門課程情報ビジネス科
5,210 和歌山県 和歌山看護専門学校 看護専門課程看護学科
5,211 和歌山県 和歌山経理専門学校 専門課程経理科昼間部
5,212 和歌山県 和歌山県歯科衛生士専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士科
5,213 和歌山県 和歌山県立高等看護学院 看護専門課程看護学科一部
5,214 和歌山県 和歌山県立高等看護学院 看護専門課程看護学科二部
5,215 和歌山県 和歌山県立なぎ看護学校 看護専門課程看護学科
5,216 和歌山県 和歌山コンピュータビジネス専門学校 工業専門課程インフォメーションテクノロジー科
5,217 和歌山県 和歌山コンピュータビジネス専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス科
5,218 和歌山県 和歌山コンピュータビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科
5,219 和歌山県 和歌山市医師会看護専門学校 看護専門課程看護学科
5,220 和歌山県 和歌山社会福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
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5,221 和歌山県 和歌山赤十字看護専門学校 専門課程看護学科
5,222 和歌山県 和歌山労災看護専門学校 専門課程看護科
5,223 鳥取県 ＹＭＣＡ米子医療福祉専門学校 医療専門課程作業療法士科
5,224 鳥取県 ＹＭＣＡ米子医療福祉専門学校 医療専門課程理学療法士科
5,225 鳥取県 ＹＭＣＡ米子医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科
5,226 鳥取県 ウイルミナドレスメーカー専修学校 専門課程洋裁科
5,227 鳥取県 倉吉女子洋裁専修学校 専門課程研究科
5,228 鳥取県 国立米子病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
5,229 鳥取県 専門学校米子女学園 専門課程洋裁科（２年課程）
5,230 鳥取県 専門学校米子女学園 専門課程和裁科（２年課程）
5,231 鳥取県 鳥取県済生会看護専門学校 専門課程看護学科
5,232 鳥取県 鳥取県立倉吉総合看護専門学校 看護婦専門課程第１看護学科
5,233 鳥取県 鳥取県立倉吉総合看護専門学校 看護婦専門課程第２看護学科
5,234 鳥取県 鳥取県立歯科衛生専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士学科
5,235 鳥取県 鳥取県立鳥取看護専門学校 看護婦専門課程看護学科
5,236 鳥取県 鳥取歯科技工専門学校 専門課程歯科技工科
5,237 鳥取県 鳥取社会福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
5,238 鳥取県 鳥取情報処理専門学校 専門課程情報システム科
5,239 鳥取県 鳥取情報処理専門学校 専門課程情報処理本科
5,240 鳥取県 鳥取情報処理専門学校 専門課程情報ビジネス科
5,241 鳥取県 鳥取赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科
5,242 鳥取県 鳥取総合ビジネス専門学校 専門課程情報会計科
5,243 鳥取県 鳥取総合ビジネス専門学校 専門課程情報技術科
5,244 鳥取県 鳥取総合ビジネス専門学校 専門課程税務会計科
5,245 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システムコース
5,246 鳥取県 日本海情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程経理マネージメントコース
5,247 鳥取県 日本菌類専門学校 専門課程きのこ栽培学科
5,248 鳥取県 水田服飾専門学校 専門課程洋裁科
5,249 鳥取県 米子文化服装専門学校 専門課程洋裁科
5,250 島根県 出雲コンピュータ専門学校 工業専門課程情報経理科
5,251 島根県 出雲コンピュータ専門学校 工業専門課程情報工学科
5,252 島根県 出雲コンピュータ専門学校 工業専門課程情報専攻科
5,253 島根県 国立浜田病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
5,254 島根県 島根県歯科技術専門学校 歯科医療専門課程歯科衛生士科
5,255 島根県 島根県歯科技術専門学校 歯科医療専門課程歯科技工士科
5,256 島根県 島根県立石見高等看護学院 専門課程看護学科３年課程
5,257 島根県 島根県立松江高等看護学院 専門課程看護学科２年課程
5,258 島根県 島根デザイン専門学校 専門課程クラフトデザイン科
5,259 島根県 島根デザイン専門学校 専門課程陶芸科
5,260 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
5,261 島根県 島根リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科
5,262 島根県 島根リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科
5,263 島根県 専門学校国際医療福祉総合学院出雲校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
5,264 島根県 専門学校松江情報ビジネスカレッジ 専門課程経営情報科
5,265 島根県 専門学校松江情報ビジネスカレッジ 専門課程税理士・会計士科
5,266 島根県 広瀬町立島根総合福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科
5,267 島根県 松江医療福祉専門学校 医療専門課程言語聴覚士科
5,268 島根県 松江医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
5,269 島根県 松江情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報工学短大科
5,270 島根県 松江情報ビジネス専門学校 専門課程経営短大科
5,271 島根県 松江情報ビジネス専門学校 専門課程情報短大科
5,272 島根県 松江赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科
5,273 島根県 松江理容美容専門学校 専門課程美容科
5,274 島根県 松江理容美容専門学校 専門課程理容科
5,275 島根県 六日市医療技術専門学校 専門課程介護福祉科
5,276 島根県 六日市医療技術専門学校 専門課程看護科
5,277 島根県 リハビリテーションカレッジ島根 医療専門課程言語聴覚学科
5,278 島根県 リハビリテーションカレッジ島根 医療専門課程作業療法学科
5,279 島根県 リハビリテーションカレッジ島根 医療専門課程理学療法学科
5,280 岡山県 旭川荘厚生専門学院 医療関係専門課程第１看護科
5,281 岡山県 旭川荘厚生専門学院 医療関係専門課程第２看護科
5,282 岡山県 旭川荘厚生専門学院 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
5,283 岡山県 旭川荘厚生専門学院 教育・社会福祉専門課程児童福祉科
5,284 岡山県 旭川荘厚生専門学院 教育・社会福祉専門課程福祉情報科
5,285 岡山県 岡山医療技術専門学校 専門課程作業療法士科
5,286 岡山県 岡山医療技術専門学校 専門課程理学療法士科
5,287 岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程インテリアデザイン学科
5,288 岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程映像音響学科
5,289 岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程環境デザイン学科
5,290 岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程建築デザイン学科
5,291 岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス学科
5,292 岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程システム機械学科
5,293 岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程自動車工学科
5,294 岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程情報システム学科
5,295 岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程生物工学科
5,296 岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程電気工学科
5,297 岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程電子工学科
5,298 岡山県 岡山看護専門学校 医療専門課程看護学科
5,299 岡山県 岡山県理容美容専門学校 理容美容専門課程美容科
5,300 岡山県 岡山県理容美容専門学校 理容美容専門課程理容科
5,301 岡山県 岡山済生会看護専門学校 看護専門課程看護学科
5,302 岡山県 岡山歯科衛生専門学院 歯科医療専門課程歯科衛生科
5,303 岡山県 岡山歯科技工専門学院 歯科技工専門課程歯科技工科
5,304 岡山県 岡山自動車工業専門学校 工業専門課程自動車整備科
5,305 岡山県 岡山文化服装専門学校 服装専門課程専攻科（昼間部）
5,306 岡山県 岡山理科大学専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ学科（昼間部）
5,307 岡山県 岡山理科大学専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ学科（夜間部）
5,308 岡山県 岡山理科大学専門学校 工業専門課程建築学科昼間部
5,309 岡山県 岡山理科大学専門学校 工業専門課程建築学科夜間部
5,310 岡山県 岡山理科大学専門学校 商業実務専門課程映像情報学科
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5,311 岡山県 笠岡歯科技工専門学校 歯科技工専門課程歯科技工科
5,312 岡山県 関西書道専門学校 書道専門課程指導者養成科
5,313 岡山県 倉敷看護専門学校 看護専門課程看護学科
5,314 岡山県 倉敷中央看護専門学校 看護専門課程看護科
5,315 岡山県 桑原服装専門学校 服装専門課程洋裁専攻科
5,316 岡山県 国立病院岡山医療センター附属岡山看護学校 看護専門課程看護学科
5,317 岡山県 国立療養所長島愛生園附属看護学校 看護専門課程看護学科
5,318 岡山県 山陽歯科衛生士専門学校 歯科衛生専門課程歯科衛生科
5,319 岡山県 順正高等看護専門学校 専門課程看護学科
5,320 岡山県 聖華看護専門学校 看護専門課程看護科
5,321 岡山県 専修学校岡山新装学院 服装専門課程和裁専攻科
5,322 岡山県 専門学校アサヒアカデミー 商業実務専門課程キャリアビジネス科
5,323 岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程建築ＣＡＤデザイン学科
5,324 岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程情報システム学科
5,325 岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程システム研究学科
5,326 岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程デジタルクリエイター学科
5,327 岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 社会福祉専門課程福祉保育学科
5,328 岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程医療福祉事務学科
5,329 岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程公務員学科
5,330 岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程総合ビジネス学科
5,331 岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程医療秘書学科
5,332 岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程コンピュータビジネス学科
5,333 岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程総合ビジネス学科
5,334 岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程ビューティビジネス学科
5,335 岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程ファッションビジネス学科
5,336 岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ ビジネス専門課程情報ビジネス科（３年課程）
5,337 岡山県 専門学校岡山ビューティモード 衛生専門課程ビューティ学科
5,338 岡山県 専門学校岡山ビューティモード 衛生専門課程美容学科
5,339 岡山県 専門学校岡山ファッションスクール 家政専門課程ファッションクチュール科
5,340 岡山県 専門学校岡山ファッションスクール 家政専門課程ファッション情報ビジネス科
5,341 岡山県 専門学校岡山ファッションスクール 家政専門課程ファッションデザイン科
5,342 岡山県 専門学校川崎リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科
5,343 岡山県 専門学校川崎リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科
5,344 岡山県 専門学校倉敷ビューティーカレッジ 美容師養成専門課程美容師養成科
5,345 岡山県 専門学校倉敷ファッションカレッジ 服飾専門課程きもの学科専攻科
5,346 岡山県 専門学校倉敷ファッションカレッジ 服飾専門課程ファッション学科専攻科
5,347 岡山県 専門学校国際ゴルフビジネス学院 文化教養専門課程ゴルフ科（２年課程）
5,348 岡山県 専門学校デジタル・メディアカレッジ岡山 商業実務専門課程システムオペレーション学科
5,349 岡山県 専門学校デジタル・メディアカレッジ岡山 商業実務専門課程マルチメディアビジネス学科
5,350 岡山県 専門学校ビーマックス 商業実務専門課程行政専攻学科
5,351 岡山県 専門学校ビーマックス 商業実務専門課程経理ビジネス学科（３年課程）
5,352 岡山県 専門学校ビーマックス 商業実務専門課程コンピュータ学科（２年課程）
5,353 岡山県 専門学校ビーマックス 商業実務専門課程コンピュータ学科（３年課程）
5,354 岡山県 専門学校ビーマックス 商業実務専門課程トータルビジネス学科（２年課程）
5,355 岡山県 専門学校ビーマックス 商業実務専門課程トータルビジネス学科（３年課程）
5,356 岡山県 専門学校ビーマックス 商業実務専門課程マネジメント学科
5,357 岡山県 専門学校ワールドオプティカルカレッジ 医療専門課程第一眼鏡科
5,358 岡山県 専門学校ワールドオプティカルカレッジ 医療専門課程第二眼鏡科
5,359 岡山県 ソワニエ看護専門学校 看護専門課程看護学科
5,360 岡山県 玉島看護専門学校 看護専門課程看護科
5,361 岡山県 玉野総合医療専門学校 医療専門課程保健看護学科
5,362 岡山県 玉野総合医療専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
5,363 岡山県 中国デザイン専門学校 造形専門課程建築デザイン科
5,364 岡山県 中国デザイン専門学校 造形専門課程造形デザイン科
5,365 岡山県 中国デザイン専門学校 服飾専門課程ファッションデザイン科
5,366 岡山県 津山市医師会立津山看護専門学校 看護専門課程看護科
5,367 岡山県 津山中央看護専門学校 看護専門課程看護学科
5,368 岡山県 津山服装専門学校 服飾専門課程洋裁専攻科
5,369 岡山県 新見女子専門学校 専門課程服飾専門科
5,370 岡山県 西日本調理製菓専門学校 調理製菓専門課程調理師科２年課程
5,371 岡山県 ベル歯科衛生専門学校 医療専門課程歯科衛生科
5,372 岡山県 ベル総合福祉専門学校 看護専門課程看護科
5,373 岡山県 ベル総合福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
5,374 岡山県 水田和洋裁専門学校 家政専門課程洋裁専攻科
5,375 岡山県 水田和洋裁専門学校 家政専門課程和裁専攻科
5,376 岡山県 山内服装専門学校 服装専門課程洋裁専攻科
5,377 岡山県 山内服装専門学校 服装専門課程和裁専攻科
5,378 岡山県 労働福祉事業団岡山労災看護専門学校 看護専門課程看護学科
5,379 広島県 ＣＡＣビジネス専門学校 商業実務専門課程国際観光ビジネス科
5,380 広島県 ＣＡＣビジネス専門学校 商業実務専門課程情報医療事務科
5,381 広島県 ＣＡＣビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経営科
5,382 広島県 ＣＡＣヒューマンウェルフェア福山専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
5,383 広島県 ＣＡＣヒューマンウェルフェア福山専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科
5,384 広島県 ＩＧＬ健康福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
5,385 広島県 穴吹国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程観光ビジネス学科
5,386 広島県 穴吹国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営法学科
5,387 広島県 穴吹国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス学科
5,388 広島県 穴吹国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程トータルコーディネート学科
5,389 広島県 穴吹国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程福祉・医療ビジネス科
5,390 広島県 穴吹コンピュータ専門学校 工業専門課程建築デザイン科
5,391 広島県 穴吹コンピュータ専門学校 工業専門課程情報システム科
5,392 広島県 穴吹コンピュータ専門学校 工業専門課程情報処理科
5,393 広島県 穴吹コンピュータ専門学校 工業専門課程トータルデザイン学科
5,394 広島県 穴吹デザイン専門学校 工業専門課程インテリアデザイン科
5,395 広島県 穴吹デザイン専門学校 工業専門課程建築デザイン科
5,396 広島県 穴吹デザイン専門学校 文化・教養専門課程グラフィックデザイン科
5,397 広島県 穴吹デザイン専門学校 文化教養専門課程ＣＧデザイン科
5,398 広島県 穴吹デザイン専門学校 文化教養専門課程トータルビューティーデザイン学科
5,399 広島県 石田あさきトータルファッション専門学校 家政専門課程トータルファッション学科１部
5,400 広島県 尾道ＹＭＣＡ福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
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5,401 広島県 尾道ＹＭＣＡ福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科
5,402 広島県 尾道市医師会看護専門学校 医療専門課程看護科
5,403 広島県 菊野学園ファッション教育専門学校 家政専門課程ファッション科
5,404 広島県 キャピタル国際福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
5,405 広島県 キャピタル国際福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程国際社会福祉学科
5,406 広島県 キャピタル国際福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉保育学科
5,407 広島県 呉市医師会看護専門学校 医療専門課程看護科
5,408 広島県 呉美工専門学校 服飾・家政専門課程洋裁科昼間部
5,409 広島県 小井手学園広島ファッションビジネス専門学校 家政専門課程ファッション情報ビジネス科
5,410 広島県 国立病院呉医療センター附属呉看護学校 看護専門課程看護学科
5,411 広島県 国立病院呉医療センター附属リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科
5,412 広島県 国立病院呉医療センター附属リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科
5,413 広島県 国立福山病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
5,414 広島県 国立療養所広島病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
5,415 広島県 国家公務員共済組合連合会呉共済病院看護専門学校 医療専門課程看護科
5,416 広島県 山陽看護専門学校 医療専門課程看護学科
5,417 広島県 スポーツ医学専門学校 文化・教養専門課程健康医学科
5,418 広島県 すみれ洋裁専門学校 家政専門課程洋裁本科昼間部
5,419 広島県 専門学校国際医療福祉総合学院 医療専門課程医用電子学科
5,420 広島県 専門学校国際医療福祉総合学院 医療専門課程臨床工学科
5,421 広島県 専門学校国際医療福祉総合学院 教育・社会福祉専門課程医療福祉学科
5,422 広島県 専門学校国際医療福祉総合学院 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
5,423 広島県 専門学校西広島福祉学院 教育・社会福祉専門課程社会福祉科
5,424 広島県 専門学校西広島福祉学院観音校 教育・社会福祉専門課程社会教育科
5,425 広島県 専門学校広島アートファッションアカデミー 家政専門課程洋裁アパレルデザイン科
5,426 広島県 専門学校広島アートファッションアカデミー 家政専門課程洋裁スタイリスト科
5,427 広島県 専門学校ファッションビジネス・アカデミー福山 服飾・家政専門課程ファッションデザイン科昼間部
5,428 広島県 専門学校ファッションビジネス・アカデミー福山 服飾・家政専門課程ファッション・ビジネス科昼間部
5,429 広島県 専門学校ファッションビジネス・アカデミー福山 服飾・家政専門課程ファッション・ビジネス科夜間部
5,430 広島県 専門学校マリン・リゾートアカデミー 文化・教養専門課程マリン・ビジネス学科
5,431 広島県 総合フラワーデザイン専門学校 文化・教養専門課程フラワーデザイン科
5,432 広島県 タイケン国際文化専門学校 文化・教養専門課程保育文化科
5,433 広島県 竹原高等洋裁専門学校 服飾・家政専門課程洋裁学科
5,434 広島県 東京調理師専門学校福山校 衛生専門課程調理高度技術経営科
5,435 広島県 日本海洋技術専門学校 工業専門課程専門海洋技術学科（２年制特別専攻）
5,436 広島県 日本海洋技術専門学校 工業専門課程総合海洋技術学科
5,437 広島県 日本海洋技術専門学校 工業専門課程総合舟艇技術学科
5,438 広島県 ひかり服装専門学校 家政専門課程ファッションビジネス科
5,439 広島県 ヒューマンウェルフェア広島専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
5,440 広島県 広島ＹＭＣＡ健康福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程３年制介護福祉科
5,441 広島県 広島ＹＭＣＡ健康福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉士科
5,442 広島県 広島ＹＭＣＡ健康福祉専門学校 文化・教養専門課程社会体育科
5,443 広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書科
5,444 広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際ホテル科
5,445 広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科
5,446 広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 文化・教養専門課程日本語学科（２年課程）
5,447 広島県 広島医学技術専門学校 医療専門課程臨床検査科
5,448 広島県 広島医療体育学院専門学校 医療専門課程柔道整復学科
5,449 広島県 広島医療体育学院専門学校 文化・教養専門課程自然健康学科（２年課程）
5,450 広島県 広島医療体育学院専門学校 文化・教養専門課程自然健康学科（３年課程）
5,451 広島県 広島医療体育学院専門学校 文化・教養専門課程人間行動学科（２年課程）
5,452 広島県 広島医療体育学院専門学校 文化・教養専門課程人間行動学科（３年課程）
5,453 広島県 広島会計学院専門学校 商業実務専門課程会計学科
5,454 広島県 広島会計学院専門学校 商業実務専門課程会計管理科
5,455 広島県 広島会計学院専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科
5,456 広島県 広島外語専門学校 商業実務専門課程国際観光学科
5,457 広島県 広島外語専門学校 文化・教養専門課程国際学科
5,458 広島県 広島外語専門学校 文化・教養専門課程国際教養学科
5,459 広島県 広島加計保健福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
5,460 広島県 広島経営学院専門学校 商業実務専門課程ビジネスシニア科
5,461 広島県 広島芸術専門学校 文化・教養専門課程デザイン学科
5,462 広島県 広島芸術専門学校 文化・教養専門課程美術学科
5,463 広島県 広島県厚生連尾道看護専門学校 医療専門課程看護学科
5,464 広島県 広島健康福祉技術専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉士科
5,465 広島県 広島県東部美容専門学校 衛生専門課程美容科
5,466 広島県 広島県立広島看護専門学校 専門課程看護学科
5,467 広島県 広島県立三次看護専門学校 専門課程第一看護学科
5,468 広島県 広島県立三次看護専門学校 専門課程第二看護学科
5,469 広島県 広島県理容美容専門学校 衛生専門課程美容科
5,470 広島県 広島県理容美容専門学校 衛生専門課程理容科
5,471 広島県 広島工学院専門学校 工業専門課程オートボディー科
5,472 広島県 広島工学院専門学校 工業専門課程機械情報工学科
5,473 広島県 広島工学院専門学校 工業専門課程建築工学科（昼間部）
5,474 広島県 広島工学院専門学校 工業専門課程自動車整備工学科
5,475 広島県 広島工学院専門学校 工業専門課程デジタル通信工学科
5,476 広島県 広島工学院専門学校 工業専門課程電気・電子工学科（昼間部）
5,477 広島県 広島工学院専門学校 工業専門課程土木測量工学科
5,478 広島県 広島工業大学専門学校 工業専門課程応用情報学科
5,479 広島県 広島工業大学専門学校 工業専門課程建築グラフィック学科
5,480 広島県 広島工業大学専門学校 工業専門課程情報システム工学科
5,481 広島県 広島工業大学専門学校 工業専門課程測量情報工学科
5,482 広島県 広島工業大学専門学校 工業専門課程測量土木工学科
5,483 広島県 広島工業大学専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス学科
5,484 広島県 広島工業大学専門学校 文化・教養専門課程映像メディア学科
5,485 広島県 広島工業大学専門学校 文化・教養専門課程音響芸術学科
5,486 広島県 広島コンピュータ専門学校 工業専門課程情報管理科
5,487 広島県 広島コンピュータ専門学校 工業専門課程情報システム科
5,488 広島県 広島コンピュータ専門学校 商業実務専門課程コンピュータ・ビジネス科
5,489 広島県 広島コンピュータ専門学校 文化・教養専門課程ビジュアルデザイン科
5,490 広島県 広島市医師会看護専門学校 医療専門課程看護科
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5,491 広島県 広島歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
5,492 広島県 広島歯科技術専門学校 医療専門課程歯科技工科
5,493 広島県 広島自動車整備専門学校 工業専門課程自動車整備工学科
5,494 広島県 広島児童文化専門学校 文化・教養専門課程児童文化科Ａコース
5,495 広島県 広島児童文化専門学校 文化・教養専門課程児童文化科Ｂコース
5,496 広島県 広島情報専門学校 工業専門課程システムデザイン科
5,497 広島県 広島情報専門学校 工業専門課程システムビジネス科
5,498 広島県 広島情報専門学校 工業専門課程情報システム研究科
5,499 広島県 広島情報専門学校 工業専門課程情報システムクリエート科
5,500 広島県 広島情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程商業デザイン科
5,501 広島県 広島情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科（２年制）
5,502 広島県 広島市立看護専門学校 専門課程第一看護学科
5,503 広島県 広島市立看護専門学校 専門課程第二看護学科
5,504 広島県 広島酔心調理師専門学校 衛生専門課程調理師科
5,505 広島県 広島製菓専門学校 衛生専門課程洋菓子科
5,506 広島県 広島生活福祉専門学校 家政専門課程生活科学科
5,507 広島県 広島聖光学園 医療専門課程専修科
5,508 広島県 広島大学歯学部附属歯科衛生士学校 歯科衛生専門課程歯科衛生学科
5,509 広島県 広島大学歯学部附属歯科技工士学校 歯科技工専門課程歯科技工学科
5,510 広島県 広島デジタル・アート専門学校 商業実務専門課程インテリアデザインビジネス科
5,511 広島県 広島デジタル・アート専門学校 商業実務専門課程国際ホテル・観光学科
5,512 広島県 広島デジタル・アート専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科
5,513 広島県 広島デジタル・アート専門学校 商業実務専門課程デジタル映像ビジネス科
5,514 広島県 広島デジタル・アート専門学校 商業実務専門課程デジタル音響ビジネス科
5,515 広島県 広島デジタル専門学校 工業専門課程ゲーム学科
5,516 広島県 広島デジタル専門学校 工業専門課程建築学科
5,517 広島県 広島デジタル専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィック学科
5,518 広島県 広島デジタル専門学校 工業専門課程コンピュータネットワーク学科
5,519 広島県 広島デジタル専門学校 工業専門課程情報処理学科
5,520 広島県 広島デジタル専門学校 工業専門課程デジタルエンジニア学科
5,521 広島県 広島デジタル専門学校 工業専門課程ネット技術者養成学科
5,522 広島県 広島電子専門学校 工業専門課程クリエイティブ科
5,523 広島県 広島電子専門学校 工業専門課程建築工学科
5,524 広島県 広島電子専門学校 工業専門課程システム科
5,525 広島県 広島電子専門学校 工業専門課程ソフト情報科
5,526 広島県 広島電子専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科
5,527 広島県 広島ビジネス専門学校 衛生専門課程製菓衛生学科
5,528 広島県 広島ビジネス専門学校 衛生専門課程トータルフード学科
5,529 広島県 広島ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
5,530 広島県 広島ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科
5,531 広島県 広島ビジネス専門学校 商業実務専門課程キャリアビジネス科
5,532 広島県 広島ビジネス専門学校 文化・教養専門課程キャリア教養科
5,533 広島県 広島美容専門学校 衛生専門課程美容科
5,534 広島県 広島ファッション専門学校 家政専門課程きもの学科
5,535 広島県 広島ファッション専門学校 家政専門課程ニット学科
5,536 広島県 広島ファッション専門学校 家政専門課程ファッションクリエイター学科
5,537 広島県 広島ファッション専門学校 家政専門課程ファッションビジネス学科
5,538 広島県 広島福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
5,539 広島県 広島福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護保育科
5,540 広島県 広島福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科
5,541 広島県 広島福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育福祉科
5,542 広島県 広島服飾専門学校 服飾・家政専門課程服飾本科
5,543 広島県 広島和裁女子専門学校 家政専門課程和裁テクニカル科
5,544 広島県 福山ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 工業専門課程建築科
5,545 広島県 福山ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書科
5,546 広島県 福山ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程トータルビジネス科（２年課程）
5,547 広島県 福山ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 文化・教養専門課程社会体育科
5,548 広島県 福山ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 文化・教養専門課程日本語科
5,549 広島県 福山暁の星栄養・福祉専門学校 衛生専門課程栄養科
5,550 広島県 福山暁の星栄養・福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉科
5,551 広島県 福山市医師会看護専門学校 医療専門課程看護科
5,552 広島県 福山歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生科
5,553 広島県 福山福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
5,554 広島県 マインド美容専門学校 衛生専門課程美容科
5,555 広島県 三原看護専門学校 医療専門課程看護学科
5,556 山口県 岩国ＹＭＣＡ国際医療福祉専門学校 医療専門課程看護学科
5,557 山口県 岩国ＹＭＣＡ国際医療福祉専門学校 医療専門課程保健看護学科
5,558 山口県 岩国ＹＭＣＡ国際医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護・社会福祉学科
5,559 山口県 岩国ＹＭＣＡ国際医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
5,560 山口県 岩国ＹＭＣＡ国際医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科
5,561 山口県 岩国家政専門学校 服飾家政専門課程洋裁学科
5,562 山口県 宇部看護専門学校 医療専門課程看護科
5,563 山口県 大島郡国民健康保険診療施設組合大島看護専門学校 医療専門課程看護学科
5,564 山口県 国立岩国病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
5,565 山口県 国立療養所山陽病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
5,566 山口県 下関看護専門学校 医療専門課程看護師科
5,567 山口県 下関コンピュータビジネス学院 工業専門課程情報システム科
5,568 山口県 下関歯科技工専門学校 医療専門課程歯科技工科
5,569 山口県 下関福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉学科
5,570 山口県 下関文化産業専門学校 家政専門課程デザイン服飾科
5,571 山口県 下関文化産業専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科
5,572 山口県 下関文化産業専門学校 商業実務専門課程経理情報科
5,573 山口県 下関理容美容専門学校 衛生専門課程美容科
5,574 山口県 下関理容美容専門学校 衛生専門課程理容科
5,575 山口県 徳山看護専門学校 医療専門課程看護第１学科
5,576 山口県 徳山看護専門学校 医療専門課程看護第２学科
5,577 山口県 徳山総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理専攻科
5,578 山口県 平生看護専門学校 医療専門課程看護科
5,579 山口県 防府看護専門学校 医療専門課程看護科
5,580 山口県 防府福祉医療専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
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5,581 山口県 防府福祉医療専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉医療学科
5,582 山口県 防府福祉医療専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉情報学科
5,583 山口県 防府福祉医療専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉保育学科
5,584 山口県 防府文化家政専門学校 家政専門課程洋裁本科
5,585 山口県 柳井音楽専門学校 文化教養専門課程音楽科
5,586 山口県 山口インフォメーション・カレッジ 工業専門課程情報ビジネス科
5,587 山口県 山口インフォメーション・カレッジ 工業専門課程マルチメディア科
5,588 山口県 山口インフォメーション・カレッジ 商業実務専門課程医療ビジネス科
5,589 山口県 山口キャリアデザイン専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス科
5,590 山口県 山口キャリアデザイン専門学校 工業専門課程情報システム科
5,591 山口県 山口キャリアデザイン専門学校 工業専門課程デザイン科
5,592 山口県 山口キャリアデザイン専門学校 工業専門課程マルチメディア科
5,593 山口県 山口キャリアデザイン専門学校 商業実務専門課程医療福祉ビジネス科
5,594 山口県 山口キャリアデザイン専門学校 商業実務専門課程ビジネスキャリア科
5,595 山口県 山口県高等歯科衛生士学院 医療専門課程歯科衛生士科
5,596 山口県 山口県立衛生看護学院 専門課程第一看護学科
5,597 山口県 山口県立衛生看護学院 専門課程第二看護学科
5,598 山口県 山口県立萩看護学校 専門課程第一看護学科
5,599 山口県 山口県立萩看護学校 専門課程第二看護学科
5,600 山口県 山口コ・メディカル学院 医療専門課程言語聴覚療法学科
5,601 山口県 山口コ・メディカル学院 医療専門課程作業療法学科
5,602 山口県 山口コ・メディカル学院 医療専門課程理学療法学科
5,603 山口県 山口情報ビジネス専門学校 工業専門課程建築土木工学科
5,604 山口県 山口情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム学科
5,605 山口県 山口情報ビジネス専門学校 工業専門課程デジタルメディア学科
5,606 山口県 山口情報ビジネス専門学校 工業専門課程マルチメディア学科
5,607 山口県 山口情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療福祉ビジネス学科
5,608 山口県 山口情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科
5,609 山口県 山口赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科
5,610 山口県 山口調理師専門学校 衛生専門課程調理師特修科
5,611 山口県 山口福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
5,612 山口県 山口福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科
5,613 徳島県 池田家政専門学校 家政専門課程家政科
5,614 徳島県 健康保険鳴門看護専門学校 医療専門課程看護学科
5,615 徳島県 国立療養所東徳島病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
5,616 徳島県 四国歯科衛生士学院専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
5,617 徳島県 専門学校穴吹カレッジ 工業専門課程建築デザイン学科
5,618 徳島県 専門学校穴吹カレッジ 工業専門課程情報システム学科
5,619 徳島県 専門学校穴吹カレッジ 工業専門課程情報デザイン学科
5,620 徳島県 専門学校穴吹カレッジ 工業専門課程情報ビジネス学科
5,621 徳島県 専門学校穴吹カレッジ 商業実務専門課程総合ビジネス学科
5,622 徳島県 徳 島 医 療 福 祉 専 門 学 校 医療専門課程作業療法学科
5,623 徳島県 徳島医療福祉専門学校 医療専門課程理学療法学科
5,624 徳島県 徳島健祥会福祉専門学校 医療専門課程作業療法学科
5,625 徳島県 徳島健祥会福祉専門学校 医療専門課程理学療法学科
5,626 徳島県 徳島健祥会福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科
5,627 徳島県 徳島県美容学校 衛生専門課程美容科昼間課程
5,628 徳島県 徳島県立看護学院 看護専門課程看護学科
5,629 徳島県 徳島県立看護専門学校 看護専門課程看護学科
5,630 徳島県 徳島歯科学院専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
5,631 徳島県 徳島歯科学院専門学校 医療専門課程歯科技工士科
5,632 徳島県 龍昇商業専門学校 商業専門課程商業科昼間部
5,633 徳島県 和晃編物ファッションビジネス専門学校 家政専門課程編物専攻科昼間部
5,634 徳島県 和晃編物ファッションビジネス専門学校 家政専門課程編物専攻科夜間部
5,635 徳島県 渡辺ビジネス専門学校 商業専門課程情報ビジネス科
5,636 香川県 香川看護専門学校 専門課程看護学科
5,637 香川県 香川県歯科技術専門学校 専門課程衛生科
5,638 香川県 香川県歯科技術専門学校 専門課程技工科
5,639 香川県 キッス調理技術専門学校 衛生専門課程専門調理科
5,640 香川県 キッス調理技術専門学校 衛生専門課程福祉給食調理科
5,641 香川県 国立善通寺病院附属善通寺看護学校 看護専門課程看護学科
5,642 香川県 国立善通寺病院附属リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科
5,643 香川県 国立善通寺病院附属リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科
5,644 香川県 さぬき福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科
5,645 香川県 四国医療専門学校 医療専門課程柔道整復科（Ⅰ）
5,646 香川県 四国医療専門学校 医療専門課程柔道整復科（Ⅱ）
5,647 香川県 四国医療専門学校 医療専門課程鍼灸科（Ⅰ）
5,648 香川県 四国医療専門学校 医療専門課程鍼灸科（Ⅱ）
5,649 香川県 四国医療専門学校 医療専門課程鍼灸マッサージ科
5,650 香川県 四国総合ビジネス専門学校 工業専門課程情報処理科
5,651 香川県 四国総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報科
5,652 香川県 四国福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉学科
5,653 香川県 四国リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科
5,654 香川県 四国リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科
5,655 香川県 シャルムドレスメーカー専門学校 家政専門課程服飾造形科昼間部
5,656 香川県 シャルムドレスメーカー専門学校 家政専門課程服飾造形科夜間部
5,657 香川県 白ゆり服装学院 家政専門課程ファッションビジネス科
5,658 香川県 白ゆり服装学院 家政専門課程服装科昼間部
5,659 香川県 白ゆり服装学院 家政専門課程服装科夜間部
5,660 香川県 瀬戸内総合学院 医療専門課程歯科衛生学科
5,661 香川県 瀬戸内総合学院 福祉専門課程福祉学科
5,662 香川県 専修学校香川理容美容アカデミー 衛生専門課程美容科
5,663 香川県 専修学校香川理容美容アカデミー 衛生専門課程理容科
5,664 香川県 専門学校穴吹カレッジオブビジネス 商業実務専門課程経営情報学科
5,665 香川県 専門学校穴吹コンピュータカレッジ 工業専門課程情報システム学科
5,666 香川県 専門学校穴吹コンピュータカレッジ 工業専門課程情報処理学科
5,667 香川県 専門学校穴吹コンピュータカレッジ 工業専門課程情報ビジネス学科
5,668 香川県 専門学校穴吹デザインカレッジ 工業専門課程インテリアデザイン学科
5,669 香川県 専門学校穴吹デザインカレッジ 工業専門課程建築デザイン学科
5,670 香川県 専門学校穴吹デザインカレッジ 文化教養専門課程グラフィックデザイン学科
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5,671 香川県 専門学校穴吹デザインカレッジ 文化教養専門課程ゲームクリエイター学科
5,672 香川県 専門学校穴吹デザインカレッジ 文化教養専門課程デジタルクリエイター学科
5,673 香川県 専門学校穴吹デザインカレッジ 文化教養専門課程ビューティーコーディネーター学科
5,674 香川県 専門学校穴吹デザインカレッジ 文化教養専門課程フラワー＆ライフコーディネート学科
5,675 香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程医療事務学科
5,676 香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程経営ビジネス学科
5,677 香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程オフィスビジネス学科
5,678 香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程ファッションビジネス学科
5,679 香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程福祉ビジネス学科
5,680 香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程ホテル・トラベル学科
5,681 香川県 高松市医師会看護専門学校 専門課程看護科
5,682 香川県 高松赤十字看護専門学校 専門課程看護学科
5,683 香川県 中きもの専門学校 専門課程アトリエ
5,684 香川県 中きもの専門学校 専門課程本科
5,685 香川県 日本少林寺武道専門学校 専門課程武道学科（師範科コースに限る。）
5,686 香川県 吉田愛服飾専門学校 専門課程洋裁科昼間部（修業年限２年の課程に限る。）
5,687 愛媛県 井川編物専門学校 家政専門課程機械編物科昼間部
5,688 愛媛県 今治看護専門学校 専門課程看護科
5,689 愛媛県 今治商業専門学校 専門課程情報経理科
5,690 愛媛県 宇和島文化女子専門学校 専門課程秘書科
5,691 愛媛県 宇和島看護専門学校 専門課程看護学科
5,692 愛媛県 愛媛医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
5,693 愛媛県 愛媛医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科
5,694 愛媛県 愛媛医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程トータルビューティ科
5,695 愛媛県 愛媛大原簿記公務員専門学校 商業実務関係専門課程税理士科
5,696 愛媛県 愛媛大原簿記公務員専門学校 商業実務関係専門課程総合ビジネス科
5,697 愛媛県 愛媛県立伊予三島看護専門学校 看護専門課程看護学科
5,698 愛媛県 愛媛県立歯科技術専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士科
5,699 愛媛県 愛媛県立歯科技術専門学校 歯科技工士専門課程歯科技工士科
5,700 愛媛県 愛媛県理容美容専門学校 衛生関係専門課程美容科
5,701 愛媛県 愛媛県理容美容専門学校 衛生関係専門課程理容科
5,702 愛媛県 愛媛コンピュータ専門学校 専門課程情報処理科
5,703 愛媛県 愛媛十全医療学院 医療専門課程言語聴覚学科
5,704 愛媛県 愛媛十全医療学院 医療専門課程作業療法学科
5,705 愛媛県 愛媛十全医療学院 医療専門課程理学療法学科
5,706 愛媛県 愛媛情報技術専門学校 工業専門課程ＦＡ電子制御科
5,707 愛媛県 愛媛情報技術専門学校 工業専門課程ＯＡ情報処理科
5,708 愛媛県 愛媛調理製菓専門学校 衛生関係専門課程調理本科
5,709 愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程建築ＣＡＤ設計科
5,710 愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程情報システム科
5,711 愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程情報ビジネス科
5,712 愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程ビジュアルデザイン科
5,713 愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程マルチメディア科
5,714 愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程医療秘書科
5,715 愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程経理本科
5,716 愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程情報経理科
5,717 愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程ビジネスマネジメント科
5,718 愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程ホテル観光科
5,719 愛媛県 愛媛モードビジネス専門学校 家政関係専門課程モードビジネス科本科
5,720 愛媛県 国際テクニカルビジネスカレッジ 工業関係専門課程総合情報学科
5,721 愛媛県 国際テクニカルビジネスカレッジ 商業実務関係専門課程総合ビジネス学科
5,722 愛媛県 国立療養所愛媛病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
5,723 愛媛県 十全看護専門学校 医療専門課程看護科
5,724 愛媛県 松精看護専門学校 専門課程看護科
5,725 愛媛県 市立八幡浜看護専門学校 看護専門課程看護科
5,726 愛媛県 高倉編物専門学校 専門課程編物学科昼間部
5,727 愛媛県 高原学苑ドレスメーカー専門学校 専門課程洋裁科昼間部
5,728 愛媛県 東城看護専門学校 専門課程看護科
5,729 愛媛県 日産愛媛自動車工業専門学校 専門課程自動車整備科
5,730 愛媛県 松山医療福祉専門学校 医療福祉専門課程介護福祉科
5,731 愛媛県 松山看護専門学校 専門課程看護科
5,732 愛媛県 松山コンピュータ専門学校 商業実務専門課程経営学科
5,733 愛媛県 松山コンピュータ専門学校 商業実務専門課程情報処理科
5,734 愛媛県 松山歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
5,735 愛媛県 松山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際ホテル観光科
5,736 愛媛県 松山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程秘書実務科（一般）
5,737 愛媛県 松山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程秘書実務科（医療）
5,738 愛媛県 松山女学院専門学校 専門課程洋裁科
5,739 愛媛県 松山赤十字看護専門学校 専門課程看護学科
5,740 愛媛県 松山総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
5,741 愛媛県 松山デザイン専門学校 文化教養専門課程ヴィジュアルデザイン科
5,742 愛媛県 三島高等洋裁専門学校 専門課程洋裁科
5,743 高知県 医業福祉専門学校 医療関係専門課程情報メディカル科
5,744 高知県 医業福祉専門学校 衛生関係専門課程トータルビューティ学科
5,745 高知県 医業福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉保育学科
5,746 高知県 黒潮福祉看護専門学校 看護専門課程看護学科
5,747 高知県 黒潮福祉看護専門学校 福祉専門課程介護福祉学科
5,748 高知県 高知医療学院 医療専門課程理学療法学科
5,749 高知県 高知県医師会看護専門学校 専門課程看護学科
5,750 高知県 高知県歯科技工専門学校 医療専門課程歯科技工科
5,751 高知県 高知県立総合看護専門学校 専門課程第一看護学科
5,752 高知県 高知県立総合看護専門学校 専門課程第二看護学科
5,753 高知県 高知県立幡多高等看護学院 専門課程看護学科
5,754 高知県 高知コンピュータ専門学校 工業専門課程システム開発科
5,755 高知県 高知コンピュータ専門学校 工業専門課程総合研究科
5,756 高知県 高知コンピュータ専門学校 工業専門課程ビジネス情報科
5,757 高知県 高知情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程ＣＧクリエイタ科
5,758 高知県 高知情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程システム工学科
5,759 高知県 高知情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程情報システム科
5,760 高知県 高知情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程情報ビジネス科
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5,761 高知県 高知市立高等看護学院 専門課程看護学科
5,762 高知県 高知福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉学科
5,763 高知県 高知福祉専門学校 福祉専門課程社会福祉学科
5,764 高知県 高知文化服装専門学校 家政専門課程服装学科（昼間部）
5,765 高知県 高知リハビリテーション学院 専門課程言語療法学科
5,766 高知県 高知リハビリテーション学院 専門課程作業療法学科
5,767 高知県 高知リハビリテーション学院 専門課程理学療法学科
5,768 高知県 高知理容美容専門学校 衛生専門課程スペシャリスト養成科
5,769 高知県 国際デザインカレッジ 工業関係専門課程オートメカニック科
5,770 高知県 国際デザインカレッジ 文化教養関係専門課程インテリアデザイン科
5,771 高知県 国際デザインカレッジ 文化教養関係専門課程グラフィックデザイン科
5,772 高知県 国際デザインカレッジ 文化教養関係専門課程建築デザイン科
5,773 高知県 国際デザインカレッジ 文化教養関係専門課程漫画科
5,774 高知県 国立高知病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
5,775 高知県 四国医療工学専門学校 医療専門課程医療情報学科
5,776 高知県 四国医療工学専門学校 医療専門課程臨床工学学科
5,777 高知県 須崎ビジネス専門学校 文化教養専門課程メディアビジネス学科
5,778 高知県 セルボーン高等外語学校 文化専門課程国際学科
5,779 高知県 土佐看護専門学校 看護専門課程看護学科
5,780 高知県 土佐情報経理専門学校 経理専門課程情報経理科
5,781 高知県 土佐情報経理専門学校 経理専門課程短大商経科
5,782 高知県 土佐総合学院専門学校 工業専門課程実務情報処理科
5,783 高知県 土佐総合学院専門学校 商業専門課程経営実務科
5,784 高知県 土佐リハビリテーションカレッジ 医療専門課程作業療法学科
5,785 高知県 土佐リハビリテーションカレッジ 医療専門課程理学療法学科
5,786 高知県 平成福祉専門学校 介護福祉士養成専門課程介護福祉学科
5,787 福岡県 ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程情報システム専門科
5,788 福岡県 ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程大学併修科
5,789 福岡県 ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程デジタルクリエート科
5,790 福岡県 ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程ビジネスパソコン科
5,791 福岡県 ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程マルチメディア科
5,792 福岡県 ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程情報システム科
5,793 福岡県 ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程情報システム専門科
5,794 福岡県 ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程大学併修科
5,795 福岡県 ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程マルチメディア科
5,796 福岡県 ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程マルチメディア専門科
5,797 福岡県 ＫＣＳ福岡情報専門学校 商業実務専門課程ビジネスパソコン科
5,798 福岡県 アーバン医療福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉学科
5,799 福岡県 アーバン医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療管理事務科
5,800 福岡県 麻生医療福祉専門学校 介護福祉専門課程介護福祉科
5,801 福岡県 麻生医療福祉専門学校 看護専門課程看護科
5,802 福岡県 麻生医療福祉専門学校北九州校 介護福祉専門課程介護福祉科
5,803 福岡県 麻生医療福祉専門学校北九州校 商業実務専門課程医療福祉科
5,804 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ビジネス科
5,805 福岡県 麻生医療福祉専門学校福岡校 商業実務専門課程福祉サービス科
5,806 福岡県 麻生医療福祉専門学校福岡校 福祉・教育専門課程社会福祉科
5,807 福岡県 麻生医療福祉専門学校福岡校 介護福祉専門課程介護福祉科
5,808 福岡県 麻生医療福祉専門学校福岡校 福祉・教育専門課程福祉保育科
5,809 福岡県 麻生工科専門学校 工業専門課程環境土木学科
5,810 福岡県 麻生工科専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ科
5,811 福岡県 麻 生 工 科 専 門 学 校 工業専門課程建築学科（昼）
5,812 福岡県 麻生工科専門学校 工業専門課程建築学科（夜）
5,813 福岡県 麻生公務員専門学校 文化教養専門課程公務員総合科
5,814 福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 工業専門課程インターネットシステム科
5,815 福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 工業専門課程ゲームクリエータ科
5,816 福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 工業専門課程コンピュータ・グラフィックス科
5,817 福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 工業専門課程コンピュータネットワーク科
5,818 福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 工業専門課程システム研究科
5,819 福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 工業専門課程情報ビジネス科
5,820 福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 工業専門課程総合情報科
5,821 福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 工業専門課程マルチメディアクリエータ科
5,822 福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程インターネットビジネス科
5,823 福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程オフィス・スペシャリスト科
5,824 福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス科
5,825 福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理科
5,826 福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報コミュニケーション科
5,827 福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報秘書科
5,828 福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネスキャリア科
5,829 福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員総合科
5,830 福岡県 麻生電子ビジネス専門学校北九州校 工業専門課程総合情報科
5,831 福岡県 麻生電子ビジネス専門学校北九州校 商業実務専門課程情報ビジネス科
5,832 福岡県 麻生電子ビジネス専門学校北九州校 文化教養専門課程マルチメディアデザイン科
5,833 福岡県 飯塚理容美容専門学校 衛生専門課程美容科
5,834 福岡県 飯塚理容美容専門学校 衛生専門課程理容科
5,835 福岡県 医療ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス研究科
5,836 福岡県 大川看護福祉専門学校 医療専門課程看護学科
5,837 福岡県 大川看護福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科
5,838 福岡県 大原公務員医療専門学校福岡校 商業実務専門課程医療管理２年制学科
5,839 福岡県 大原公務員医療専門学校福岡校 文化教養専門課程法律行政２年制学科
5,840 福岡県 大原簿記専門学校福岡校 商業実務専門課程経理本科２年制学科
5,841 福岡県 大原簿記専門学校福岡校 商業実務専門課程経理本科４年制学科
5,842 福岡県 大原簿記法律専門学校福岡校 商業実務専門課程経理本科３年制学科
5,843 福岡県 大原簿記法律専門学校福岡校 文化教養専門課程法律行政２年制学科
5,844 福岡県 大牟田医師会看護専門学校 看護専門課程看護科
5,845 福岡県 大村美容専門学校 美容専門課程美容科
5,846 福岡県 大村美容専門学校 美容専門課程美容科（夜間部）
5,847 福岡県 大村美容専門学校 メイクアップ専門課程メイクアップ専科
5,848 福岡県 小郡看護専門学校 看護専門課程看護婦学科
5,849 福岡県 折尾洋裁専門学校 家政専門課程洋裁本科
5,850 福岡県 嘉穂経理専門学校 商業実務専門課程ビジネスセクレタリー科
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5,851 福岡県 北九州小倉看護専門学校 看護専門課程看護婦科
5,852 福岡県 北九州自動車整備専門学校 工業専門課程自動車整備科
5,853 福岡県 北九州市戸畑看護専門学校 看護専門課程看護師科
5,854 福岡県 北九州市立看護専門学校 看護専門課程看護科
5,855 福岡県 北九州調理師専門学校 調理専門課程調理師特修科
5,856 福岡県 北九州電子ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム科
5,857 福岡県 北九州電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理科
5,858 福岡県 北九州電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス秘書科
5,859 福岡県 北九州保育福祉専門学校 教育専門課程幼児教育科
5,860 福岡県 北九州保育福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
5,861 福岡県 九州外語専門学校 文化教養専門課程国際コミュニケーション学科
5,862 福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程観光情報サービス学科
5,863 福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程航空ビジネス学科
5,864 福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程フードサービス学科
5,865 福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程ブライダル学科
5,866 福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程ホテル学科
5,867 福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程旅行学科
5,868 福岡県 九州経理専門学校 商業専門課程コンピュータ会計科
5,869 福岡県 九州工業技術専門学校 工業専門課程機械設計科
5,870 福岡県 九州工業技術専門学校 工業専門課程建築工学科
5,871 福岡県 九州工業技術専門学校 工業専門課程自動車整備科
5,872 福岡県 九州工業技術専門学校 工業専門課程土木工学科
5,873 福岡県 九州工業技術専門学校 工業専門課程バイオ技術科
5,874 福岡県 九州厚生年金看護専門学校 看護専門課程看護科
5,875 福岡県 九州歯科技工専門学校 医療専門課程歯科技工士科
5,876 福岡県 九州歯科大学附属歯科衛生学院 歯科衛生専門課程歯科衛生学科
5,877 福岡県 九州自動車整備専門学校 工業専門課程自動車整備科
5,878 福岡県 九州整備技術専門学校 工業専門課程アニメーション科
5,879 福岡県 九州整備技術専門学校 工業専門課程建築工学科
5,880 福岡県 九州整備技術専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス科
5,881 福岡県 九州整備技術専門学校 工業専門課程自動車工学科
5,882 福岡県 九州整備技術専門学校 工業専門課程情報処理科
5,883 福岡県 九州整備技術専門学校 工業専門課程女子ＣＡＤ科
5,884 福岡県 九州整備技術専門学校 工業専門課程土木工学科
5,885 福岡県 九州電気専門学校 電気工学専門課程情報通信工学科
5,886 福岡県 九州電気専門学校 電気工学専門課程電気工学科昼間部
5,887 福岡県 九州電子技術専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計科
5,888 福岡県 九州電子技術専門学校 工業専門課程音響工学科
5,889 福岡県 九州電子技術専門学校 工業専門課程機械設計科
5,890 福岡県 九州電子技術専門学校 工業専門課程建築工学科
5,891 福岡県 九州電子技術専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス科
5,892 福岡県 九州電子技術専門学校 工業専門課程コンピュータミュージック科
5,893 福岡県 九州電子技術専門学校 工業専門課程情報処理科
5,894 福岡県 九州電子技術専門学校 工業専門課程女子製図科
5,895 福岡県 九州電子技術専門学校 工業専門課程電気工学科
5,896 福岡県 九州電子技術専門学校 工業専門課程電子工学科
5,897 福岡県 九州電子技術専門学校鞍手校 工業専門課程マルチメディア科
5,898 福岡県 九州ビジネス専門学校 商業実務専門課程医薬ビジネス科
5,899 福岡県 九州ビジネス専門学校 商業実務専門課程キャリアビジネス科
5,900 福岡県 九州ファッション専門学校 服飾専門課程ファッションデザイン科昼間部
5,901 福岡県 九州ファッション専門学校 服飾専門課程ファッションビジネス科
5,902 福岡県 九州和裁専門学校 和裁専門課程和裁科
5,903 福岡県 共生館福祉医療専門学校 社会福祉専門課程福祉医療科
5,904 福岡県 京都看護専門学校 看護専門課程看護婦科
5,905 福岡県 久留米医師会看護専門学校 看護専門課程看護科
5,906 福岡県 久留米工業技術専門学校 工業専門課程自動車工学科
5,907 福岡県 久留米工業技術専門学校 工業専門課程情報システム科
5,908 福岡県 久留米歯科衛生士専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士学科
5,909 福岡県 久留米大学医学部附属看護専門学校 医療専門課程看護科
5,910 福岡県 久留米大学医学部附属臨床検査専門学校 医療専門課程臨床検査科
5,911 福岡県 久留米電子ビジネス専門学校 情報ビジネス専門課程情報経理学科
5,912 福岡県 久留米電子ビジネス専門学校 情報ビジネス専門課程情報ビジネス学科
5,913 福岡県 健和看護学院 医療専門課程看護学科
5,914 福岡県 公務員ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員中級専攻科
5,915 福岡県 公務員ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員特別初級専攻科
5,916 福岡県 公務員ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員ビジネス専攻科
5,917 福岡県 香蘭ファッションデザイン専門学校 服飾専門課程ファッション産業科
5,918 福岡県 香蘭ファッションデザイン専門学校 服飾専門課程ファッションデザイン科
5,919 福岡県 香蘭ファッションデザイン専門学校 服飾専門課程ファッションデザイン専攻科
5,920 福岡県 香蘭ファッションデザイン専門学校 服飾専門課程ファッションビジネス科
5,921 福岡県 国際総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程商業実務ビジネス科
5,922 福岡県 国際総合ビジネス専門学校 服飾専門課程ファッション産業デザイン科
5,923 福岡県 国士舘大学福祉専門学校 介護福祉士養成専門課程介護福祉学科
5,924 福岡県 小倉南看護専門学校 看護専門課程看護婦科
5,925 福岡県 国立小倉病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
5,926 福岡県 国立病院九州医療センター附属福岡看護助産学校 看護専門課程看護学科
5,927 福岡県 国立福岡視力障害センター 専門課程あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう科
5,928 福岡県 国立療養所福岡東病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
5,929 福岡県 国立療養所福岡東病院附属リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科
5,930 福岡県 国立療養所福岡東病院附属リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科
5,931 福岡県 佐藤医療福祉専門学校 教育社会福祉専門課程社会福祉学科
5,932 福岡県 佐藤医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科
5,933 福岡県 佐藤医療福祉専門学校 商業実務専門課程福祉ビジネス学科
5,934 福岡県 佐藤情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程イベント広報学科
5,935 福岡県 佐藤情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報コミュニケーション学科
5,936 福岡県 佐藤情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報システム学科
5,937 福岡県 佐藤情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報秘書学科
5,938 福岡県 佐藤情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程デジタルデザイン学科
5,939 福岡県 佐藤情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程流通ビジネス学科
5,940 福岡県 社会保険小倉記念病院看護専門学校 医療専門課程看護学科
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5,941 福岡県 新日鐵八幡記念看護専門学校 看護専門課程看護学科
5,942 福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程ＣＡＤデザイン学科
5,943 福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程ＩＴネット学科
5,944 福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程ＩＴネット研究科
5,945 福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程コムネット学科
5,946 福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス学科
5,947 福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程情報システム学科
5,948 福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程情報システム研究科
5,949 福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程デジタルメディア・デザイン学科
5,950 福岡県 昴学園総合専門学校 商業実務専門課程医療福祉学科
5,951 福岡県 昴学園総合専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科
5,952 福岡県 昴学園総合専門学校 商業実務専門課程トータルビジネス学科
5,953 福岡県 聖マリア学院医療福祉専門学校 介護福祉士専門課程介護福祉学科
5,954 福岡県 専修学校麻生外語観光カレッジ 商業実務専門課程国際エアカーゴ科
5,955 福岡県 専修学校麻生外語観光カレッジ 商業実務専門課程国際観光科
5,956 福岡県 専修学校麻生外語観光カレッジ 商業実務専門課程国際ビジネス科
5,957 福岡県 専修学校麻生外語観光カレッジ 商業実務専門課程サービス・アテンダント科
5,958 福岡県 専修学校麻生外語観光カレッジ 商業実務専門課程ホテル・リゾート科
5,959 福岡県 専修学校麻生外語観光カレッジ 文化教養専門課程国際英語科
5,960 福岡県 専修学校麻生外語観光カレッジ 文化教養専門課程中国語科
5,961 福岡県 専修学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程情報ＯＡ科
5,962 福岡県 専修学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程情報システム科
5,963 福岡県 専修学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程情報処理科
5,964 福岡県 専修学校コンピュータ教育学院大橋校 コンピュータ専門課程情報システム科
5,965 福岡県 専修学校コンピュータ教育学院大橋校 コンピュータ専門課程情報処理科
5,966 福岡県 専修学校渕上医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科
5,967 福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程経営学科
5,968 福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程コンピューティングビジネス学科
5,969 福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程スポーツ健康福祉学科
5,970 福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程トータルビューティ学科
5,971 福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程フラワービジネス学科
5,972 福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程ペットビジネス学科
5,973 福岡県 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
5,974 福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程アーティスト学科
5,975 福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程アニメーション学科
5,976 福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程インテリアデザイン学科昼間部
5,977 福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程グラフィック・デザイン学科昼間部
5,978 福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程ゲームクリエイター学科
5,979 福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程建築デザイン学科
5,980 福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程ファッションコーディネート学科
5,981 福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程マルチメディアデザイン学科
5,982 福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程メイクアップアーティスト学科
5,983 福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程音響学科
5,984 福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程雑誌編集学科
5,985 福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程写真学科
5,986 福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程パフォーマンスアーツ学科
5,987 福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程放送映画学科
5,988 福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程マルチメディア学科
5,989 福岡県 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シャン学科
5,990 福岡県 専門学校すみれ服装学院 家政専門課程服装デザイン科
5,991 福岡県 専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程エアポート科
5,992 福岡県 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
5,993 福岡県 専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程ホテル科
5,994 福岡県 専門学校西日本アカデミー 商業実務専門課程カレッジ観光科
5,995 福岡県 専門学校西日本アカデミー 商業実務専門課程コンピュータ経理科
5,996 福岡県 専門学校西日本アカデミー 商業実務専門課程情報システム科
5,997 福岡県 専門学校西日本アカデミー 商業実務専門課程スチュワーデス・グランドホステス科
5,998 福岡県 専門学校西日本アカデミー 文化教養専門課程公務員専攻科（修業年限２年の課程）
5,999 福岡県 専門学校日本デザイナー学院 デザイン専門課程デザイン学科
6,000 福岡県 専門学校日本ビジネススクール ビジネス専門課程国際観光学科
6,001 福岡県 専門学校日本ビジネススクール ビジネス専門課程総合ビジネス学科
6,002 福岡県 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務専門課程カレッジ科
6,003 福岡県 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務専門課程コンピュータビジネス科
6,004 福岡県 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務専門課程税理士科
6,005 福岡県 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務専門課程流通ビジネス科
6,006 福岡県 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ワーキングスタディ科
6,007 福岡県 専門学校福岡国際ホテル学院 商業実務専門課程ホテル＆レストランマネジメント科
6,008 福岡県 専門学校ブライトンカレッジ 商業実務専門課程医療・福祉秘書学科
6,009 福岡県 専門学校ブライトンカレッジ 商業実務専門課程企画デザイン学科
6,010 福岡県 専門学校ブライトンカレッジ 商業実務専門課程国際コミュニケーション学科
6,011 福岡県 専門学校ブライトンカレッジ 商業実務専門課程国際ビジネス学科
6,012 福岡県 専門学校ブライトンカレッジ 商業実務専門課程コンピュータ経理学科
6,013 福岡県 専門学校ブライトンカレッジ 商業実務専門課程情報秘書学科
6,014 福岡県 専門学校ブライトンカレッジ 商業実務専門課程旅行観光学科
6,015 福岡県 専門学校柳川リハビリテーション学院 医療専門課程言語聴覚学科
6,016 福岡県 専門学校柳川リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科（夜間部）
6,017 福岡県 専門学校柳川リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科昼間部
6,018 福岡県 専門学校柳川リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科（夜間部）
6,019 福岡県 専門学校柳川リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科昼間部
6,020 福岡県 第一介護福祉専門学校 介護福祉専門課程介護福祉学科
6,021 福岡県 第一自動車整備専門学校 工業専門課程自動車整備学科
6,022 福岡県 田川歯科衛生士専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士学科
6,023 福岡県 田川女子専門学校 家政専門課程ファッションテキスタイル師範科
6,024 福岡県 田川女子専門学校 家政専門課程ファッションデザイン師範科
6,025 福岡県 田川女子専門学校 家政専門課程ファッションデザイン専門科
6,026 福岡県 筑豊看護専門学校 看護専門課程看護科
6,027 福岡県 中村国際ホテル専門学校 観光専門課程ホテル学科
6,028 福岡県 中村調理師専門学校 調理専門課程製菓技術科
6,029 福岡県 中村調理師専門学校 調理専門課程調理師特修科
6,030 福岡県 西鉄自動車整備専門学校 工業専門課程自動車整備科



都道府県 専　修　学　校　名 課　　　程　　　名

68

6,031 福岡県 西日本看護専門学校 看護専門課程看護学科
6,032 福岡県 日本不動産専門学校 不動産学専門課程不動産学科
6,033 福岡県 梅香看護専門学校 看護専門課程看護一科
6,034 福岡県 原看護専門学校 看護専門課程看護学科
6,035 福岡県 平岡栄養士専門学校 栄養士専門課程栄養士科
6,036 福岡県 平岡介護福祉専門学校 介護福祉専門課程介護福祉科
6,037 福岡県 平岡調理師専門学校 衛生専門課程調理師科
6,038 福岡県 福岡ＹＭＣＡ国際ホテル・福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
6,039 福岡県 福岡ＹＭＣＡ国際ホテル・福祉専門学校 社会福祉専門課程福祉レクリエーションワーカー科
6,040 福岡県 福岡ＹＭＣＡ国際ホテル・福祉専門学校 文化教養専門課程ホテル科
6,041 福岡県 福岡医科歯科技術専門学校 医療専門課程臨床工学技士科
6,042 福岡県 福岡医科歯科技術専門学校 歯科技術専門課程歯科衛生士科
6,043 福岡県 福岡医科歯科技術専門学校 歯科技術専門課程歯科技工士科
6,044 福岡県 福岡医療秘書福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
6,045 福岡県 福岡医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科
6,046 福岡県 福岡医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
6,047 福岡県 福岡お茶の水医療秘書福祉専門学校 医療福祉教育専門課程医療事務管理学科（昼間部）
6,048 福岡県 福岡お茶の水医療秘書福祉専門学校 医療福祉教育専門課程医療秘書学科（昼間部）
6,049 福岡県 福岡お茶の水医療秘書福祉専門学校 医療福祉教育専門課程医療福祉経営学科（昼間部）
6,050 福岡県 福岡お茶の水医療秘書福祉専門学校 医療福祉教育専門課程福祉ビジネス科
6,051 福岡県 福岡外語専門学校 文化教養専門課程ＩＴ科
6,052 福岡県 福岡外語専門学校 文化教養専門課程英語科
6,053 福岡県 福岡介護福祉専門学校 介護福祉専門課程介護福祉科
6,054 福岡県 福岡看護専門学校 看護専門課程看護学科
6,055 福岡県 福岡教員養成所 教育社会福祉専門課程児童教育科初等教育課程
6,056 福岡県 福岡教員養成所 教育社会福祉専門課程児童教育科幼児教育課程第１部
6,057 福岡県 福岡教員養成所 教育社会福祉専門課程児童教育科幼児教育課程第２部
6,058 福岡県 福岡県私設病院協会専門学校 看護専門課程看護科
6,059 福岡県 福岡建設専門学校 工業専門課程建築科
6,060 福岡県 福岡建設専門学校 工業専門課程建築工学科
6,061 福岡県 福岡建設専門学校 工業専門課程土木科
6,062 福岡県 福岡建設専門学校 工業専門課程土木工学科
6,063 福岡県 福岡県立看護専門学校 看護専門課程看護学科
6,064 福岡県 福岡工業専門学校 工業専門課程ＣＡＤ製図学科
6,065 福岡県 福岡工業専門学校 工業専門課程インターネット学科
6,066 福岡県 福岡工業専門学校 工業専門課程インテリアデザイン工学科
6,067 福岡県 福岡工業専門学校 工業専門課程機械工学科
6,068 福岡県 福岡工業専門学校 工業専門課程建築工学科
6,069 福岡県 福岡工業専門学校 工業専門課程情報処理学科
6,070 福岡県 福岡工業専門学校 工業専門課程生命工学科
6,071 福岡県 福岡工業専門学校 工業専門課程ネット技術者養成学科
6,072 福岡県 福岡工業専門学校 商業実務専門課程ｅ－ビジネス学科
6,073 福岡県 福岡工業専門学校 商業実務専門課程ガーデニング学科
6,074 福岡県 福岡工業専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報処理科
6,075 福岡県 福岡工業専門学校 商業実務専門課程フラワー＆ガーデンＤｅｓｉｇｎｅｒ学科
6,076 福岡県 福岡工業専門学校 商業実務専門課程フラワービジネス学科
6,077 福岡県 福岡工業専門学校 商業実務専門課程ベンチャービジネス学科
6,078 福岡県 福岡国際医療福祉学院 医療専門課程言語聴覚学科
6,079 福岡県 福岡国際文化女学院 文化教養専門課程国際文化科
6,080 福岡県 福岡国土建設専門学校 工業専門課程測量設計科
6,081 福岡県 福岡国土建設専門学校 工業専門課程緑地造園科
6,082 福岡県 福岡コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程エディトリアルデザイン科
6,083 福岡県 福岡コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程生活デザイン科
6,084 福岡県 福岡コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程ビジュアルコミュニケーション科
6,085 福岡県 福岡コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程福祉コミュニケーション科
6,086 福岡県 福岡コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程ペットビジネス科
6,087 福岡県 福岡コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程ペットビジネス科（夜間部）
6,088 福岡県 福岡コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程マルチメディアアート科
6,089 福岡県 福岡コミュニケーションアート専門学校 文化教養専門課程スポーツコミュニケーション科
6,090 福岡県 福岡市医師会看護専門学校 看護専門課程看護婦・士科
6,091 福岡県 福岡歯科衛生専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士科
6,092 福岡県 福岡柔道整復専門学校 医療専門課程柔道整復科（昼）
6,093 福岡県 福岡柔道整復専門学校 医療専門課程柔道整復科（夜）
6,094 福岡県 福岡柔道整復専門学校 医療専門課程鍼灸科
6,095 福岡県 福岡スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程アニメ・声優科
6,096 福岡県 福岡スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程音楽プロデュース科
6,097 福岡県 福岡スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程商業音楽科
6,098 福岡県 福岡スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程ダンス＆ミュージカル科
6,099 福岡県 福岡スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程プロミュージシャン科
6,100 福岡県 福岡スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程プロミュージシャン科（夜間部）
6,101 福岡県 福岡税経専門学校 会計専門課程コンピュータビジネス科
6,102 福岡県 福岡税経専門学校 会計専門課程ビジネスライセンス科（修業年限２年の課程）
6,103 福岡県 福岡税経専門学校 税理士専門課程税理士アカデミー科
6,104 福岡県 福岡税経専門学校 税理士専門課程税理士選抜科
6,105 福岡県 福岡赤十字看護専門学校 看護専門課程看護学科
6,106 福岡県 福岡大学附属看護専門学校 看護専門課程看護学科
6,107 福岡県 福岡中央医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療管理科
6,108 福岡県 福岡中央医療福祉専門学校 文化教養専門課程心理療法科
6,109 福岡県 福岡調理師専門学校 衛生専門課程調理師科
6,110 福岡県 福岡デザイン専門学校 デザイン専門課程環境デザイン科
6,111 福岡県 福岡デザイン専門学校 デザイン専門課程視覚情報デザイン科
6,112 福岡県 福岡ビューティーアート専門学校 衛生専門課程トータルビューティー科
6,113 福岡県 福岡ビューティーアート専門学校 衛生専門課程美容科
6,114 福岡県 福岡マルチメディア専門学校 工業専門課程ＣＡＤ学科
6,115 福岡県 福岡マルチメディア専門学校 工業専門課程インテリア学科
6,116 福岡県 福岡マルチメディア専門学校 工業専門課程情報処理学科
6,117 福岡県 福岡マルチメディア専門学校 工業専門課程ベンチャービジネス学科
6,118 福岡県 福岡マルチメディア専門学校 工業専門課程マルチメディアエンジニア学科
6,119 福岡県 福岡マルチメディア専門学校 工業専門課程マルチメディアデザイン学科
6,120 福岡県 福岡南美容専門学校 衛生専門課程美容師科（昼）
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6,121 福岡県 福岡南美容専門学校 衛生専門課程美容師科（夜間部）
6,122 福岡県 福岡南美容専門学校 衛生専門課程メイク科（２年制）
6,123 福岡県 福岡南美容専門学校 衛生専門課程理容師科
6,124 福岡県 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
6,125 福岡県 福岡リゾートアンドスポーツ専門学校 社会体育専門課程レジャースポーツ科
6,126 福岡県 福岡工業専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科
6,127 福岡県 福岡工業専門学校 商業実務専門課程福祉ビジネス学科
6,128 福岡県 渕上医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科
6,129 福岡県 渕上医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療情報管理科
6,130 福岡県 美萩野保健衛生学院 歯科衛生士専門課程歯科衛生士学科
6,131 福岡県 美萩野臨床医学専門学校 臨床検査専門課程臨床検査科
6,132 福岡県 宗像看護専門学校 看護専門課程看護学科（第１科）
6,133 福岡県 宗像看護専門学校 看護専門課程看護学科（第２科）
6,134 福岡県 柳川ハリウッド美容専門学校 美容専門課程美容科昼間部
6,135 福岡県 八女筑後看護専門学校 看護専門課程看護科
6,136 福岡県 八幡医師会看護専門学院 看護専門課程看護婦科
6,137 福岡県 読売九州理工専門学校 工業専門課程建設システム学科
6,138 福岡県 読売九州理工専門学校 工業専門課程建築学科
6,139 福岡県 読売九州理工専門学校 工業専門課程自動車学科
6,140 福岡県 読売九州理工専門学校 工業専門課程情報システム学科
6,141 福岡県 読売九州理工専門学校 工業専門課程情報処理学科
6,142 福岡県 読売福岡理工専門学校 工業専門課程建築学科
6,143 福岡県 読売福岡理工専門学校 工業専門課程情報処理学科
6,144 福岡県 読売福岡理工専門学校 工業専門課程電子学科
6,145 福岡県 和裁専門学校若葉学園 家政専門課程和裁科
6,146 福岡県 早稲田電子専門学校福岡校 工業専門課程コンピュータ・グラフィックス科
6,147 福岡県 早稲田電子専門学校福岡校 工業専門課程情報処理本科
6,148 福岡県 早稲田電子専門学校福岡校 工業専門課程情報ビジネス科
6,149 佐賀県 伊万里看護学校 看護専門課程看護科
6,150 佐賀県 医療福祉専門学校緑生館 看護婦専門課程看護学科
6,151 佐賀県 医療福祉専門学校緑生館 リハビリテーション専門課程作業療法学科
6,152 佐賀県 医療福祉専門学校緑生館 リハビリテーション専門課程理学療法学科
6,153 佐賀県 唐津看護専門学校 看護専門課程看護科
6,154 佐賀県 唐津コンピュータ専門学校 工業専門課程医療情報科
6,155 佐賀県 唐津コンピュータ専門学校 工業専門課程総合情報科
6,156 佐賀県 九州国際情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム科
6,157 佐賀県 九州国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＯＡビジネス科
6,158 佐賀県 九州国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営管理科（修業年限２年の課程に限る。）
6,159 佐賀県 九州国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程公務員科（行政ビジネスコース）
6,160 佐賀県 九州環境福祉医療専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
6,161 佐賀県 九州環境福祉医療専門学校 医療専門課程歯科技工士本科
6,162 佐賀県 九州環境福祉医療専門学校 工業専門課程環境工学科
6,163 佐賀県 九州環境福祉医療専門学校 工業専門課程環境生態科
6,164 佐賀県 九州環境福祉医療専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科
6,165 佐賀県 九州環境福祉医療専門学校 社会福祉専門課程ソーシャルワーカー科
6,166 佐賀県 九州環境福祉医療専門学校 社会福祉専門課程福祉環境科
6,167 佐賀県 公務員専門学校　公務員ゼミナール佐賀校 文化教養専門課程公務員ビジネス科
6,168 佐賀県 国立嬉野病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
6,169 佐賀県 国立療養所東佐賀病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
6,170 佐賀県 佐賀インテリジェントビジネスカレッジ 商業実務専門課程情報税理科
6,171 佐賀県 佐賀インテリジェントビジネスカレッジ 商業実務専門課程総合ビジネス科
6,172 佐賀県 佐賀県立有田窯業大学校 専門課程陶磁器科
6,173 佐賀県 佐賀県立総合看護学院 専門課程第一看護学科
6,174 佐賀県 佐賀県立総合看護学院 専門課程第二看護学科
6,175 佐賀県 佐賀工業専門学校 工業専門課程建築学科
6,176 佐賀県 佐賀工業専門学校 工業専門課程自動車学科
6,177 佐賀県 佐賀コンピュータ専門学校 工業専門課程情報処理システム科
6,178 佐賀県 佐賀市医師会立看護専門学校 看護専門課程看護科
6,179 佐賀県 佐賀歯科衛生専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
6,180 佐賀県 専門学校モードリゲル 家政専門課程洋裁学科昼間部
6,181 佐賀県 西九州大学福祉医療専門学校 社会福祉専門課程福祉医療科
6,182 佐賀県 武雄看護学校 看護専門課程看護科
6,183 佐賀県 緑ドレスメーカー服飾専門学校 家政専門課程洋裁科昼間部
6,184 長崎県 九州医学技術専門学校 医療関係専門課程臨床検査科
6,185 長崎県 九州環境福祉医療専門学校長崎校 社会福祉専門課程介護福祉士科
6,186 長崎県 九州文化学園歯科衛生士学院 医療専門課程歯科衛生科
6,187 長崎県 九州文化学園歯科衛生士学院 専門課程歯科衛生科
6,188 長崎県 国際情報科学専門学校諫早校 専門課程情報経営科
6,189 長崎県 国際情報科学専門学校長崎校 専門課程情報経営科
6,190 長崎県 国際情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム科
6,191 長崎県 国際情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム研究科
6,192 長崎県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科
6,193 長崎県 佐世保経理専門学校 商業実務専門課程コンピュータ会計科
6,194 長崎県 佐世保市医師会看護専門学校 専門課程看護科
6,195 長崎県 佐世保市立看護専門学校 看護専門課程看護科
6,196 長崎県 ソシアル淳心専門学校 専門課程家政学科
6,197 長崎県 長崎医療技術専門学校 医療専門課程作業療法学科
6,198 長崎県 長崎医療技術専門学校 医療専門課程理学療法学科（昼間部）
6,199 長崎県 長崎県央看護学校 専門課程看護科
6,200 長崎県 長崎県美容専門学校 衛生専門課程美容科
6,201 長崎県 長崎県立佐世保看護学校 看護師専門課程看護学科
6,202 長崎県 長崎県立長崎保険看護学校 看護婦専門課程看護学科
6,203 長崎県 長崎公務員専門学校 専門課程教養重点科・２年コース
6,204 長崎県 長崎公務員専門学校 専門課程上級行政科・２年コース
6,205 長崎県 長崎公務員専門学校 専門課程初級教養科・２年コース
6,206 長崎県 長崎コンピュータ専門学校 工業専門課程情報ライセンス科
6,207 長崎県 長崎コンピュータ専門学校 工業専門課程マルチメディア科
6,208 長崎県 長崎コンピュータ専門学校 商業実務専門課程経営情報科
6,209 長崎県 長崎コンピュータ専門学校 商業実務専門課程公務員ビジネス科
6,210 長崎県 長崎市医師会看護専門学校 専門課程第２看護学科
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6,211 長崎県 長崎歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
6,212 長崎県 長崎歯科技術専門学校 医療専門課程技工士科
6,213 長崎県 長崎情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程総合情報科
6,214 長崎県 長崎情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程国際ビジネス科
6,215 長崎県 長崎リハビリテーション学院 医療専門課程言語療法学科
6,216 長崎県 長崎リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科
6,217 長崎県 ミユキ学園諫早服装専門学校 専門課程洋裁専攻科昼間部
6,218 長崎県 森家政専門学校 家政専門課程家政学科（夜間部）
6,219 長崎県 森家政専門学校 家政専門課程家政学科昼間部
6,220 熊本県 ＩＥＣ国際外国語専門学校 英語専門課程国際介護スポーツコミュニケーション学科
6,221 熊本県 ＩＥＣ国際外国語専門学校 英語専門課程国際スポーツトレーナーコミュニケーション学科（昼間部）
6,222 熊本県 ＩＥＣ国際外国語専門学校 英語専門課程国際ビジネス学科
6,223 熊本県 ＩＥＣ国際外国語専門学校 英語専門課程ワールドトラベルビジネス学科（昼間部）
6,224 熊本県 上天草看護専門学校 看護専門課程看護学科
6,225 熊本県 九州音楽芸術専門学校 教養専門課程器楽科
6,226 熊本県 九州音楽芸術専門学校 教養専門課程声楽科
6,227 熊本県 九州音楽芸術専門学校 教養専門課程調律科
6,228 熊本県 九州技術教育専門学校 家政専門課程生活総合科
6,229 熊本県 九州技術教育専門学校 工業専門課程情報処理秘書科
6,230 熊本県 九州技術教育専門学校 工業専門課程総合情報マルチメディア科
6,231 熊本県 九州技術教育専門学校 工業専門課程マルチメディア科
6,232 熊本県 九州工科自動車専門学校 工業専門課程自動車整備科
6,233 熊本県 九州測量専門学校 工業専門課程土木建設科
6,234 熊本県 九州和服飾専門学校 家政専門課程和裁師範科
6,235 熊本県 九州和服飾専門学校 家政専門課程和裁専攻科
6,236 熊本県 熊本外語専門学校 教養専門課程英語科
6,237 熊本県 熊本外語専門学校 教養専門課程中国語科
6,238 熊本県 熊本看護専門学校 ２年課程（定時制）看護専門課程第２看護学科
6,239 熊本県 熊本看護専門学校 ３年課程看護専門課程第１看護学科
6,240 熊本県 熊本工業専門学校 工業専門課程自動車整備工学科
6,241 熊本県 熊本工業専門学校 工業専門課程情報ネットワーク科
6,242 熊本県 熊本工業専門学校 工業専門課程電気工学科
6,243 熊本県 熊本工業専門学校 工業専門課程電子機械工学科
6,244 熊本県 熊本工業専門学校 文化教養専門課程国際ビジネス科
6,245 熊本県 熊本市医師会看護専門学校 医療専門課程看護科
6,246 熊本県 熊本歯科衛生士専門学院 医療専門課程歯科衛生士学科
6,247 熊本県 熊本歯科技術専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
6,248 熊本県 熊本歯科技術専門学校 医療専門課程歯科技工士科
6,249 熊本県 熊本社会福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
6,250 熊本県 熊本社会福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科
6,251 熊本県 熊本情報経理専門学校 商業実務専門課程情報経理学科
6,252 熊本県 熊本市立総合ビジネス専門学校 専門課程総合ビジネス科
6,253 熊本県 熊本総合医療福祉学院 医療専門課程義肢装具学科
6,254 熊本県 熊本総合医療福祉学院 医療専門課程救急救命学科
6,255 熊本県 熊本総合医療福祉学院 医療専門課程臨床工学学科
6,256 熊本県 熊本デザイン専門学校 専門課程インテリアデザイン科
6,257 熊本県 熊本デザイン専門学校 専門課程グラフィックデザイン科
6,258 熊本県 熊本デザイン専門学校 文化教養専門課程ＣＡＤ建築デザイン科
6,259 熊本県 熊本デザイン専門学校 文化教養専門課程ファッションデザイン科
6,260 熊本県 熊本デザイン専門学校 文化教養専門課程マルチメディア科
6,261 熊本県 熊本電子ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム科
6,262 熊本県 熊本電子ビジネス専門学校 工業専門課程マルチメディアインターネット科
6,263 熊本県 熊本電子ビジネス専門学校 工業専門課程マルチメディアクリエイター科
6,264 熊本県 熊本電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス経理科
6,265 熊本県 熊本電子ビジネス専門学校 商業専門課程ビジネスキャリア科
6,266 熊本県 熊本ベルェベル美容専門学校 衛生専門課程カラービューティー科
6,267 熊本県 熊本ベルェベル美容専門学校 衛生専門課程美容科
6,268 熊本県 熊本リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科
6,269 熊本県 熊本リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科
6,270 熊本県 健康保険人吉看護専門学校 医療専門課程看護学科
6,271 熊本県 国立熊本病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
6,272 熊本県 国立療養所再春荘病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
6,273 熊本県 湖東カレッジ教育芸術専門学校 教育社会福祉専門課程幼児指導者養成学科
6,274 熊本県 湖東カレッジ情報建築専門学校 工業専門課程ＣＡＤ応用学科
6,275 熊本県 湖東カレッジ情報建築専門学校 工業専門課程建築学科
6,276 熊本県 湖東カレッジ情報建築専門学校 工業専門課程情報システム学科
6,277 熊本県 湖東カレッジ情報建築専門学校 工業専門課程情報処理学科
6,278 熊本県 専修学校九州高等美容学校 衛生専門課程美容科
6,279 熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 工業専門課程環境建設学科
6,280 熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 工業専門課程建築科
6,281 熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 工業専門課程情報システム科
6,282 熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 工業専門課程マルチメディアデザイン科
6,283 熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 社会福祉専門課程児童福祉教育科
6,284 熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 社会福祉専門課程社会福祉学科
6,285 熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 社会福祉専門課程生涯スポーツ科
6,286 熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 社会福祉専門課程福祉デザイン科
6,287 熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 社会福祉専門課程老人ケア科
6,288 熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程医療事務管理学科
6,289 熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程オフィスキャリア科
6,290 熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程経営ビジネス科
6,291 熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程国際ホテル科
6,292 熊本県 専修学校熊本壺渓塾 文化教養専門課程公務員特別科
6,293 熊本県 専門学校熊本ビジネスカレッジ 商業実務専門課程医療福祉事務科
6,294 熊本県 専門学校熊本ビジネスカレッジ 商業実務専門課程ビジネスカレッジ科Ⅰ部
6,295 熊本県 崇城大学専門学校 工業専門課程システム・デザイン学科
6,296 熊本県 常盤家政調理師専門学校 家政専門課程洋裁科
6,297 熊本県 常盤家政調理師専門学校 家政専門課程和裁科
6,298 熊本県 常盤家政調理師専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科
6,299 熊本県 西日本リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科昼間部
6,300 熊本県 西日本リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科夜間部
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6,301 熊本県 ヒロ・デザイン専門学校 服飾専門課程アパレルビジネス科１部
6,302 熊本県 ヒロ・デザイン専門学校 服飾専門課程ファッションテクニカル科１部
6,303 熊本県 本渡市立看護専門学校 看護専門課程看護学科
6,304 熊本県 八代看護学校 専門課程看護師科
6,305 熊本県 八代実業専門学校 商業実務専門課程情報経理科
6,306 熊本県 労働福祉事業団熊本労災看護専門学校 専門課程看護科
6,307 熊本県 和洋学園専門学校 家政専門課程服装専攻科昼間部
6,308 熊本県 和洋学園専門学校 家政専門課程服装専攻科夜間部
6,309 大分県 ＫＣＳ大分情報専門学校 工業専門課程情報システム専門科
6,310 大分県 ＫＣＳ大分情報専門学校 工業専門課程大学併修科
6,311 大分県 ＫＣＳ大分情報専門学校 工業専門課程ビジネスパソコン科
6,312 大分県 ＫＣＳ大分情報専門学校 工業専門課程マルチメディア科
6,313 大分県 ＮＢＵメディカルカレッジ 医療専門課程診療放射線科
6,314 大分県 朝来野学園女子専門学校 和裁専門課程専攻学科
6,315 大分県 明日香美容文化専門学校 衛生専門課程美容科
6,316 大分県 明日香美容文化専門学校 衛生専門課程メイクファッション科
6,317 大分県 明日香美容文化専門学校 衛生専門課程理容科
6,318 大分県 エフォーツ測量建築専門学校 工業専門課程建築福祉工学科
6,319 大分県 エフォーツ測量建築専門学校 工業専門課程測量環境学科
6,320 大分県 大分医療事務専門学校 商業実務専門課程医療事務ライセンス科
6,321 大分県 大分介護福祉士専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉士科
6,322 大分県 大分経理専門学校 商業情報専門課程短大科
6,323 大分県 大分経理専門学校 商業情報専門課程ビジネス管理科
6,324 大分県 大分県歯科技術専門学校 専門課程歯科衛生科
6,325 大分県 大分県歯科技術専門学校 専門課程歯科技工科
6,326 大分県 大分県立厚生学院 専門課程看護学科第一科
6,327 大分県 大分県立厚生学院 専門課程看護学科第二科
6,328 大分県 大分市医師会看護専門学校 看護専門課程看護学科
6,329 大分県 大分歯科専門学校 医療専門課程歯科衛生科
6,330 大分県 大分視能訓練士専門学校 医療専門課程視能訓練士学科
6,331 大分県 大分リハビリテーション専門学校 医療専門課程作業療法士科
6,332 大分県 大分リハビリテーション専門学校 医療専門課程理学療法士科
6,333 大分県 大分臨床検査技師専門学校 医療専門課程臨床検査学科
6,334 大分県 大分臨床工学技士専門学校 医療専門課程臨床工学技士学科
6,335 大分県 健康保険南海看護専門学校 看護師専門課程看護学科
6,336 大分県 国際製菓調理専門学校 専門課程製菓製パン学科
6,337 大分県 国際製菓調理専門学校 専門課程調理経営学科
6,338 大分県 国立別府病院附属大分中央看護学校 看護専門課程看護学科
6,339 大分県 専修学校明星国際ビューティカレッジ 専門課程美容本科
6,340 大分県 専門学校田北文化服装学院 家政専門課程デザイン服飾科
6,341 大分県 総合技術工学院 工業専門課程ＣＡＤシステム学科
6,342 大分県 総合技術工学院 工業専門課程ＣＡＤデザイン学科
6,343 大分県 総合技術工学院 工業専門課程ＣＧ学科
6,344 大分県 総合技術工学院 工業専門課程医療ビジネス学科
6,345 大分県 総合技術工学院 工業専門課程インターネット学科
6,346 大分県 総合技術工学院 工業専門課程インテリアデザイン学科
6,347 大分県 総合技術工学院 工業専門課程建築システム工学科
6,348 大分県 総合技術工学院 工業専門課程情報システム工学科（２年制）
6,349 大分県 総合技術工学院 工業専門課程情報システム工学科（３年制）
6,350 大分県 総合技術工学院 工業専門課程情報ビジネス学科
6,351 大分県 総合技術工学院 工業専門課程通信工学科（２年制）
6,352 大分県 総合技術工学院 工業専門課程マルチメディア学科
6,353 大分県 総合技術工学院 工業専門課程無線システム学科（２年制）
6,354 大分県 総合技術工学院 工業専門課程無線システム学科（３年制）
6,355 大分県 田北調理師専門学校 専門課程調理師科
6,356 大分県 智泉総合福祉専門学校 専門課程介護福祉士学科
6,357 大分県 智泉総合福祉専門学校 専門課程福祉ライセンス学科
6,358 大分県 藤華医療技術専門学校 医療専門課程看護学科
6,359 大分県 中津ファビオラ看護学校 看護師専門課程看護学科
6,360 大分県 別府市医師会看護専門学校 看護専門課程看護学科
6,361 大分県 別府大学附属看護専門学校 専門課程看護科
6,362 宮崎県 えびの高原国際専門学校 教育・社会福祉専門課程ソーシャルケア学科
6,363 宮崎県 えびの高原国際専門学校 商業実務専門課程米国留学学科
6,364 宮崎県 オービック専門学校 商業実務専門課程情報システム科
6,365 宮崎県 オービック専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科
6,366 宮崎県 大原簿記公務員専門学校 商業実務関係専門課程経理本科
6,367 宮崎県 大原簿記公務員専門学校 商業実務関係専門課程公務員科（２年課程）
6,368 宮崎県 九州理工学院 工業専門課程環境景観緑地工学科
6,369 宮崎県 九州理工学院 工業専門課程環境土木工学科
6,370 宮崎県 九州理工学院 工業専門課程建築環境工学科
6,371 宮崎県 国立都城病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
6,372 宮崎県 国立療養所宮崎病院附属看護学校 看護専門課程看護学科
6,373 宮崎県 サンアートアカデミー宮崎 商業実務専門課程経営情報学科
6,374 宮崎県 サンアートアカデミー宮崎 商業実務専門課程情報メディア学科
6,375 宮崎県 サンアートアカデミー宮崎 商業実務専門課程トラベル観光短大学科
6,376 宮崎県 サンアートアカデミー宮崎 文化・教養専門課程総合デザイン学科
6,377 宮崎県 サンアートアカデミー宮崎 文化・教養専門課程米英語短大学科
6,378 宮崎県 潤和会記念病院附属宮崎リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科
6,379 宮崎県 聖心ウルスラ学園歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
6,380 宮崎県 トライアート・カレッジ 服飾・家政専門課程きもの学科
6,381 宮崎県 トライアート・カレッジ 文化・教養専門課程造形デザイン学科
6,382 宮崎県 延岡看護専門学校 医療専門課程看護師科
6,383 宮崎県 都城看護専門学校 医療専門課程看護師科
6,384 宮崎県 都城コンピュータ・福祉医療専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
6,385 宮崎県 都城コンピュータ・福祉医療専門学校 工業専門課程総合情報学科
6,386 宮崎県 都城コンピュータ・福祉医療専門学校 工業専門課程ハイパーメディア工学科
6,387 宮崎県 都城コンピュータ・福祉医療専門学校 商業実務専門課程福祉医療ビジネス学科
6,388 宮崎県 都城歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
6,389 宮崎県 都城情報処理専門学校 工業専門課程情報処理科
6,390 宮崎県 都城情報処理専門学校 商業実務専門課程情報事務科
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6,391 宮崎県 都城文化服装専門学校 服装専門課程洋裁師範科昼間部
6,392 宮崎県 都城文化服装専門学校 服装専門課程和裁師範科（昼間部）
6,393 宮崎県 都城洋香看護専門学校 医療専門課程看護学科（３年）
6,394 宮崎県 宮崎医療管理専門学校 医療管理専門課程医療秘書科
6,395 宮崎県 宮崎医療管理専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
6,396 宮崎県 宮崎医療管理専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科
6,397 宮崎県 宮崎医療福祉専門学校 医療専門課程看護科
6,398 宮崎県 宮崎医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科
6,399 宮崎県 宮崎医療福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科
6,400 宮崎県 宮崎医療福祉専門学校 商業実務専門課程福祉情報科
6,401 宮崎県 宮崎看護専門学校 医療専門課程看護師学科
6,402 宮崎県 宮崎歯科技術専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
6,403 宮崎県 宮崎歯科技術専門学校 医療専門課程歯科技工士科
6,404 宮崎県 宮崎情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程情報システム科
6,405 宮崎県 宮崎情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程医療福祉科
6,406 宮崎県 宮崎情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程リゾート観光科
6,407 宮崎県 宮崎調理師専門学校 衛生専門課程調理師専攻科
6,408 宮崎県 宮崎ドレスメーカー専門学校 家政専門課程服飾専科
6,409 宮崎県 宮崎ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程医療マネジメント科
6,410 宮崎県 宮崎ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程初級公務員専攻科
6,411 宮崎県 宮崎ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科
6,412 宮崎県 宮崎美容専門学校 専門課程美容科
6,413 宮崎県 宮崎福祉医療カレッジ 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
6,414 宮崎県 宮崎福祉医療カレッジ 教育・社会福祉専門課程福祉総合学科
6,415 宮崎県 宮崎保健福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科
6,416 宮崎県 宮崎マルチメディア専門学校 家政専門課程ファッションアカデミー科
6,417 宮崎県 宮崎マルチメディア専門学校 商業実務専門課程医療マネジメント科
6,418 宮崎県 宮崎マルチメディア専門学校 商業実務専門課程情報テクニカル科
6,419 宮崎県 宮崎ユニバーサル・カレッジ 教育・社会福祉専門課程福祉・幼児教育学科
6,420 宮崎県 宮崎ユニバーサル・カレッジ 工業専門課程建築学科
6,421 宮崎県 宮崎ユニバーサル・カレッジ 工業専門課程航空工学科
6,422 宮崎県 宮崎ユニバーサル・カレッジ 工業専門課程自動車工学科
6,423 宮崎県 宮崎ユニバーサル・カレッジ 工業専門課程総合設備工学科
6,424 宮崎県 宮崎ユニバーサル・カレッジ 商業実務専門課程キャリアレディス科
6,425 宮崎県 宮崎ユニバーサルカレッジ 教育・社会福祉専門課程国際ボランティアコーディネーター学科
6,426 鹿児島県 ＫＣＳ鹿児島情報専門学校 工業専門課程ビジネスパソコン科
6,427 鹿児島県 ＫＣＳ鹿児島情報専門学校 工業専門課程マルチメディア科
6,428 鹿児島県 ＫＵＣユニバーサルカレッジ 工業専門課程国家公務員技術専攻科
6,429 鹿児島県 ＫＵＣユニバーサルカレッジ 工業専門課程自動車工学科
6,430 鹿児島県 ＫＵＣユニバーサルカレッジ 工業専門課程総合電気工学科
6,431 鹿児島県 ＫＵＣユニバーサルカレッジ 工業専門課程マルチメディア科
6,432 鹿児島県 ＫＵＣユニバーサルカレッジ 商業実務専門課程国際経営科
6,433 鹿児島県 赤塚学園造形美術専門学校 文化教養専門課程造形美術科
6,434 鹿児島県 赤塚学園ビジネス専門学校 工業専門課程情報処理科
6,435 鹿児島県 赤塚学園ビジネス専門学校 商業実務専門課程医事管理科
6,436 鹿児島県 赤塚学園ビジネス専門学校 商業実務専門課程商業経営科
6,437 鹿児島県 赤塚学園ビジネス専門学校 農業専門課程環境アグリビジネス科
6,438 鹿児島県 赤塚学園ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員ビジネス科
6,439 鹿児島県 奄美看護福祉専門学校 医療専門課程看護学科
6,440 鹿児島県 奄美看護福祉専門学校 医療専門課程薬草（藻）学科
6,441 鹿児島県 奄美看護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
6,442 鹿児島県 今村学園ライセンスアカデミー 衛生専門課程栄養士科
6,443 鹿児島県 今村学園ライセンスアカデミー 衛生専門課程経営調理科
6,444 鹿児島県 鹿児島医療技術専門学校 医療専門課程言語聴覚療法学科
6,445 鹿児島県 鹿児島医療技術専門学校 医療専門課程作業療法学科
6,446 鹿児島県 鹿児島医療技術専門学校 医療専門課程診療放射線技術学科
6,447 鹿児島県 鹿児島医療技術専門学校 医療専門課程理学療法学科
6,448 鹿児島県 鹿児島医療技術専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科
6,449 鹿児島県 鹿児島医療福祉専門学校 医療専門課程看護学科
6,450 鹿児島県 鹿児島医療福祉専門学校 医療専門課程歯科衛生学科
6,451 鹿児島県 鹿児島医療福祉専門学校 医療専門課程理学療法学科
6,452 鹿児島県 鹿児島医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科
6,453 鹿児島県 鹿児島医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療福祉事務学科
6,454 鹿児島県 鹿児島上山家政専門学校 家政専門課程洋裁科
6,455 鹿児島県 鹿児島上山家政専門学校 家政専門課程和裁科
6,456 鹿児島県 鹿児島英語専修学校 文化・教養専門課程英語科
6,457 鹿児島県 鹿児島県医療法人協会立看護専門学校 医療専門課程看護学科（二年課程）
6,458 鹿児島県 鹿児島県美容専門学校 衛生専門課程美容学科
6,459 鹿児島県 鹿児島県立保健看護学校 専門課程看護学科
6,460 鹿児島県 鹿児島県理容美容専門学校 衛生専門課程美容科
6,461 鹿児島県 鹿児島高等看護学院 医療専門課程看護学科
6,462 鹿児島県 鹿児島公務員専修学校 文化・教養専門課程公務員受験科
6,463 鹿児島県 鹿児島市医師会看護専門学校 医療専門課程看護師科
6,464 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
6,465 鹿児島県 鹿児島歯科学院専門学校 医療専門課程歯科技工士科
6,466 鹿児島県 鹿児島情報ビジネス専門学校 工業専門課程システム工学科
6,467 鹿児島県 鹿児島情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム科
6,468 鹿児島県 鹿児島情報ビジネス専門学校 工業専門課程マルチメディアデザイン科
6,469 鹿児島県 鹿児島情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療介護事務科
6,470 鹿児島県 鹿児島情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科
6,471 鹿児島県 鹿児島市立高等看護学校 専門課程看護科
6,472 鹿児島県 鹿児島鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸、あん摩マッサージ指圧科
6,473 鹿児島県 鹿児島鍼灸専門学校 医療専門課程第１鍼灸学科
6,474 鹿児島県 鹿児島鍼灸専門学校 医療専門課程第２鍼灸学科
6,475 鹿児島県 鹿児島測量専門学校 工業専門課程建設工学科
6,476 鹿児島県 鹿児島中央看護専門学校 医療専門課程看護科
6,477 鹿児島県 鹿児島中央専門学校 教養専門課程国際教養本科
6,478 鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 工業専門課程システム研究学科
6,479 鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 工業専門課程福祉環境工学科
6,480 鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 工業専門課程メディア情報科
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6,481 鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 商業実務専門課程医療福祉秘書科
6,482 鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 商業実務専門課程経営情報学科
6,483 鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 文化教養専門課程デジタルクリエイト学科
6,484 鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 文化教養専門課程マルチメディア科
6,485 鹿児島県 鹿児島レディスカレッジ 文化・教養専門課程国際留学学科
6,486 鹿児島県 鹿児島レディスカレッジ 文化教養専門課程キャリア養成学科（２年課程）
6,487 鹿児島県 加世田医療福祉専門学校 医療専門課程歯科衛生士科
6,488 鹿児島県 加世田医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科
6,489 鹿児島県 学校法人鹿児島学園加治木看護専門学校 医療専門課程看護学科
6,490 鹿児島県 鹿屋市立鹿屋看護専門学校 専門課程看護学科
6,491 鹿児島県 神村学園医療福祉専門学校 医療専門課程作業療法学科
6,492 鹿児島県 神村学園医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科
6,493 鹿児島県 川内市医師会立川内看護専門学校 医療専門課程看護科
6,494 鹿児島県 九州電子計算機専門学校鹿児島校 工業専門課程情報システム研究科
6,495 鹿児島県 九州電子計算機専門学校鹿児島校 工業専門課程情報システム専門科
6,496 鹿児島県 久木田学園看護専門学校 医療専門課程看護学科
6,497 鹿児島県 甲南ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療経理学科
6,498 鹿児島県 甲南ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報処理学科
6,499 鹿児島県 甲南ビジネス専門学校 商業実務専門課程税務会計学科
6,500 鹿児島県 国際専修カレッジ 文化・教養専門課程国際コミュニケーション学科
6,501 鹿児島県 国際専修カレッジ 文化・教養専門課程国際秘書学科
6,502 鹿児島県 国際専修カレッジ 文化・教養専門課程国際旅行学科
6,503 鹿児島県 国立病院九州循環器病センター附属鹿児島看護学校 看護専門課程看護学科
6,504 鹿児島県 社団法人出水郡医師会立阿久根市民病院附属看護学校 医療専門課程看護科
6,505 鹿児島県 城西プロフェッショナル・カレッジ 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科
6,506 鹿児島県 城西学園プロフェッショナル・カレッジ 社会福祉専門課程社会福祉科
6,507 鹿児島県 仁心看護専門学校 医療専門課程看護科（３年課程）
6,508 鹿児島県 たちばな医療専門学校 医療専門課程看護科
6,509 鹿児島県 野村服飾専門学校 服飾専門課程ファッションクリエイト科
6,510 鹿児島県 野村服飾専門学校 服飾専門課程ファッション産業科
6,511 鹿児島県 南九州医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科
6,512 沖縄県 育英義塾教員養成学院 教育社会福祉専門課程保育福祉学科
6,513 沖縄県 医療法人おもと会沖縄リハビリテーション福祉学院 医療専門課程作業療法学科
6,514 沖縄県 医療法人おもと会沖縄リハビリテーション福祉学院 医療専門課程理学療法学科
6,515 沖縄県 医療法人おもと会沖縄リハビリテーション福祉学院 社会福祉専門課程介護福祉学科
6,516 沖縄県 沖縄ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校 商業実務専門課程英語ビジネス科
6,517 沖縄県 沖縄ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校 商業実務専門課程ホテル・トラベル科
6,518 沖縄県 沖縄アカデミー専門学校 専門課程介護福祉学科
6,519 沖縄県 沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程情報マネジメント科
6,520 沖縄県 沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程税理士・会計科（２年）
6,521 沖縄県 沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程税理士本科（３年）
6,522 沖縄県 沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程メディカルビジネス科
6,523 沖縄県 沖縄外語ビジネスカレッジ専門学校 専門課程英語英会話科
6,524 沖縄県 沖縄県立浦添看護学校 看護師専門課程看護第一学科
6,525 沖縄県 沖縄県立浦添看護学校 看護師専門課程看護第二学科
6,526 沖縄県 沖縄歯科衛生士学校 医療専門課程歯科衛生士科
6,527 沖縄県 沖縄情報経理専門学校 商業実務専門課程医療福祉科
6,528 沖縄県 沖縄情報経理専門学校 商業実務専門課程英語観光科
6,529 沖縄県 沖縄情報経理専門学校 商業実務専門課程会計情報科
6,530 沖縄県 沖縄情報経理専門学校 商業実務専門課程経営情報科昼間部
6,531 沖縄県 沖縄情報経理専門学校 商業実務専門課程経営情報科夜間部
6,532 沖縄県 沖縄情報経理専門学校 商業実務専門課程情報経営経理科
6,533 沖縄県 沖縄情報経理専門学校 商業実務専門課程情報経理科
6,534 沖縄県 沖縄情報経理専門学校 商業実務専門課程情報システム科
6,535 沖縄県 沖縄情報経理専門学校 商業実務専門課程情報処理科
6,536 沖縄県 沖縄情報経理専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科
6,537 沖縄県 沖縄ビジネス外語学院 専門課程英語本科
6,538 沖縄県 沖縄ビジネス外語学院 専門課程観光英語本科
6,539 沖縄県 沖縄ビジネス外語学院 専門課程観光本科
6,540 沖縄県 沖縄ビジネス外語学院 専門課程公務員ビジネス本科昼間部
6,541 沖縄県 沖縄ビジネス外語学院 専門課程公務員ビジネス本科夜間部
6,542 沖縄県 沖縄ビジネス外語学院 専門課程中国語本科
6,543 沖縄県 沖縄福祉保育専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科
6,544 沖縄県 沖縄福祉保育専門学校 教育・社会福祉専門課程ヒューマン介護福祉科
6,545 沖縄県 沖縄福祉保育専門学校 専門課程福祉保育科
6,546 沖縄県 沖縄和裁専門学校 専門課程服飾師範科
6,547 沖縄県 海邦電子ビジネス専門学校 専門課程経理専攻科
6,548 沖縄県 海邦電子ビジネス専門学校 専門課程情報専攻科
6,549 沖縄県 国際ツーリズム専門学校 専門課程国際観光学科
6,550 沖縄県 国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程情報ビジネス科
6,551 沖縄県 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
6,552 沖縄県 国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程マルチメディア科
6,553 沖縄県 国際電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療福祉ビジネス科
6,554 沖縄県 国際電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程メイク・スタイリスト科
6,555 沖縄県 国際電子ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員ビジネス科
6,556 沖縄県 国際リゾート・スポーツ科学専門学校 商業専門課程スポーツ科学科
6,557 沖縄県 国際リゾート・スポーツ科学専門学校 商業専門課程ビジネスクリエイト科
6,558 沖縄県 国際リゾート・スポーツ科学専門学校 商業専門課程マリンビジネス科
6,559 沖縄県 国際リゾート・スポーツ科学専門学校 商業専門課程ライフセービング科
6,560 沖縄県 国際リゾート・スポーツ科学専門学校 商業専門課程リゾートビジネス科
6,561 沖縄県 コスモ・インフォメーション・テクノ・カレジ 工業専門課程情報処理本科
6,562 沖縄県 コスモ・インフォメーション・テクノ・カレジ 商業専門課程情報経理本科
6,563 沖縄県 サイ・テク・カレッジ 工業専門課程環境建築学科
6,564 沖縄県 サイ・テク・カレッジ 工業専門課程環境生態学科
6,565 沖縄県 サイ・テク・カレッジ 工業専門課程環境土木学科
6,566 沖縄県 サイ・テク・カレッジ 工業専門課程生物工学科
6,567 沖縄県 サイ・テク・カレッジ那覇 工業専門課程環境デザイン科
6,568 沖縄県 サイ・テク・カレッジ那覇 工業専門課程環境土木科
6,569 沖縄県 サイ・テク・カレッジ那覇 工業専門課程建築デザイン科
6,570 沖縄県 サイ・テク・カレッジ那覇 工業専門課程国際コミュニケーション情報科
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6,571 沖縄県 サイ・テク・カレッジ那覇 工業専門課程コンピュータ・グラフィックス科
6,572 沖縄県 サイ・テク・カレッジ那覇 工業専門課程情報システム科
6,573 沖縄県 財団法人おもと会沖縄看護専門学校 看護専門課程看護学科
6,574 沖縄県 専修学校育成保育カレッジ学院 社会福祉専門課程福祉保育科
6,575 沖縄県 専修学校インターナショナルデザインアカデミー 工業専門課程建築・ＣＡＤ科
6,576 沖縄県 専修学校インターナショナルデザインアカデミー 文化教養専門課程インテリアデザイン科
6,577 沖縄県 専修学校インターナショナルデザインアカデミー 文化教養専門課程グラフィックデザイン科
6,578 沖縄県 専修学校インターナショナルデザインアカデミー 文化教養専門課程コンピュータ・グラフィックス科
6,579 沖縄県 専修学校インターナショナルデザインアカデミー 文化教養専門課程ファッションデザイン科
6,580 沖縄県 専修学校インターナショナルリゾートカレッジ 商業実務専門課程エアラインビジネス科
6,581 沖縄県 専修学校インターナショナルリゾートカレッジ 商業実務専門課程国際トラベル科
6,582 沖縄県 専修学校インターナショナルリゾートカレッジ 商業実務専門課程リゾート観光科
6,583 沖縄県 専門学校沖縄中央学園 社会福祉専門課程福祉情報科
6,584 沖縄県 専門学校沖縄中央学園 社会福祉専門課程福祉保育科昼間部
6,585 沖縄県 専門学校沖縄中央学園 服飾専門課程ファッションデザイン科
6,586 沖縄県 専門学校　日経ビジネス工学院 工業専門課程デジタルデザイン科
6,587 沖縄県 専門学校　日経ビジネス工学院 商業実務専門課程キャリアビジネス科
6,588 沖縄県 専門学校　日経ビジネス工学院 商業実務専門課程公務員ビジネス科（２年課程）
6,589 沖縄県 専門学校　日経ビジネス工学院 商業実務専門課程メディカルスタッフビジネス科
6,590 沖縄県 専門学校　日経ビジネス工学院 商業実務専門課程ユニバーサルビジネス科
6,591 沖縄県 ソーシャルワーク専門学校 専門課程社会福祉学科
6,592 沖縄県 ソーシャルワーク専門学校 専門課程保育介護学科
6,593 沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程医療事務科
6,594 沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報学科
6,595 沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム本科
6,596 沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 商業専門課程カレッジ本科
6,597 沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 商業専門課程観光学科
6,598 沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 商業専門課程経営学科
6,599 沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 商業専門課程税理士学科
6,600 沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員科
6,601 沖縄県 大育美容福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉本科
6,602 沖縄県 大育美容福祉専門学校 工業専門課程情報処理本科
6,603 沖縄県 中部美容専門学校 衛生専門課程美容科
6,604 沖縄県 那覇市医師会那覇看護専門学校 専門課程看護学科
6,605 沖縄県 那覇情報システム専門学校 工業専門課程情報システム科
6,606 沖縄県 那覇情報システム専門学校 工業専門課程デジタルクリエイター科
6,607 沖縄県 那覇情報システム専門学校 商業実務専門課程ＯＡ情報科
6,608 沖縄県 那覇情報システム専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科
6,609 沖縄県 那覇情報システム専門学校 商業実務専門課程公務員専攻科
6,610 沖縄県 那覇情報システム専門学校 商業実務専門課程情報経理科
6,611 沖縄県 パシフィックテクノカレッジ学院 工業専門課程機械工学科
6,612 沖縄県 パシフィックテクノカレッジ学院 工業専門課程建築学科
6,613 沖縄県 パシフィックテクノカレッジ学院 工業専門課程航空工学科
6,614 沖縄県 パシフィックテクノカレッジ学院 工業専門課程情報工学科
6,615 沖縄県 パシフィックテクノカレッジ学院 工業専門課程電気工学科
6,616 沖縄県 パシフィックテクノカレッジ学院 工業専門課程土木環境科
6,617 沖縄県 北部地区医師会北部看護学校 医療専門課程看護第１学科
6,618 沖縄県 北部地区医師会北部看護学校 医療専門課程看護第２学科
6,619 沖縄県 安木屋ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理本科
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