
専門学校 情報 専門学校 情報 専門学校 情報
国際テクニカルデザイン・自動車専門学校 3 専門学校武蔵野ファションカレッジ 若干 足利デザインビューティ専門学校 1
国際TBC調理・パテェシエ専門学校 3 専門学校武蔵野ファションカレッジ 若干 足利製菓専門学校 1
国際テクニカル美容専門学校 3 辻調理師専門学校 アイ・エフ・シー栄養専門学校 5
国際テクニカル調理製菓専門学校 辻製菓専門学校 アイ・エフ・シー大学校 各５
国際テクニカル理容美容専門学校 エコール辻東京・エコール辻大阪 3名 華服飾専門学校 4
国際ファッションビューティ専門学校 日本外国語専門学校 1 華調理製菓専門学校 10
国際ペット総合専門学校 尚美ミュージックカレッジ専門学校 若干 華学園栄養専門学校 2

つくば自動車大学校 制限なし 東京栄養食糧専門学校 3
関東工業自動車大学校 5 東京調理製菓専門学校 3
日本自動車大学校 3 宇都宮歯科衛生士専門学校 1

埼玉コンピュータ＆医療事務専門学校 若干 宇都宮日建工科専門学校 若干
国際看護介護保育専門学校 太田自動車大学校 5 宇都宮メディア・アーツ専門学校 3
国際ティビィシィ小山看護専門学校 3 太田自動車大学校 2 宇都宮アート＆スポーツ専門学校 制限なし
国際自動車・ビューティ専門学校 3 太田自動車大学校 2 宇都宮ビジネス電子専門学校 制限なし
JTBトラベル＆ホテルカレッジ 3 WiZ国際情報工科自動車大学校 1 2
駿台＆ビジネス専門学校 3 京都伝統工芸大学校 1 2
中央福祉医療専門学校 3 東洋美術学校 3 真野美容専門学校 3
中央理美容専門学校 各科1名 ハリウッド美容専門学校 若干 窪田理容美容専門学校 若干
つくば国際ペット専門学校 3 日本菓子専門学校 若干 山野美容専門学校 各3
東京自動車大学校 国際文化理容美容専門学校渋谷校 美容4・理容２ 大原学園簿記情報ビジネス医療福祉専門学校宇都宮校 5
東京自動車大学校 国際文化理容美容専門学校国分寺校 美容4・理容２ 大原スポーツ公務員専門学校宇都宮校 5
さくら総合専門学校 各2名 大原簿記情報ビジネス専門学校大宮校 5
さくら総合専門学校 2 大原医療秘書福祉専門学校大宮校 5
 トヨタ東京自動車大学校 若干 大原こども専門学校 5
 トヨタ東京自動車大学校 若干 大原法律専門学校大宮校 5
東放学園専門学校 若干 大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門学校 5
東放学園映画専門学校 若干 大原スポーツ公務員専門学校高崎校 5
東放学園音響専門学校 若干 大原簿記情報公務員専門学校水戸校 5
専門学校東京アナウンス学院 若干 大原医療福祉専門学校水戸校 5
東洋公衆衛生学院 1 大原簿記学校 若干
日産栃木自動車大学校 制限なし 東京ホテル・トラベル学院専門学校 若干
日産栃木自動車大学校 制限なし 東京情報クリエーター工学院専門学校 若干
西武学園医学技術専門学校所沢校 2 大原医療秘書福祉保育専門学校 若干
西武学園医学技術専門学校所沢校 2 大原こども専門学校 若干
西武学園医学技術専門学校東京池袋校 1 大原法律専門学校 若干
西武学園医学技術専門学校東京新宿校 1 東京アニメーター学院専門学校 若干
新宿医療専門学校 3名 日本工学院専門学校（蒲田校） 各2
京都建築大学校 1 日本工学院専門学校八王子専門学校 各２
 ホンダ テクニカル カレッジ 関東 制限なし 埼玉医療福祉専門学校 昼夜各1
 ホンダ テクニカル カレッジ 関東 制限なし 葵メディカルアカデミー 各1
横浜ファッションデザイン専門学校 1 郡山健康科学専門学校 1
成田つくば航空専門学校 若干 池見東京医療専門学校 2
関東職業能力開発大学校 1 大川学園医療福祉専門学校 各科2名
マロニエ医療福祉専門学校 2 専門学校日本医科学大学校 各1名
マロニエ医療福祉専門学校 1 関西総合リハビリテーション専門学校 各科2名
マロニエ医療福祉専門学校 2 桑沢デザイン研究所 若干
マロニエ医療福祉専門学校 2 桑沢デザイン研究所 若干
那須看護専門学校 若干 埼玉自動車大学校 制限なし
宇都宮准看護高等専修学校 若干 晃陽看護栄養専門学校 1
ﾐｽ･ﾊﾟﾘ･ﾋﾞｭｰﾃｨ専門学校　大宮校 4 晃陽看護栄養専門学校 各2
立志舎　各校 制限なし 晃陽看護栄養専門学校 各２
早稲田美容専門学校 各3
栃木介護福祉専門学校 2
武蔵野調理師専門学校 若干
武蔵野栄養専門学校 若干

全設置２３コース看護

国際情報ビジネス専門学校
5

科・コース 科・コース
自動車整備学科（２年）・一級整備士（4年）
各科

全科
全科

医療事務学科
全学科

全学科・海外留学科
各科
全科
1級・2級自動車整備科　車体整備科
評定3.0　欠席20日

アパレルプロフェッショナル
ファッションスタイリング
調理技術マネジメント・調理師本科・日本料理クリエイティブ経営・日本料理本科

製菓技術マネジメント
各科

全設置３２コース
美容学科
危機管理コース
美容科
美容・理容・テクニカルスタイリスト・美容トライチェンジコース

2

3名

ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ科、ﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨ科、美容総合科、ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ科

栄養士養成学科
調理師科・製菓衛生師科・発酵醸造科
各科
各科
栄養士科
栄養士科
高度調理技術科、調理技術科、パティシエ・ブーランジュ科

建築設計科、建築ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ科
全学科

盈科美容専門学校

4

2

美容科・理容科

伝統工芸学科

医療事務、福祉

こども
公務員
ビジネス、税理士、医療、こども、ホテル・観光

公務員、スポーツスポーツ
ビジネス、税理士、情報、公務員、ホテル・観光

専門課程（昼間）・高等課程（夜間）
ビジネス、税理士、情報、医療、ホテル・観光

公務員、スポーツ
ビジネス、税理士、情報、スポーツ
医療、福祉

看護
管理栄養士・救命救急学科
栄養士・調理・グランシェフ・製菓製パン・歯科衛生士
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科・コース

看護師科・視能訓練士科・メディカル外語学科

理学療法学科・作業療法学科・言語聴覚学科

総合デザイン（昼間）
デザイン専攻（夜間）
1級自動車整備・2級自動車整備

理学療法学科
理学療法学科　歯科衛生科
理学療法学科
臨床工学科
柔道整復学科・介護福祉学科

保育士・幼稚園教諭
公務員
声優タレント、アニメーション、漫画家プロ養成、イラストレーション

各科
各科

医療
ビジネス、会計士・税理士、スポーツ
ホテルスタッフ、ウエディングプランナー、旅行企画、鉄道サービス

情報処理ＩＴ、ゲーム・ＣＧ・デザイン
一級自動車工学科（4年）

二級自動車・美容師学科
全科

ﾌｧｯｼｮﾝ学科、ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ学科、ﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨ学科、ﾒｲｸ･ﾈｲﾙ学科

動物看護師ｺｰｽ、ﾄﾘﾏｰｺｰｽ、飼育しつけｺｰｽ、ﾍﾟｯﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄｺｰｽ

情報処理学科
モバイルアプリクリエーター学科
公務員総合学科

自動車整備科 （２級総合整備士コース）
臨床工学科、救急救命科

各科
各科
各科
臨床検査技術学科

介護福祉科
１級自動車整備科
自動車整備科

各科
介護福祉
理容科・美容科
ﾍﾟｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ学科（ﾄﾞｯｸﾞﾄﾘﾏｰ、動物看護福祉、ﾄﾞｯｸﾞﾄﾚｰﾅｰ、ﾍﾟｯﾄｹｱ総合・愛玩動物看護師）

自動車整備科 （1級総合整備士コース）

美容科・トータルビューティ科
介護福祉
調理師・高度調理・ダブルプログラム
栄養科

介護福祉学科
歯科衛生学科
看護
看護
トータルビューティ学科　美容学科

美容総合学科
製菓・製パン技術学科
美容科・理容科

二級自動車整備科
自動車車体整備科
一級自動車整備科
1級自動車・自動車車体工学科他

全学科

ファッションクリエイティヴ・ファッションビジネス

全学科
電子情報技術科
看護学科
作業療法学科

義肢装具学科
鍼灸学科・柔道整復学科・歯科衛生士学科
建築科
一級自動車研究開発科
自動車整備科

自動車整備科（2年）
栄養士科
臨床検査技師科
言語聴覚科

各科

各科


