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選出方法、出願資格、出願期間等の詳細は、担任の先生もしくは進路指導部まで連絡してください。 

※一覧表は 7/12現在。追加校は順次「ゆんたく」紙上でお知らせします。 

 

 

 

指定校推薦一覧 

文部科学省認可通信教育 

１６ 

 

【大学】 
都道府県 学校名 学部 学科 特典

国際ビジネス学科

スポーツ健康マネジメント学科：ス

ポーツマネジメントコース

スポーツ健康マネジメント学科：ス

ポーツトレーナーコース

総合経営学部 企業経営学科

英語情報マネジメント学部 英語情報マネジメント学科

観光ビジネス学部 観光ビジネス学科

政治経済学部 政治経済学科

欧米文化学科

日本文化学科

心理福祉学部 心理福祉学科

サービス経営学科

健康福祉マネジメント学科

総合機械学科

建設学科

埼玉県 城西大学 経営学部 マネジメント総合学科

指定の申請基準を満たす受験生は「グローバルチャレンジ

奨学金制度」にエントリーすることができる

※グローバルチャレンジ奨学生に選考された受験生は、入

学後に奨学金を授与

経済と社会コース

経営と会計コース

観光＆国際ビジネスコース

法律学科：法学コース

法律学科：情報と法コース

千葉県 亀田医療大学 看護学部 看護学科

福祉総合学部 福祉総合学科

経営情報学部 総合経営学科

国際文化学科

国際交流学科

観光学部 観光学科

メディア学部 メディア情報学科

経済学科

経営学科

東京都 立正大学 文学部 哲学科

東京都 東京純心大学 現代文化学部 こども文化学科 入学金　半額免除（７万５千円）

東京都 宝塚大学 東京メディア芸術学部 メディア芸術学科

東京都 東邦音楽大学 音楽部 音楽学科

「指定校」推薦特別特待生制度

・指定校推薦入学試験において「特別奨学生」の申請をした

者より若干名を採用

東京都 サイバー大学 IT総合学部 IT総合学科 検定料(１万円)、入学金(10万円)免除

東京都 国士舘大学 21世紀アジア学部 21世紀アジア学科

経営学科

グルーバルビジネス学科

芸創プロデュース学科

英語文化コミュニケーション学科

メディア情報学科

人間社会学部 人間心理学科
神奈川県 八洲学園大学 生涯学習学部 生涯学習学科 入学金(２万円)返還

機械コース

電気電子コース

情報コース

化学・材料コース

美術学科：洋画専攻

美術学科：立体アート専攻

美術学科：芸術文化専攻

デザイン・工芸学科：工芸専攻

国際文化学科

英語文化コミュニケーション学科

共生社会学科

山梨県 身延山大学 仏教学部 仏教学科

埼玉県

千葉県

神奈川県

千葉県

東京都

東京都

神奈川県

神奈川県

駿河台大学
・沖縄県内に所在する指定校在校生については、入学金２

０万円を免除

・１期合格者は学生寮に空室の範囲内で優先的に入寮可

女子美術大学 芸術学部

東京工芸大学 工学部

和光大学

相模女子大学
学芸学部

・指定校推薦入学の条件を満たし、高校在学中の評定平均

値が４．０程度の者は入学料を半額とする(人数制限有)

・検定料　通常３万２千円のところ１万円とする

清和大学

経済経営学部

法学部

経済経営学部

上武大学 ビジネス情報学部

西武文理大学 サービス経営学部

ものつくり大学 技能工芸工学部

聖学院大学

特別プログラム制度：全体の評定平均が3.5以上の者に適

用

(いずれかひとつ選択①プログラムA(宿舎費補助プログラ

ム)、②ブログラムB(コミュニケーション養成プログラム)、③

プログラムC(資格取得支援プログラム))

秀明大学

群馬県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

人文学部

埼玉県

城西国際大学 国際人文学部

日本経済大学

東京渋谷キャ

ンパス

経営学部 入学金全額免除

新潟県 人文学部敬和学園大学



都道府県 学校名 学部 学科 特典

心理学科：心理学

心理学科：公認心理士・認定心理士

心理学科：救急救命士

心理学科：言語聴覚士

子ども発達学科：保育士・幼稚園教

諭・小学校教諭・特別支援教諭

管理栄養学科：管理栄養士

管理栄養学科：臨床検査技師

管理栄養学科：栄養教諭

総合福祉学科：臨床工学技士

総合福祉学科：介護福祉士・社会福

祉士・精神保健福祉士

総合福祉学科：公認スポーツ指導

者・障がい者スポーツ指導員・トレー

ニング指導者(JATI-ATI)

経済学科

公共政策学科

情報メディア学科

スポーツ経営学科

岐阜県 中京学院大学 経営学部 経営学科

リハビリテーション学科：理学療法学

専攻

リハビリテーション学科：作業療法学

専攻

静岡県 静岡産業大学 経営学部 経営学科(藤枝キャンパス)

地域ビジネス学科

国際ビジネス学科

人間健康学部 人間健康学科

教育学部 子ども発達学科

愛知県
名古屋産業大

学
現代ビジネス学部 現代ビジネス学科 入学金半額免除

仏教学科

人文学科

社会福祉学科：社会福祉専攻

社会福祉学科：子ども学専攻

健康生活学部 フードビジネス学科

情報メディア学部 情報メディア学科

愛知県
愛知みずほ大

学
人間科学部 心身健康科学科

愛知県 桜花学園大学 学芸学部 英語学科

愛知県
名古屋音楽大

学
音楽学部 音楽学科

心理学科

環境科学科

経済学部 現代経済学科

経営学部 経営学科

法学部 ビジネス法学科

医療福祉学科：医療福祉学専攻

医療福祉学科：臨床心理学専攻

医療福祉学科：鍼灸サイエンス学科

医用工学部 医用工学部：医用情報工学科

現代社会学科：現代社会専攻

現代社会学科：国際社会専攻

現代社会学科：情報システム専攻

仏教学科

社会福祉学科

国際学部 国際学科

経営学部 経営学科

経済学部 経済学科

法学部 法律学科

こども学科

アジアこども学科

経済学部 経済学科

経営学科

商学科

公共学部 公共学科

人文学部 人文学科

子ども発達学科

発達栄養学科

京都府

京都府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

愛知東邦大学

鈴鹿医療科学

大学

保健衛生学部

指定校奨学金制度

（A区分授業料全額支給、B区分授業料半額支給）
人文学科

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

三重県

人間関係学部

健康福祉学部

東海学院大学

経済学部

こども学部

※奨学金給付、授業料減免(条件付き)

経営学部

経営学部

合格者は入学金（２０万円）が免除

文学部

社会福祉学部

同朋大学

名古屋文理大

学

人間環境大学

人文学部愛知文教大学

東大阪大学

合格後、入学手続き完了者を対象に「チャレンジ制度」を実

施、成績上位者に新入生奨学金（学費の４分の１相当額）を

給付

相愛大学

名古屋経済大

学
※遠隔地特別入学金還付制度有(条件あり)

人文学部種智院大学

入学金半額免除

現代社会学部京都女子大学

大阪経済法科

大学

人間発達学部

総合経営学部大阪商業大学

人間環境学部

短期大学部岐阜保健大学

岐阜協立大学

岐阜県

岐阜県

岐阜県
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文部科学省認可通信教育 



都道府県 学校名 学部 学科 特典

社会福祉学科(姫路キャンパス)

健康スポーツコミュニケーション学科

(姫路キャンパス)

経営福祉ビジネス学科(大阪天王寺

キャンパス)

心理学科（一般枠）

心理学科（課外活動枠）

総合社会学科（一般枠）

総合社会学科（課外活動枠）

岡山県 山陽学園大学 総合人間学部 言語文化学科

経営社会学科

スポーツ社会学科

心理学科

子ども発達教育学科

アニメーション文化学部 アニメーション文化学科

保健医療学部 医療技術学科：臨床工学専攻

総合リハビリテーション学

部

リハビリテーション支援学科：義肢装

具学専攻

医療福祉学部 医療福祉学科

心理学部 心理学科

薬学部 薬学科

医療栄養学部 医療栄養学科

医療経営学部 医療経営学科

心理臨床・子ども学科

国際交流学科

スポーツ健康学科

医療工学科

健康栄養学科

アート・デザイン学科

トータルビューティ学科

社会福祉学科：社会福祉専攻

人間社会学科

健康スポーツ学科

経済学科

商学科

健康スポーツ経営学科

経営学科

グローバルビジネス学科

芸創プロデュース学科

写真・映像メディア学科

生活環境デザイン学科

ソーシャルデザイン学科

法学部 法律学科

地域経済学科

国際社会学科

薬学科

漢方薬学科

総合システム工学科：機械工学系

総合システム工学科：電気情報工学

系

総合システム工学科：土木工学系

建築学科

情報デザイン学科

福岡県 九州共立大学 経済学部 経済・経営学科

経営情報学科

情報ネットワーク学科

現代英語学科

国際コミュニケーション学科

長崎県 長崎国際大学 人間社会学部 国際観光学科 合格者の中から減免奨学生、もしくは特待生を選出

社会福祉学科

経済政策学科

外国語学科

航空宇宙工学科

機械電気工学科

情報メディア学科

建築学科

経営経済学部 経営経済学科

大分県 別府大学 文学部 史学・文化財学科

環境園芸学部 環境園芸学科

健康栄養学部 食品開発科学科

福岡県

長崎県

長崎県

大分県

宮崎県

兵庫県

奈良県

岡山県

社会科学部

心理学部

経営情報学部九州情報大学 小論文試験免除、入学金を給付

人間科学部

医療学部

芸術学部

東亜大学

芸術学部九州産業大学

指定校推薦寮費免除制度有り(部屋料・共益料（約４万円）

を免除)

特待生特典あり（特待生Sは授業料全額免除、特待生Aは

授業料半額免除）
薬学部

経営学部

経済学部

社会福祉学部

・入学金の全額免除

・一度に限り、本学の特待生入試（１期または２期）を検定料

免除で受験可能

現代ビジネス学部

社会学部奈良大学

西日本工業大

学

日本文理大学

吉備国際大学

工学部
奨励金制度への事前申請者は、適性試験の成績によってA

～Cランク特典が付与(全体の評定平均3.3以上を満たす者

は入学金免除も適用)

入学金半額免除

工学部

デザイン学部

合格者は特別奨学金の認定試験の受験資格を得る

広島国際大学

【特待生選抜(授業料減免制度)】

指定校推薦融資に際して、授業料減免を希望する者を対象

に「特待生選抜」実施。特待生種別には４つがあり(要項参

照)、個人面接後に「特待生面接」を受ける。

現代社会学部

第一薬科大学

九州国際大学

長崎外語大学 外国語学部

南九州大学

神戸医療福祉

大学

人間健康福祉学部聖カタリナ大学

長崎ウエスレヤ

ン大学

日本経済大学

福岡キャンパ

ス

広島県

山口県

愛媛県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

 

文部科学省認可通信教育 
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都道府県 学校名 学部 学科 特典

スポーツ健康福祉学科

臨床福祉学科

臨床心理学部 臨床心理学科※設置届中

薬学科

動物生命薬科学科

生命医科学部 生命医科学科

情報システム工学科

機械システム工学科

自然環境工学科

建築デザイン学科

法経学部 法経学科

人文学部 国際コミュニケーション学科

沖縄県 沖縄国際大学 総合文化学部 社会文化学科

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

第一工業大学 工学部 １年次の授業料を３０万円免除

沖縄大学

社会福祉学部

薬学部

九州保健福祉

大学

 

文部科学省認可通信教育 
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【大学校】 

【短期大学】 

文部科学省認可通信教育 

都道府県 学校名 学科 特典

京都府 京都伝統工芸大学校 伝統工芸学科 入学金１０万円を免除

都道府県 学校名 学科 特典

農学ビジネス学科：環境農学コース

農学ビジネス学科：地域振興ビジネスコース

保育学科：造形表現コース

保育学科：身体表現コース

保育学科：幼児音楽教育コース

埼玉県 城西短期大学 ビジネス総合学科

指定の申請基準を満たす受験生は「グローバルチャレンジ

奨学金制度」にエントリーすることができる

※グローバルチャレンジ奨学生に選考された受験生は、入

学後に奨学金を授与

東京都 国際短期大学 国際コミュニケーション学科
1期～3期の出願者全員が早期出願経済支援制度にて入学

金の一部免除対象

東京都 女子美術大学短期大学部 造形学科

東京都 東邦音楽短期大学 音楽科

岐阜県 東海学院大学短期大学部 幼児教育学科：保育士・幼稚園教諭

保育科

健康栄養科

ビジネス教養学科

食物栄養学科

未来キャリア学科

子ども学科

健康福祉学科

英語コミュニケーション学科

現代教養学科

実践食物学科：栄養士コース

実践食物学科：製菓衛生師コース

実践保育学科

介護福祉学科

ライフデザイン総合学科：栄養士コース

ライフデザイン総合学科：観光・英語コース

ライフデザイン総合学科：キャリアデザインコース

幼児保育学科

生活科学科：食物栄養専攻

生活科学科：総合ビジネス専攻

生活学科：生活学専攻 現代ビジネスコース

生活学科：生活学専攻 デザイン表現コース

生活学科：こども学専攻

生活学科：食物栄養専攻

英語科

北海道

岐阜県

静岡県

愛知県

愛知県

東大阪大学短期大学部

評定平均4.5以上の者は入学金半額免除

大阪府

大阪府

鹿児島純心女子短期大学

大阪国際大学短期大学部

精華女子短期大学福岡県

鹿児島県

拓殖大学北海道短期大学

名古屋短期大学

名古屋経営短期大学

中京学院大学短期大学部

日本大学短期大学部



 
 

 

都道府県 学校名 学科 特典

医療秘書学科

介護福祉学科

理学療法学科

作業療法学科

群馬県 高橋歯科衛生専門学校 歯科衛生学科

群馬県 群馬社会福祉専門学校 福祉保育学科

群馬県 群馬社会福祉専門学校 福祉保育学科

群馬県 群馬動物専門学校 動物総合学科

埼玉県
専門学校東萌ビューティーカレッ

ジ
美容科

柔道整復学科

介護福祉学科

千葉県 東洋理容美容専門学校 アドバンスコース 入学金半額免除

介護福祉学科

こども福祉学科

心理・社会福祉学科

スポーツトレーナー学科

健康スポーツ学科

栄養士科

国際ビジネス科(４年)

経営情報ビジネス科(４年)

経営ビジネス科(２年)

インターネットビジネス科(２年)

経済・会計ビジネス科(２年)

英語ビジネス科(２年)

プログラミングビジネス科(２年)

トラベルビジネス科(２年)

ビジュアルデザイン科(３年制)

クリエイティブアート科(３年制)

グラフィックデザイン科(２年制)

イラストレーション科(２年制)

マンガ科(２年制)

アニメーション科(２年制)

インテリアデザイン科(２年制)

空間ディスプレイデザイン科(２年制)

ファッションアクセサリー科(２年制)

[昼間部]観光科：観光コース

[昼間部]観光科：クルーズコース

[昼間部]ホテル科：ホテルコース

[昼間部]ホテル科：クルーズコース

[昼間部]テーマパーク科

[昼間部]総合英語科：英語コース

[昼間部]総合英語科：クルーズコース

[昼間部]エアライン科：キャビンアテンダントコー

ス

[昼間部]エアライン科：グランドスタッフコース

[昼間部]エアライン科：グランドハンドリングコー

ス

[昼間部]鉄道科

[夜間部]ホテル科

[夜間部]テーマパーク科

昼間部：ブライダル科

夜間部：ブライダル科

ジャズ・ポピュラー学科

管弦打楽器学科

音楽総合アカデミー学科

自然環境保全学科(２年制)

高度自然環境管理学科(４年制)

東京都 日本柔道整復専門学校 柔道整復科

東京都 日本鍼灸理療専門学校 鍼灸科

総合子ども学科

保育福祉科

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

学業成績並びに人物優秀であると認められた生徒にはNSB

特別奨学金を適用

専門学校　中野スクールオブビジ

ネス

東京デザイン専門学校
入学金の一部(５万円)免除、入学選考料の全額(２万円)免

除

・推薦者は原則入試判定合格者扱い

・指定校特別奨学金（昼間部１０万円、夜間部５万円を１年

次の授業料より減額）

・インターネットによる事前教育（就職試験対策）の受講

・推薦者は原則入試判定合格者扱い

・指定校特別奨学金（昼間部１０万円、夜間部５万円を１年

次の授業料より減額）

・インターネットによる事前教育（就職試験対策）の受講

学費減免制度適用（入学金１２万円免除）、入試選考料(１

万円)免除

入学選考料１万２千円免除

入学金全額及び選考料免除東京都

東京都

前橋医療福祉専門学校

東京健康科学専門学校 入学選考料免除(２万円)

入学検定料免除(３万円)

入学検定料無料

大川学園医療福祉専門学校

江戸川学園おおたかの森専門学

校

ホスピタリティツーリズム専門学校

東京ブライダル専門学校

東京環境工科専門学校

日本児童教育専門学校

尚美ミュージックカレッジ専門学校
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都道府県 学校名 学科 特典

エアライン科

エアポートサービス科

英語キャリア科

ホテル科

ブライダル科

ビジネスマナー・秘書科

ファッションビジネス科

観光旅行科

鉄道交通科

コンサート・イベント科

ゲームクリエイター科

スポーツビジネス科

建築学科

こども保育学科昼間部（２年課程）

こども保育学科夜間部（３年課程）

東京都 東洋公衆衛生学院 臨床検査技術学科

東京都 お茶の水はりきゅう専門学校 はり師きゅう師学科
入学選考料免除、特別奨学生制度適用(授業料３０万円減

免×３年間)

整復健康学科：柔道整復コース

口腔健康学科：歯科衛生コース

鍼灸学科

柔道整復学科

歯科衛生学科

ファッションクリエイト科

ファッションビジネス科

東京都 池見東京医療専門学校 臨床工学科 受験料２万円を免除

介護福祉学科

こども保育学科

柔道整復学科

はり・きゅう学科

クリエイティブデザイン科

グラフィックデザイン科

インダストリアルデザイン科

イラストレーション科

マンガ科

保存修復科

絵画科

中国水墨画科

総合デザイン科

総合イラストレーション科

グラフィックデザイン科

イラストレーション科

インテリアデザイン科

コミックイラスト科

マンガ科

東京都 日本写真芸術専門学校 写真科 選考料免除（２万円）

総合英語科

英語通訳翻訳科

英語本科

アジア・ヨーロッパ言語科

国際ビジネス科

国際エアライン科

国際観光科

国際ホテル科

国際ブライダル科

国際関係学科

海外留学科

社会体育専門課程

保育専門課程

[昼間部]柔道整復学科：柔整スポーツ・ケアⅠ

コース

[昼間部]柔道整復学科：柔整スポーツ・ケアⅡ

コース

歯科衛生士科Ⅰ部（昼）

歯科衛生士科Ⅱ部（夜）

１級整備学科

自動車整備学科

インテリアアーキテクチュア＆デザイン科

インテリアデコレーション科

インテリアマイスター科

インテリアアーキテクチュア＆デザイン科Ⅱ部

インテリア基礎科

柔道整復科

はり・きゅう科

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

受験料１万８千円免除、授業料３０万円を減額専門学校ICSカレッジオブアーツ

入学検定料３万円免除、入学金10万円を全額免除新宿医療専門学校

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

専門学校読売自動車大学校 入学選考料免除

入学検定料免除（１万円）

評定平均３．５以上の者、入学金２０万円全額免除

　　　　　　３．０以上の者、入学金１５万円の減免

　　　　　　２．５以上の者、入学金１０万円の減免

日本ウェルネス歯科衛生専門学

校

初年度授業料一部免除（５万円）

日本体育大学医療専門学校 入学検定料３万円及び入学金５万円免除

アルファ医療福祉専門学校 授業料のうち２万円減免

ファッションカレッジ桜丘 入学金の半額（７万円）および選考料全額（２万円）を免除

受験料免除・面接免除東洋美術学校

選考料免除（２万円）専門学校日本デザイナー学院

日本外国語専門学校 選考料早期免除及び授業料５万円免除

東京都

東京都

日本ウェルネス保育専門学校

東京エアトラベル・ホテル専門学

校

東京工学院専門学校

指定校推薦は優先的に入学許可

入学助成金として入学金半額５万円を免除

受験料１万円、入学金５万円に減額東京医療福祉専門学校

特別支援制度有り（保育専門課程のみ）
東京YMCA社会体育・保健専門学

校

日本総合医療専門学校
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都道府県 学校名 学科 特典

自動整備科：１級総合整備士コース

自動整備科：２級総合整備士コース

柔道整復学科

鍼灸学科

アニメ学科：アニメーターコース

アニメ学科：アニメ彩色コース

声優学科

イラスト学科

コミックイラスト学科

ゲーム学科：ゲームCGキャラクターコース

ゲーム学科：ゲームプログラムコース

ITソリューション学科：ITソリューションコース

ノベルス・シナリオ学科

フィギュア原型学科

医療秘書科

医療マネジメント科

くすり・調剤事務科

東京都 高山美容専門学校 美容科

東京都
東京聖栄大学附属調理師専門学

校
調理師科(１年制課程)

審査の結果、入学時の学費よりいずれかの学費減免

A特待生３０万円、B特待生２０万円、C特待生１０万円

東京都 竹早教員保育士養成所 幼稚園教諭・保育士科

ビジュアルデザイン科

ゲームクリエイター科

モバイル・アプリケーション科

情報処理科

会計士２・３年コース

税理士２・３年コース

会計ビジネスコース(２年制)

情報システム３年・２年コース

情報セキュリティ３年・２年コース

情報処理コース(２年制)

ITビジネスコース(２年制)

ITエンジニアコース(２年制)

情報メディアコース(２年制)

理容科

美容科

情報ビジネス学科(２年)

WEBサイト制作学科(２年)

国際ビジネス学科(２年)

国際コミュニティ学科(１年)

医療福祉事務学科(１年)

介護福祉学科(２年)

航空整備科

空港技術科

国際航空ビジネス科

専門調理師科：昼間部

調理師科：昼間部

製菓総合専門士科(昼２年)

製パン専科(昼１年)

スーパークリエイター科(４年制)

自動車デザイン科(４年制)

クリエーティブデザイン科(３年制)

eエンターテイメント科(３年制)

エコ・コミュニケーション科(３年制)

エコ・コミュニケーション科(２年制)

スーパーeエンターテイメント科(４年制)

音楽テクノロジー科(３年制)

プロミュージシャン科(２年制)

音楽テクノロジー科(２年制)

ダンス＆アクターズ科(２年制)

スーパーeエンターテイメント科(４年制)

音楽テクノロジー科(３年制)

パフォーミングアーツ科(２年制)

音楽テクノロジー科(２年制)

スーパーダンス科(３年制)

ダンス＆アクターズ科(２年制)

放送芸術科(４年制)

映画制作科(３年制)

映画俳優科(３年制)

パフォーミングアーツ科(２年制)

アニメ総合制作科(２年制)

スーパーＩＴ科(４年制)

ＩＴ・デザイン科(３年制)

神奈川県
専門学校　横浜ミュージックスクー

ル
音楽アーティスト学科 面接選考、および選考料(２万円)免除

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

日本医学柔整鍼灸専門学校

専門学校デジタルアーツ東京 入学金から３万円免除

東京都

東京都

東京都

東京IT会計専門学校

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

専門学校東京自動車大学校 選考料２万円を免除

早稲田速記医療福祉専門学校

東京マルチメディア専門学校 授業料免除あり(条件あり)

中央理容美容専門学校

受験料より１万円減額、初年度納入金より５万円減額東京豊島IT医療福祉専門学校

日本航空専門学校

西東京調理師専門学校 入学金の一部５万円免除、選考料２万円免除

国際製菓専門学校

東京コミュニケーションアート専門

学校　CREATIVE Design
選考料３万円免除

東京スクールオブミュージック＆ダ

ンス専門学校
選考料３万円免除

東京スクールオブミュージック専

門学校渋谷校

選考料３万円免除
東京デザインテクノノジーセンター

専門学校

東京コミュニケーションアート専門

学校 ECO
選考料３万円免除

東京映画・俳優＆放送芸術専門

学校
選考料３万円免除

選考料３万円免除
東京アニメ・声優＆eスポーツ専門

学校

選考料３万円免除

選考料３万円免除東京ダンス＆アクターズ専門学校
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都道府県 学校名 学科 特典

２年制税理士・企業会計科

２年制医療事務科

１年制医療事務科

２年制ホテル・ウェディング科

２年制公務員科

１年制公務員科

２年制法務ビジネス科

トラベル・エアポート学科

ホテル・ブライダル学科

静岡県 国際医療管理専門学校(浜松校) 医療事務秘書学科 入学金減免（１０万円）

静岡県 日本建築専門学校 建築科

静岡県 ノアデザインカレッジ 総合デザイン学科 上限２万円減免

機械・自動車工学科

建築デザイン学科

バイオ工学科

情報処理学科

医療秘書科(女子のみ：２年制)

診療情報管理士科(３年制)

医療事務科(女子のみ：１年制)

くすりアドバイザー科(２年制)

医療保育科(３年制)

歯科アシスタント科(女子のみ：１年制)

介護福祉科(２年制)

スポーツトレーナー科(２年制)

スポーツインストラクター科(２年制)

スポーツビジネス科(２年制)

アスレティックトレーナー科(３年制)

スポーツ保育科(３年制)

愛知県 名古屋スイーツ＆カフェ専門学校 スイーツパティシエ科(２年制) 選考料２万円免除

ヘアメイク科(２年制)

美容科(２年制)

トータルビューティー科(女子のみ：２年制)

エステティック科(女子のみ：２年制)※認可申請中

愛知県 名古屋こども専門学校 こども総合学科(３年制) 選考料２万円免除

ウェデイングプランナー科(２年制)

ブライダルヘアメイク＆ドレス科(女子のみ：２年

制)

調理師科(１年制)

上級調理師科(２年制)

美容学科

理容学科

愛知県 日本福祉大学中央福祉専門学校 介護福祉科

ITスキル科

ビジネススキル科

公務員科

職業実践科

理学療法学科

作業療法学科

保育幼児教育学科

社会福祉学科：保育児童福祉コース

社会福祉学科：心理学コース

社会福祉学科：社会福祉コース

社会福祉学科：教育学コース

介護福祉学科

美容科

トータルビューティー科(女子のみ)

愛知県 名古屋経営会計専門学校 経営実務科

広告デザイン科(２年制)

ビジュアルデザイン科(１年制)

ビジュアルデザイン科：グラフィックデザインコー

ス(２年制)

ビジュアルデザイン科：イラストデザインコース(３

年制)

ビジュアルデザイン科：アートデザインコース(３

年制)

メディアアート学科：マンガコース(２年制・３年制)

メディアアート学科：コミックイラストコース(２年制)

メディアアート学科：小説クリエイトコース(２年制)

メディアアート学科：声優タレントコース(２年制・３

年制)

日本デザイナー芸術学院

岐阜県

岐阜県

静岡県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

名古屋デジタル工科専門学校
・入学選考料２万円を免除

・学費のうち授業料から年間１０万円減額

授業料総合計のうち５万円免除

入学金半額免除(１０万円)

入学金減免（１０万円）

名古屋理容美容専門学校 学費より５万円免除・選考料１万５千円免除

理学・作業名古屋専門学校

保育・介護・ビジネス名古屋専門

学校
入学金免除(１０万円)

選考料２万円免除

選考料２万円免除
名古屋ウェディング＆ブライダル

専門学校

名古屋辻学園調理専門学校 選考料２万円免除

ELICビジネス＆公務員専門学校 入学選考料の免除、入学金(１０万円)の半額免除

国際観光専門学校(浜松校)

中日美容専門学校

名古屋医療秘書福祉専門学校 選考料２万円免除

名古屋リゾート＆スポーツ専門学

校
選考料２万円免除

名古屋ビューティ―アート専門学

校

広告デザイン専門学校 選考料免除、学費納入金のうち３万円を助成

選考料無料

２年次前期学費から免除(２５万円)

日本マンガ芸術学院 ２年次前期学費から免除(２５万円)

授業料総合計のうち５万円免除

大原簿記医療観光専門学校　岐

阜校

大原法律公務員専門学校　岐阜

校



 

 

 

文部科学省認可通信教育 

２５ 

（中部 2/2） 

都道府県 学校名 学科 特典

英米語学科

国際エアライン学科

国際ホテル学科（※国際ホテル・デュアル専攻除

く）

国際教養学科

ゲームサイエンス学科

CGスペシャリスト学科

Webデザイン学科

CAD学科

高度情報学科

情報処理学科

総合デザイン学科：ビジュアルデザインコース

総合デザイン学科：CGデザインコース

総合デザイン学科：インテリアデザインコース

愛知県 愛知中央美容専門学校 美容科 授業料から３０万円免除（１年次２０万円、２年次１０万円）

愛知県 国際調理師専門学校　名駅校 上級調理師科 入学金より１０万円免除

愛知県
美容専門学校アーティス・ヘアー・

カレッジ
美容科（昼間生）

４年制公認会計士・税理士科

２年制公認会計士・税理士科

２年制経営ビジネス科

２年制医療事務科

１年制経理事務科

２年制情報処理科

２年制公務員科

２年制行政法律科

１年制行政法律科

２年制法務ビジネス科

２年制国際ビジネス科

２年制ホテル・ブライダル科

音楽テクノロジー科

ダンス＆アクターズ科

プロミュージシャン科

商業音楽科

愛知県

愛知県

愛知県

授業料総合計のうち５万円免除

授業料総合計のうち５万円免除

大原トラベル・ホテル・ブライダル

専門学校

大原簿記情報医療専門学校

大原法律公務員専門学校

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

トライデント　外国語・ホテル・ブラ

イダル専門学校

トライデント　コンピュータ専門学

校
１年次の授業料より１０万円免除

１年次の授業料より１０万円免除

名古屋スクールオブミュージック

＆ダンス専門学校

１年次の授業料より１０万円免除トライデント　デザイン専門学校



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

（関西 1/3） 

２６ 

 

都道府県 学校名 学科 特典

２年制税理士・企業会計科

２年制医療事務科

１年制医療事務科

２年制ホテル・ウェディング科

２年制公務員科

１年制公務員科

京都府 京都文化医療専門学校 歯科衛生学科

京都府 アミューズ美容専門学校 美容科 入学金一部（１０万円）免除

アントレプレナー学科

コトづくり学科

モノづくり学科

大学併修学科

ソフトウェア開発学科：システム専攻

ソフトウェア開発学科：AIプログラム専攻

ソフトウェア開発学科：ゲームクリエイト専攻

ソフトウェア制作学科：プログラム専攻

ソフトウェア制作学科：ゲームプログラム専攻

パソコン応用学科：ビジネス専攻

パソコン応用学科：医療事務専攻

昼間部美容科

昼間部理容科

夜間部美容科

建築学科(昼間部)

建築CGデザイン学科(昼間部)

空間デザイン学科(昼間部)

住環境リノベーション学科(昼間部)

土木工学科(昼間部)

建設エンジニア学科(昼間部)

ガーデンデザイン学科(昼間部)

建築学科（夜間部）

建築デュアルシステム科（夜間部）

総合デザイン学科(３年制)：グラフィックデザイン

コース

総合デザイン学科(３年制)：デジタルデザインコー

ス

総合デザイン学科(３年制)：イラストレーション

コース

総合デザイン学科(３年制)：プロダクトデザイン

コース

総合デザイン学科(３年制)：インテリアデザイン

コース

コミック・アート学科(２年制)：マンガコース

コミック・アート学科(２年制)：コミックイラストコー

ス

コミック・アート学科(２年制)：アニメコース

コミック・アート学科(２年制)：美術・工芸コース

柔道整復師科

鍼灸師科

大阪府 大阪自動車整備専門学校 自動車整備科 入学金全額免除

保育科

介護福祉科

作業療法学科

総合子ども学科：こども保育コース

総合子ども学科：こどもプロコース

総合子ども学科：こども福祉コース

大阪府 阪和鳳自動車工業専門学校 自動車整備専門科 入学金の半額（１０万円）を免除

ファッションクリエイション学科(３年制)：アパレル

デザインコース

ファッションクリエイション学科(３年制)：オートク

チュールデザインコース

ファッションビジネス学科(２・３年制)：スタイリスト

コース

ファッションビジネス学科(２・３年制)：ブランドプロ

デューサーコース

ファッションビジネス学科(２・３年制)：ファッション

アドバイザーコース

ファッションマスター学科(４年制)

バイオ学科

バイオ技術学科

医療事務総合学科

医療福祉心理学科

大阪府

三重県

三重県

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

学費１０万円減免(入学時前期学費より減免)大阪情報専門学校

授業料総合計のうち５万円免除

授業料総合計のうち５万円免除
大原簿記医療観光専門学校　津

校

大原法律公務員専門学校　津校

NRB日本理容美容専門学校 入学選考料２万円免除、入学金一部５万円免除

大阪保育福祉専門学校 入学金２万円減免、受験料免除、初年度前期学費分納可

修成建設専門学校 入学選考料免除、入学金の減免

箕面学園福祉保育専門学校
入学検定料免除

※１１月末までに受験した場合、入学金５万円免除

大阪芸術大学附属大阪美術専門

学校
初年度学費１１６万円のうち入学金１９万円が免除

平成医療学園専門学校 入学後１０万円の奨学金給付

マロニエファッションデザイン専門

学校
選考料無料、入学金全額免除

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪バイオメディカル専門学校
選考料を２万円から１万円、入学金を１０万円から５万円に

優遇

創造社デザイン専門学校 入学金１２万円の納付を免除



 

 

 

文部科学省認可通信教育 

２７ 

 

（関西 2/3） 

都道府県 学校名 学科 特典

総合情報メディア学科(４年制)：ITスペシャリスト専

攻

総合情報メディア学科(４年制)：ネットワークセ

キュリティ専攻

情報システム開発学科(３年制)：システムエンジ

ニア専攻

情報システム開発学科(３年制)：ネットワークエン

ジニア専攻

情報システム開発学科(３年制)：Webエンジニア

専攻

情報処理学科(２年制)：テクニカルコース

情報処理学科(２年制)：ネットワークシステムコー

ス

ITビジネス学科(２年制)：ITビジネスコース

ITビジネス学科(２年制)：OAパソコンコース

総合情報メディア学科(４年制)：ゲームプログラ

マー専攻

総合情報メディア学科(４年制)：ゲームデザイ

ナー専攻

総合情報メディア学科(４年制)：ゲームプランナー

専攻

メディアクリエイト学科(３年制)：ゲームクリエイ

ター専攻(PG)

メディアクリエイト学科(３年制)：ゲームクリエイ

ター専攻(CG)

ゲーム学科(２年制)：ゲームプログラムコース

ゲーム学科(２年制)：ゲームCGデザインコース

総合情報メディア学科(４年制)：CG映像クリエイ

ター専攻

メディアクリエイト学科(３年制)：CGクリエイター専

攻

メディアデザイン学科(２年制)：CG映像コース

メディアデザイン学科(２年制)：CGアニメーション

コース

メディアクリエイト学科(３年制)：アートディレクター

専攻

メディアデザイン学科(２年制)：グラフィックデザイ

ンコース

メディアデザイン学科(２年制)：Webデザインコー

ス

メディアデザイン学科(２年制)：マンガイラストコー

ス

心理・医療事務料

介護福祉科

旅行科

鉄道サービス科

エアライン科：グランドスタッフ専攻

エアライン科：キャビンアテンダント専攻

エアライン科：グランドハンドリング専攻

ウエディングプランナー科

ドレスコーディネーター科

ホテル科：シティホテル専攻

ホテル科：テーマパーク・リゾートホテル専攻

海外キャリア科：英語専攻

海外キャリア科：中国語専攻

テーマパーク学科：テーマパークスタッフ科

テーマパーク学科：ダンス・エンターテイナー科

理容科

美容科

医療情報学科(３年制)：診療情報管理士コース

医療事務学科(２年制)：医療秘書総合コース

医療秘書科(女子のみ)

くすりアドバイザー科

医療保育科

診療情報管理士科

医療事務科

介護福祉科

歯科アイスタント科(女子のみ)

スポーツトレーナー科

スポーツインストラクター科

スポーツビジネス科

アスレティックトレーナー科

スポーツ保育科

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪ブライダル専門学校
昼間部１０万円・夜間部５万円(１年次２回目分納授業料か

ら減額)

大阪ホテル専門学校
昼間部１０万円・夜間部５万円(１年次２回目分納授業料か

ら減額)

昼間部１０万円・夜間部５万円(１年次２回目分納授業料か

ら減額)

大阪テーマパーク・ダンス専門学

校

大阪国際福祉専門学校 入学金全額免除

入学金１０万円免除、面接免除日本医療秘書専門学校

入学選考料免除、ハサミ等実習用具約１５万円相当を給付アイム近畿理容美容専門学校

大阪情報コンピュータ専門学校 選考料免除（２万円）

ホスピタリティ　ツーリズム専門学

校大阪

昼間部１０万円・夜間部５万円(１年次２回目分納授業料か

ら減額)

選考料２万円免除大阪医療秘書福祉専門学校

選考料２万円免除大阪リゾート＆スポーツ専門学校



 

 

 

２８ 

 

（関西 3/3） 

文部科学省認可通信教育 

都道府県 学校名 学科 特典

美容科

ヘアメイク科

トータルビューティー科(女子のみ)

大阪府 大阪こども専門学校 こども総合学科(３年制課程) 選考料２万円免除

ウェディングプランナー科

ブライダルヘアメイク＆ドレス科(女子のみ)

調理師科

上級調理師科

製菓パティシエ科

製菓マイスター科

大阪府 栄養専門学校 栄養士科 選考料２万円免除

医療秘書科(女子のみ)

医療事務科(女子のみ)

大阪府 神戸元町こども専門学校 こども総合学科(３年制課程) 選考料２万円免除

一級自動車研究開発学科(４年課程)

自動車整備科(２年課程)

自動車整備科(２年)

電子・情報工学科(２年)

電気デジタル情報科(２年)

建築デザイン科(２年)

情報システム科(２年)

ロボットシステム科(４年)

夜間部：電気工学科(２年)

夜間部：電気工事士科(１年)

夜間部：建築デザイン科(２年)

夜間部：情報工学科(１年)

夜間部：ロボティクス科(１年)

デジタルクリエイター科(２年)

情報処理システム科(２年)

Webスペシャリスト科(４年)

ITスペシャリスト科(１年)

夜間部：ITビジネス科(１年) 入学金全額免除

エアライン学科

エアポート学科

航空整備士学科

大阪府 近畿社会福祉専門学校 介護福祉科 受験料２万円免除、入学金２０万円免除

昼間部：放送電子科

昼間部：電気テレビ科

夜間部：電気テレビ科

昼間部：CG・ゲーム科

昼間部：IT・クラウド科

昼間部：フォトグラファ科

夜間部：デジタルクリエータ科

夜間部：IT・クラウド科

昼間部：建築学科Ⅰ

昼間部：建築学科Ⅱ

昼間部：ビオトープ科

昼間部：バイオエコロジ科

夜間部：建築学科

昼間部：メディカルエステ科

夜間部：メディカルエステ科

臨床工学科

こども福祉学科

キャビンアテンダント・エアライン科

国際観光・ホテル・ブライダル科

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府
日本理工情報専門学校

入学金全額免除

日本コンピュータ専門学校

入学金全額免除、授業料６０万円免除

入学金全額免除、授業料６０万円免除

大阪コンピュータ専門学校
奨学金として１年次の学費から(昼間部)20万円、(夜間部)10

万円免除

関西テレビ電気専門学校

学費一部免除(５万円)大阪航空専門学校

奨学金として１年次の学費から(昼間部)20万円、(夜間部)10

万円免除

メディカルエステ専門学校
奨学金として１年次の学費から(昼間部)10万円、(夜間部)5

万円免除

臨床工学科：入学金27万円、授業料30万円(3年間で90万

円免除)免除

こども福祉学科：入学金20万円、授業料10万円(2年間で20

万円免除)免除

日本メディカル福祉専門学校

大阪建設専門学校

奨学金として１年次の学費から(昼間部)20万円、(夜間部)10

万円免除

ホンダテクニカルカレッジ関西

大阪外語専門学校

選考料２万円免除大阪ビューティーアート専門学校

選考料２万円免除
大阪ウエディング＆ブライダル専

門学校

選考料２万円免除調理・製菓専門学校

選考料２万円免除神戸元町医療秘書専門学校



 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

（中国・九州 1/2） 

２９ 

都道府県 学校名 学科 特典

理学療法学科

作業療法学科

言語聴覚学科

動物看護学科：動物看護コース：飼育技術専攻(3

年課程)

動物看護学科：動物看護コース：動物看護専攻(2

年課程)

動物管理学科：グルーミングコース

動物管理学科：ドッグトレーニングコース

動物管理学科：ドッグセラピーコース

理学療法学科[昼間コース]

理学療法学科[夜間コース]

作業療法学科[昼間コース]

福岡県 福岡介護福祉専門学校 介護福祉科 入学選考料免除

福岡県 福岡美容専門学校 美容科 優先入学ならびに受験料２万円免除

美容科

トータルビューティ科

医療秘書科(女子：２年制)

診療情報管理士科(３年制)

医療事務科(女子：１年制)

医療保育科(３年制)

歯科アシスタント科(女子：１年制)

介護福祉科(２年制)

保育科(２年制)

こども総合学科(３年制)

スポーツトレーナー学科(２年制)

スポーツインストラクター科(２年制)

スポーツビジネス科(２年制)

アスレティックトレーナー科(３年制)

スポーツ保育科(３年制)

ヘアメイク科(２年制)

美容科(２年制)

トータルビューティー科(女子：２年制)

エステティック科(女子：２年制)

ウェディングプランナー科(２年制)

ブライダルヘアメイク＆ドレス科(女子：２年制)

一級自動車工学科(４年課程)

車体整備工学科(３年課程)

二級自動車工学科(２年課程)

音楽プロデュース科(３年制)

プロミュージシャン科(２年制)

ダンス＆アクターズ科(２年制)

商業音楽科(２年制)

トップスタイリスト科

美容科

メイクアップ科

ファッションクリエイター科

ファッション科

ペット学科：ドッググルーミング専攻

ペット学科：ドッグトレーナー専攻

ペット学科：動物看護専攻

ペット学科：動物理学療法専攻

ペット学科：エキゾチックアニマル専攻

ペット学科：動物園飼育員専攻

ペット学科：アクアリウム専攻

ペット学科：水族館・海洋生物専攻

ペット学科：アニマルセラピー専攻

ペット学科：ペットビジネス専攻

ペット学科：キャットマスター専攻

フードクリエイト学科：製菓専攻

フードクリエイト学科：ショコラ専攻

フードクリエイト学科：製パン専攻

フードクリエイト学科：カフェ専攻

フードクリエイト学科：製菓カフェ専攻

フードクリエイト学科：フードビジネス専攻

ウェディングプロデュース学科：ウェディングプラ

ンナーコース

ウェディングプロデュース学科：ドレスコーディ

ネーターコース

ウェディングプロデュース学科：バンケットコー

ディネーターコース

ウェディングプロデュース学科：ウェディングセレ

クトバイヤーコース

理学療法学科：昼間コース

作業療法学科：昼間コース

島根県

広島県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

久留米自動車工科大学校 入学金の半額免除福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡スクールオブミュージック＆ダ

ンス専門学校

選考料２万円・特待生の筆記試験免除

選考料２万円・特待生の筆記試験免除

福岡医療秘書福祉専門学校

福岡こども専門学校

福岡ビューティーアート専門学校

選考料２万円・特待生の筆記試験免除

選考料２万円・特待生の筆記試験免除

選考料２万円・特待生の筆記試験免除

福岡リゾート＆スポーツ専門学校

福岡ウェディング＆ブライダル専

門学校

大村美容ファッション専門学校 入学初年度の授業料から2万円免除

専門学校福岡ビジョナリアーツ 入学金(10万円)、入学選考料(1万5千円)免除

小倉リハビリテーション学院

広島アニマルケア専門学校

福岡和白リハビリテーション学院

リハビリテーションカレッジ島根 入学金は入学後に全額返還

入学検定料５千円免除ハリウッドワールド美容専門学校



 

 

 

 

 

 

 

（中国・九州 2/2） 

文部科学省認可通信教育 

３０ 

 

都道府県 学校名 学科 特典

福岡県 久留米歯科衛生専門学校 歯科衛生士科 入学検定料1万5千円免除

ブライダル総学科(２年制)：ブライダル総合

ブライダル総学科(２年制)：ブライダル王ランナー

ブライダル総学科(２年制)：ドレススタイリスト&

ビューティー

エアライン科(２年制)：キャビンアテンダント

エアライン科(２年制)：グランドスタッフ

エアライン科(２年制)：グランドハンドリング

IR・ホテル&リゾート科(３年制)：グローバルブライ

ダルプランナー

IR・ホテル&リゾート科(３年制)：IRオペレーション&

ホスピタリティ

IR・ホテル&リゾート科(３年制)：カジノマネジメント

IR・ホテル&リゾート科(３年制)：MICE&国際観光

IR・ホテル&リゾート科(３年制)：ビューティー&ウェ

ルネス

IR・ホテル&リゾート科(３年制)：輝く女性ホスピタリ

ティ

ホスピタリティ科(２年制)：ホテル&ブライダル総合

柔道整復科：昼間・午前集中コース

柔道整復科：昼間・柔整スポーツコース

鍼灸科：昼間・午前集中コース

鍼灸科：昼間・美容スポーツコース(美容専攻)

鍼灸科：昼間・美容スポーツコース(スポーツ専

攻)

救急救命公務員科：昼間

理学療法科：昼間

作業療法科：昼間

薬業科：昼間

歯科衛生士科：昼間

診療情報管理士科：昼間

スポーツ科学科：昼間

エコ・コミュニケーション科(３年制)：ドッグマスタ―

エコ・コミュニケーション科(３年制)：動物看護師&

福祉・理学療法

エコ・コミュニケーション科(３年制)：動物園&水族

館エンターテインメント

エコ・コミュニケーション科(３年制)：こども保育&

動物飼育

エコ・コミュニケーション科(２年制)：動物看護師

エコ・コミュニケーション科(２年制)：ペットトリマー

エコ・コミュニケーション科(２年制)：ペットトリマー

&動物看護師

エコ・コミュニケーション科(２年制)：ペットトリマー

&ドッグトレーナー

エコ・コミュニケーション科(２年制)：ドッグライフサ

ポート

海洋ワールド：ドルフィントレーナー

海洋ワールド：水族館・アクアリスト

海洋ワールド：海洋生物保護

動物ワールド：動物園・動物飼育

動物ワールド：動物園公務員

福岡県 第一自動車大学校 自動車整備学科 入学金５万円、学費１０万円免除

スポーツ健康学科

幼児スポーツ学科

美容科(２年制)：美容師専攻

美容科(２年制)：メイクアップ専攻

美容科(２年制)：ブライダル専攻

美容科(２年制)：特別美容師専攻ワーキングスタ

ディコース
授業料より２年間で１０万円免除

ビューティビジネス科(１年制) 授業料より１年間で１０万円免除

診療放射線学科

臨床検査学科

臨床工学科

栄養士科[衛生課程]

調理師科[衛生課程]

パティシエ科[衛生課程]

柔道整復トレーナー学科[医療課程]

理学療法学科

作業療法学科

看護学科

こども学科

鹿児島県

福岡県

日本文理大学医療専門学校

福岡県

福岡県

大分県

大分県

大分県

鹿児島県 今村学園ライセンスアカデミー 入学金全額免除

専門学校　九州総合スポーツカ

レッジ

①入学金免除(１０万円)

②授業料の半額免除(初年度、２年次)３７万５千円

専修学校　明星国際ビューティカ

レッジ

授業料より２年間で２０万円免除

福岡ECO動物海洋専門学校

福岡医健・スポーツ専門学校

福岡ブライダル&ホテル・観光専

門学校

神村学園専修学校 １年次前期学費から入学金相当額を免除



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

３１ 

 

（沖縄 1/1） 

都道府県 学校名 学科 特典

介護・社会福祉学科 入学金9万円免除

こども未来学科：保育士・幼稚園教諭コース 入学金10万円免除

こども未来学科：保育士・スペシャリストコース 入学金より8万円免除

エアラインコース

ビジネス英語コース

通訳翻訳コース

リゾート観光コース

ITスペシャリスト科

サイバーセキュリティ科

ゲームクリエイター科

沖縄県 沖縄アカデミー専門学校 介護福祉学科 入学金の半額を免除

スポーツトレーナー科

スポーツインストラクター科

ヘアメイク科

美容科

トータルビューティ科

美容本科(昼間部)

エステビジネス科

沖縄県 沖縄写真デザイン工芸学校 写真デザイン科 入学金免除及び１・２年次後期授業料より計２４万円減額

理学療法学科(昼)

理学療法学科(夜)

保育科

こども総合学科

ブライダル科

ホテルエアトラベル科

沖縄県 育成保育カレッジ 福祉保育科

昼間部(１年制)

昼間部(２年制)

ヒューマン介護福祉科 入学金９万円免除

こども未来学科：保育士・幼稚園教諭コース 入学金１０万円免除

こども未来学科：保育士・スペシャリストコース 入学金より８万円免除

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄こども専門学校 選考料２万円・特待生の筆記試験が免除

沖縄ブライダル&ホテル観光専門

学校
選考料２万円・特待生の筆記試験が免除

琉美インターナショナルビューティ

カレッジ
入学金免除及び１・２年次後期授業料より計２４万円減額

琉球リハビリテーション学院 ３年間で学納金を４５万円免除

沖縄ビューティーアート専門学校

(2020年4月開校予定)

選考料免除（2万円）及び、特待生試験による筆記試験の免

除

授業料のうち５万円免除沖縄調理師専門学校

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

1年次および2年次の学費の一部10万円の免除(合計20万

円)

専門学校ITカレッジ沖縄
1年次、2年次、および3年次の学費の一部10万円の免除

(最大30万円)

選考料免除（2万円）及び、特待生試験による筆記試験の免

除

沖縄リゾート＆スポーツ専門学校

(2020年4月開校予定)

ソーシャルワーク専門学校

専門学校沖縄ビジネス外語学院

沖縄福祉保育専門学校


