
公立専修学校一覧 令和2年4月時点

都道府県名：北海道
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

北海道立農業大学校 北海道 専門課程 中川郡本別町西仙美里25番地1 0156－24－2121 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/ngd/

北海道立旭川高等看護学院 北海道 専門課程 旭川市緑が丘東3条1丁目1番2号 0166－65－7101 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/akg/

北海道立網走高等看護学院 北海道 専門課程 網走市北12条西2丁目2番10号 0152－44－6444 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/abg

北海道立江差高等看護学院 北海道 専門課程 檜山郡江差町字伏木戸町483番地 0139－52－1417 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/ekg

北海道立紋別高等看護学院 北海道 専門課程 紋別市緑町5丁目6番7号 0158－24－4185 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/mkg/

滝川市立高等看護学院 滝川市 専門課程 滝川市新町2丁目8－10 0125－24－7027 http://med.takikawa.hokkaido.jp/gakuin/

富良野看護専門学校 富良野市 専門課程 富良野市弥生町5番1号 0167－22－5510 http://www.city.furano.hokkaido.jp

岩見沢市立高等看護学院 岩見沢市 専門課程 岩見沢市8条西9丁目34番地 0126－24－3707
koukan@mc.city.iwamizawa.hokkaido.jp
（問い合わせ用のメールアドレスです）

釧路市立高等看護学院 釧路市 専門課程 釧路市春湖台1－18 0154－42－1302
https://www.city.kushiro.lg.jp/kenfuku/kango/
cat00000298.html

北海道介護福祉学校 栗山町 専門課程 夕張郡栗山町字湯地60 0123－72－6060
http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/kaigofuk
ushi-s/

市立室蘭看護専門学院 室蘭市 専門課程 室蘭市高砂町3－11－1 0143－45－1171
http://www.city.muroran.lg.jp/main/manabu/sc
hool2.html

深川市立高等看護学院 深川市 専門課程 深川市5条6番2号 0164－22－8858
http://www.city.fukagawa.lg.jp/fukabyo/gakuin
/

市立函館病院高等看護学院 函館市 専門課程 函館市港町1－5－15 0138－43－2285 https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/

砂川市立病院附属看護専門学校 砂川市 専門課程 砂川市西4条北1丁目1番5号 0125－52－6171
http://www.med.sunagawa.hokkaido.jp/school/
index.html

帯広高等看護学院 十勝圏複合事務組合 専門課程 帯広市西11条南39丁目1－3 0155－47－8881 http://www.octv.ne.jp/~obikan/index.html

小樽市立高等看護学院 小樽市 専門課程 小樽市東雲町9番12号 0134－23－8224
http://www.otaru-general-hospital.jp/kango-
gakuin/

都道府県名：青森県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

青森県営農大学校 青森県 専門課程 上北郡七戸町大字大沢48－8 0176－62－3111
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/ei
nodai/top_page.html

青森市立高等看護学院 青森市 専門課程 青森市勝田一丁目16－16 017－776－7131
https://www.city.aomori.aomori.ｊｐ
/byouin/koutoukangogakuin/index.html

八戸市立高等看護学院 八戸市 専門課程 八戸市青葉二丁目17－4 0178－22－4169 http://www.city.hachinohe.aomori.jp

五所川原市立高等看護学院 五所川原市 専門課程 五所川原市字新町58番地2 0173－34－2715
http://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/sosi
ki/kangogakuin.html

都道府県名：岩手県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

岩手県立農業大学校 岩手県 専門課程 胆沢郡金ケ崎町六原蟹子沢14番地 0197－43－2211
https://www.pref.iwate.jp/soshiki/nousui/1016
064.html

岩手県立一関高等看護学院 岩手県 専門課程 一関市狐禅寺字大平15－10 0191－23－5116
https://www.pref.iwate.jp/soshiki/hofuku/1016
018.html

岩手県立宮古高等看護学院 岩手県 専門課程 宮古市崎鍬ケ崎4－1－13 0193－62－5022
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryo
u/kikan/miyako/index.html

岩手県立二戸高等看護学院 岩手県 専門課程 二戸市堀野字大川原毛50－3 0195－25－5141
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryo
u/kikan/ninohe/index.html

都道府県名：宮城県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

宮城県農業大学校 宮城県 専門課程 名取市高舘川上字東金剛寺1番地 022－383－8138 https://www.pref.miyagi.jp/site/noudai/

宮城県高等看護学校 宮城県 専門課程 名取市愛島塩手字中田35－1 022－384－2266 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koukang/

気仙沼市立病院付属看護専門学校 気仙沼市 専門課程 気仙沼市赤岩杉ノ沢8番地2 0226－23－9210
http://www.kesennuma-
hospital.jp/html/kangogakkou/top.html

都道府県名：秋田県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

秋田県立衛生看護学院 秋田県 専門課程 横手市前郷二番町10－2 0182－23－5011 http://www.pref.akita.lg.jp/kangaku/

秋田公立美術大学附属高等学院 秋田市 高等課程 秋田市新屋大川町12－3 018－828－4127 https://www.akibi.ac.jp/akibi-fu/

都道府県名：山形県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

山形市立病院済生館高等看護学院 山形市 専門課程 山形市七日町1－3－26 023－634－7125 https://www.saiseikan.jp/Outline/school

鶴岡市立荘内看護専門学校 鶴岡市 専門課程 鶴岡市馬場町2－1 0235－22－1919 http://www.shonai-n-school.jp/

酒田市立酒田看護専門学校 酒田市 専門課程 酒田市中町3－7－16 0234－24－2260 http://www.sakata-kango.jp/

山形県立農林大学校 山形県 専門課程 新庄市大字角沢1366 0233－22－1527 http://ynodai.ac.jp/

都道府県名：福島県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

福島県立総合衛生学院 福島県 専門課程 福島市渡利字中角61 024－521－1683 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21850a/

いわき市医療センター看護専門学校 いわき市 専門課程 いわき市内郷御厩町3－91－1 0246－27－1200 http://iwaki-city-medical-center.jp/school/

公立岩瀬病院附属高等看護学院 公立岩瀬病院企業団 専門課程 須賀川市北町20 0248－75－3237
http://www.iwase-
hp.jp/institutions/high_school/

相馬看護専門学校
相馬地方広域市町村圏組
合

専門課程 相馬市石上字南蛯沢344 0244－37－8118 http://academic2.plala.or.jp/kango/



都道府県名：茨城県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

茨城県立中央看護専門学校 茨城県 専門課程 笠間市鯉淵6528 0296－77－0533
http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chuuo
ukansen/

茨城県立つくば看護専門学校 茨城県 専門課程 つくば市天久保1丁目1−2 029－852－3515 http://business2.plala.or.jp/ns-tsuku/

茨城県立農業大学校 茨城県 専門課程 東茨城郡茨城町長岡4070－186 029－292－0010
http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/nourinsuisan
/nodai/index.html

都道府県名：栃木県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

栃木県農業大学校 栃木県 専門課程 宇都宮市上籠谷町1145－1 028－667－0711 http://www.pref.tochigi.lg.jp/g63/index.html

栃木県立衛生福祉大学校 栃木県 専門課程 宇都宮市陽南4－2－1 028－658－8521 http://www.pref.tochigi.lg.jp/e61/index.html

栃木県県南高等看護専門学院 栃木県 専門課程 栃木市大塚町1258－4 0282－27－7888 http://www.pref.tochigi.lg.jp/e62/index.html

都道府県名：群馬県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

群馬県立農林大学校 群馬県 専門課程 高崎市箕郷町西明屋1005 027－371－3244 http://www.gunma-iaf.ac.jp/

館林高等看護学院 邑楽館林医療事務組合 専門課程 館林市苗木町2497－1 0276－73－7175 http://www.tatekan.ac.jp/

富岡看護専門学校
富岡甘楽広域市町村圏振
興整備組合

専門課程 富岡市七日市553－1 0274－64－1684 http://www.wind.ne.jp/tomicare/

都道府県名：埼玉県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

埼玉県立高等看護学院 埼玉県 専門課程 熊谷市板井1696 048－536－1916
http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0715/in
dex.html

埼玉県農業大学校 埼玉県 専門課程 熊谷市樋春2010 048－501－6845
https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0921/i
ndex.html

さいたま市立高等看護学院 さいたま市 専門課程 さいたま市緑区大字三室2460 048－873－0281 https://www.city.saitama.jp/kango/index.html

川口市立看護専門学校 川口市長 専門課程 川口市大字新井宿802－3 048－287－2511 https://www.kawaguchi-kango.jp

春日部市立看護専門学校 春日部市 専門課程 春日部市粕壁6686 048－763－4311 http://www.kasukabe-cityhp.jp/kango/

都道府県名：千葉県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

千葉県立野田看護専門学校 千葉県 専門課程 野田市中根316番地の1 04－7121－0222 https://www.chiba.lg.jp/nodakan/index.html

千葉県立鶴舞看護専門学校 千葉県 専門課程 市原市鶴舞565 0436－88－3660
https://www.pref.chiba.lg.jp/tsurumai/index.ht
ml

千葉県立農業大学校 千葉県 専門課程 東金市家之子1059 0475－52－5121 https://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/

船橋市立看護専門学校 船橋市 専門課程 船橋市金杉1－28－7 047－430－1115 https://www.city.funabashi.lg.jp/

松戸市立総合医療センター附属看護専
門学校

松戸市 専門課程 松戸市上本郷4182番地 047－367－4444
mckangogakkou@city.matsudo.chiba.jp
（問い合わせ用のメールアドレスです）

香取おみがわ医療センター附属看護専門学校 香取市 専門課程 香取市南原地新田457 0478－82－2831
http://www.hospital.omigawa.chiba.jp/kangoga
kkou/

君津中央病院附属看護学校 君津中央病院企業団 専門課程 木更津市桜井1010番地 0438－53－8767 http://www.kimikan.hospital.kisarazu.chiba.jp/

都道府県名：東京都
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

東京都立広尾看護専門学校 東京都 専門課程  渋谷区恵比寿二丁目34番10号 03－3443－0642
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/s
hikaku/kango/n_annai/hiroo.html

東京都立板橋看護専門学校 東京都 専門課程 板橋区栄町34番１号 03－5943－7040
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/s
hikaku/kango/n_annai/itabashi.html

東京都立荏原看護専門学校 東京都 専門課程 大田区東雪谷四丁目5番28号 03－3727－2961
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/s
hikaku/kango/n_annai/ebara.html

東京都立府中看護専門学校 東京都 専門課程 府中市武蔵台二丁目27番1号 042－324－6411
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/s
hikaku/kango/n_annai/fuchu.html

東京都立北多摩看護専門学校 東京都 専門課程 東大和市桜が丘三丁目44番10号 042－567－0331
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/s
hikaku/kango/n_annai/kitatama.html

東京都立青梅看護専門学校 東京都 専門課程 青梅市大門三丁目14番1号 0428－31－9051
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/s
hikaku/kango/n_annai/oume.html

東京都立南多摩看護専門学校 東京都 専門課程 多摩市山王下一丁目18番1号 042－389－6601
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/s
hikaku/kango/n_annai/m_tama.html

八王子市立看護専門学校 八王子市 専門課程 八王子市館町1163 042－663－7170
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kyoiku/schoo
l/kango/index.html

東京都立看護専門学校一覧 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/shikaku/kango/tk_list.html

都道府県名：神奈川県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

神奈川県立衛生看護専門学校 神奈川県 専門課程 横浜市中区根岸町2丁目85番地の2 045－625－6767
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/d7s/cnt/f3
625/

神奈川県立よこはま看護専門学校 神奈川県 専門課程 横浜市旭区中尾一丁目5番1号 045－366－3500
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/wf3/cnt/f4
6/

神奈川県立平塚看護大学校 神奈川県 専門課程 平塚市諏訪町20番12号 0463－32－3533
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/w5r/cnt/f9
/

横須賀市立看護専門学校 横須賀市 専門課程 横須賀市上町2丁目36番地 046－820－6680 https://www.yokosuka-kango.ac.jp/

藤沢市立看護専門学校 藤沢市 専門課程 藤沢市藤沢二丁目6番2号 0466－25－0145 http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kyoumu/



都道府県名：新潟県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

新潟県立新発田病院附属看護専門学
校

新潟県 専門課程 新発田市本町1丁目2番8号 0254－22－2214 http://www.shibata-ns.jp/

新潟県立吉田病院附属看護専門学校 新潟県 専門課程 燕市吉田大保町32番60号 0256－93－3485 http://www.yoshikan.jp/

新潟県立十日町看護専門学校（仮称） 新潟県 専門課程 十日町市高田町3丁目南442番地 025－757－3450 作成中

※新潟県立十日町看護専門学校（仮称）は現在申請中です。

都道府県名：富山県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

富山県立総合衛生学院 富山県 専門課程 富山市西長江2－2－78 076－424－6551 http://www.pref.toyama.jp/branches/1277/

富山市立看護専門学校 富山市 専門課程 富山市今泉308－1 076－425－2555 https://www.tch.toyama.toyama.jp/school/

富山市立富山外国語専門学校 富山市 専門課程 富山市大手町6－14 076－491－5911 https://www.tcfl.ac.jp

富山市立富山ガラス造形研究所 富山市 専門課程 富山市西金屋80番地 076－436－2973 https://toyamaglass.ac.jp

都道府県名：　石川県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

石川県立保育専門学園 石川県 専門課程 金沢市泉1－3－63 076－242－5185
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/hoiku/index.ht
ml

石川県立総合看護専門学校 石川県 高等課程 金沢市鞍月東2－1 076－238－5877
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kango/index.ht
ml

石川県立総合看護専門学校 石川県 専門課程 金沢市鞍月東2－1 076－238－5877
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kango/index.ht
ml

加賀看護学校 加賀市 専門課程 加賀市大聖寺八間道12－1 0761－72－2428 https://www.kagakango.jp/

都道府県名：福井県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

福井県立看護専門学校 福井県 専門課程 福井市四ツ井2－8－1 0776－54－5166
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/fns-
kansen/index.html

公立若狭高等看護学院 小浜市 専門課程 小浜市大手町12－48 0770－52－0162 http://www.obamahp-wakasa.jp/gakuin/

都道府県名：山梨県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

山梨県立宝石美術専門学校 山梨県 専門課程 甲府市丸の内一丁目16－20ココリ内 055－232－6671
https://www.pref.yamanashi.jp/houseki/jewelr
y/

甲府市立甲府商科専門学校 甲府市 専門課程 甲府市西下条町1020 055－243－0511 http://www.kcc.ac.jp

富士吉田市立看護専門学校 富士吉田市 専門課程 富士吉田市上吉田5606番地18 0555－24－8787 http://www.fymns.ac.jp

専門学校山梨県立農業大学校 山梨県 専門課程 北杜市長坂町長坂上条3251 0551－32－2269
https://www.pref.yamanashi.jp/noudai/index.ht
ml

都道府県名：長野県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

長野県福祉大学校 長野県 専門課程 諏訪市清水2－2－15 0266－52－1459
https://www.pref.nagano.lg.jp/fukushidai/index.
html

https://www.pref.nagano.lg.jp/nogyodai/index.h
tml

http://www.nodai-nagano.ac.jp/

長野県林業大学校 長野県 専門課程 木曽郡木曽町新開4385－1 0264－23－2321
https://www.pref.nagano.lg.jp/ringyodai/index.
html

長野県公衆衛生専門学校 長野県 専門課程 伊那市荒井4347－1 0265－72－4730
https://www.pref.nagano.lg.jp/koshueisei/index
.html

須坂看護専門学校 長野県 専門課程 須坂市臥竜2－20－1 026－248－8311
https://www.pref.nagano.lg.jp/suzakakango/ind
ex.html

岡谷市看護専門学校 岡谷市 専門課程 岡谷市2413－1 0266－23－5030 http://www.city.okaya.lg.jp/site/kangaku/

諏訪中央病院看護専門学校 諏訪中央病院組合 専門課程 茅野市玉川4300 0266－73－8808 http://www.lcv.ne.jp/~skango/

都道府県名：岐阜県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

岐阜県立衛生専門学校 岐阜県 専門課程 岐阜市野一色4丁目11番2号 058－245－8502
https://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/iryo/ishi-
kangoshi/20301/

岐阜県立下呂看護専門学校 岐阜県 専門課程 下呂市幸田1128－1 0576－25－5775
https://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/iryo/ishi-
kangoshi/22607/

岐阜県立多治見看護専門学校 岐阜県 専門課程 多治見市前畑町5－11－15 0572－23－1214
https://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/iryo/ishi-
kangoshi/22608/

岐阜県立国際園芸アカデミー 岐阜県 専門課程 可児市塩1094－8 0572－60－5250 http://www.horticulture.ac.jp/

岐阜県立森林文化アカデミー 岐阜県 専門課程 美濃市曽代88番地 0575－35－2525 https://www.forest.ac.jp/

岐阜市立看護専門学校 岐阜市 専門課程 岐阜市鹿島町7－1 058－253－2411 http://gmhosp.jp/nursing_school/

東濃看護専門学校
東濃西部広域行政事務組
合

専門課程 土岐市土岐津町土岐口703－24 0572－55－8181 http://tono-seibu.org/to-no-n.c/

都道府県名：静岡県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

組合立静岡県中部看護専門学校 志太広域事務組合 専門課程 焼津市東小川一丁目6番地の9 054－629－4311 http://www.chubu-kango.jp/

静岡県立看護専門学校 静岡県 専門課程 駿東郡清水町長沢212番地の1 055－971－2135 http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-870

静岡市立静岡看護専門学校 静岡市 専門課程 静岡市駿河区南八幡町8番1号 054－288－1230 https://www.city.hizuoka.lg.jp/601_000016.html

026－278－5211長野市松代町大室3700専門課程長野県長野県農業大学校



静岡市立清水看護専門学校 静岡市 専門課程 静岡市清水区宮加三1221番地の5 054－336－1136
https://www.city.shizuoka.lg.jp/601_000017.ht
ml

島田市立看護専門学校 島田市 専門課程 島田市野田1065番地の1 0547－37－0987 https://www.city.shimada.shizuoka.jp

東海アクシス看護専門学校 中東遠看護専門学校組合 専門課程 袋井市上田町267番地の30 0538－43－8111 https://axis-ns.jp/

沼津市立看護専門学校 沼津市 専門課程 沼津市大諏訪46番地 055－951－3500

浜松市立看護専門学校 浜松市 専門課程 浜松市中区佐鳴台五丁目8番1号 053－455－0891
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kango
/school/kango/index.html

富士市立看護専門学校 富士市 専門課程 富士市本市場新田111番地の1 0545－64－3131 https://www.fujicitynursing.jp

静岡県立農林大学校 静岡県 専門課程 磐田市富丘678番地1 0538-36-0211

都道府県名：愛知県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

愛知県立総合看護専門学校 愛知県 専門課程 名古屋市昭和区滝川町36 052-832-8611 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sogokango/

愛知県立愛知看護専門学校 愛知県 専門課程 岡崎市欠町字栗宿18 0564－21－2041 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/aichi-kango/

愛知県立農業大学校 愛知県 専門課程 岡崎市美合町字並松1－2 0564－51－1601 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/noudai/

名古屋市立中央看護専門学校 名古屋市 専門課程 名古屋市東区葵1－4－7 052-935-1755
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/1
9-5-2-4-0-0-0-0-0-0.html

一宮市立中央看護専門学校 一宮市 専門課程 一宮市松降1－9－21 0586－73－8911
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/chuokango
/index.html

公立春日井小牧看護専門学校
春日井小牧看護専門学校
管理組合

専門課程 春日井市八田町2－38－1 0568－84－5611 http://www.k-k-nurse.ac.jp/

公立瀬戸旭看護専門学校 瀬戸旭看護専門学校組合 専門課程 瀬戸市進陶町6－1 0561－85－2220 http://www.gc-net.jp/kango/

津島市立看護専門学校 津島市 専門課程 津島市橘町6－34 0567－26－4101
https://www.city.tsushima.lg.jp/shisetsu/kang
osenmon/index.html

公立西知多看護専門学校 西知多医療厚生組合 専門課程 知多市新知字七五三山1－2 0562－55－5700
http://www.nishichita-
aichi.or.jp/kansen/index.html

半田常滑看護専門学校
半田常滑看護専門学校管
理組合

専門課程 半田市東洋町2－45 0569－24－0992 http://ht-kango.jp/

岡崎市立看護専門学校 岡崎市 専門課程 岡崎市伊賀町字西郷中104 0564－23－2951
https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1104/113
0/p012815.html

西尾市立看護専門学校 西尾市 専門課程 西尾市戸ケ崎町広美109－1 0563－54－8800 http://www.katch.ne.jp/~nnc/

豊橋市立看護専門学校 豊橋市 専門課程 豊橋市青竹町字八間西100－3 0532－33－7891 http://www.city.toyohashi.lg.jp/6935.htm

蒲郡市立ソフィア看護専門学校 蒲郡市 専門課程 蒲郡市五井町高立田3 0533－67－9103 http://www.city.gamagori.lg.jp/site/sophia/

田原市立田原福祉専門学校 田原市 専門課程 田原市田原町中小路11－1 0531－22－3939 http://www.tchs.ac.jp/

豊橋市立家政高等専修学校 豊橋市 高等課程 豊橋市老津町字西高縄78 0532－23－0127 http://www.kasei-h.toyohashi.ed.jp/

都道府県名：三重県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

三重県農業大学校 三重県 専門課程 松阪市嬉野川北町530 0598－42－1260 http://www.pref.mie.lg.jp/nodai/hp/

三重県立公衆衛生学院 三重県 専門課程 津市夢が丘1丁目1番地の17 059－233－5700 http://www.pref.mie.lg.jp/EISEI/index.htm

名張市立看護専門学校 名張市 専門課程 名張市百合が丘西5番町32番地 0595－64－7700 https://nabari-city-hospital.jp/kango/

都道府県名：滋賀県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

滋賀県立看護専門学校 滋賀県 専門課程 長浜市八幡東町525－1 0749－63－4646 https://www.pref.shiga.lg.jp/kango/index.html

滋賀県立総合保健専門学校 滋賀県 専門課程 守山市守山五丁目4－10 077－583－4147 https://www.pref.shiga.lg.jp/sougouhoken/

滋賀県立農業大学校 滋賀県 専門課程 近江八幡市安土町大中503 0748－46－2551
https://www.pref.shiga.lg.jp/nougicenter/daiga
kkou/about/

都道府県名：京都府
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

京都府立看護学校 京都府 専門課程 与謝郡与謝野町字男山455 0772－46－3258 http://www.pref.kyoto.jp/kangaku/

専門課程

高等課程

公立南丹看護専門学校
国民健康保険南丹病院組
合

専門課程 南丹市八木町南広瀬上野3番地1 0771－42－5364 www.nantan-kango.ac.jp/

市立福知山市民病院附属看護学校 福知山市 専門課程 福知山市厚中町231 0773－22－2101

※京都府立視力障害者福祉センター高等課程は、平成２９年４月より入学者の募集を停止しています。

都道府県名：大阪府
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

大阪市立デザイン教育研究所 大阪市 専門課程 大阪市阿倍野区文の里1丁目7番48号 06－6624－2512 http://www.omcd.ac.jp

都道府県名： 兵庫県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

兵庫県立総合衛生学院 兵庫県 専門課程 神戸市長田区海運町7－4－13 078－733－6611 http://hseg01.ec-net.jp/

丹波市立看護専門学校 丹波市 専門課程 丹波市氷上町石生2069－2 0795－86－7817 https://www.city.tamba.lg.jp/site/kango-s/

播磨内陸医務事業組合立播磨看護専
門学校

播磨内陸医務事業組合管
理者

専門課程 加東市荏原812－1 0795－42－3961 http://www.harimakango.ac.jp/

相生市看護専門学校 相生市 専門課程 相生市旭2－19－19 0791－22－7110 https://www.city.aioi.lg.jp/site/kangogakko/

公立八鹿病院看護専門学校 公立八鹿病院組合管理者 専門課程 養父市八鹿町下網場381－1 079－662－6693 http://www.hosp.yoka.hyogo.jp/school/

宝塚市立看護専門学校 宝塚市 専門課程 宝塚市小浜4－5－5 0797－84－0061 http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kango/

兵庫県立農業大学校 兵庫県 専門課程 加西市常吉町1256－4 0790－47－1551 http://hyogo-nourinsuisangc.jp/chuo/nodai/

http://ksj.or.jp/facility/fa04siry/京都府京都府立視力障害者福祉センター 京都市左京区下鴨森本町21 075－722－8203



兵庫県立森林大学校 兵庫県 専門課程 宍粟市一宮町能倉772－1 0790－72－2700 https://web.pref.hyogo.lg.jp/aff/cate2_410.html

都道府県名：奈良県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

南和広域医療企業団　南奈良看護専門
学校

南和広域医療企業団 専門課程 吉野郡大淀町大字福神7－1 0747－54－5061 http://nanwairyou.jp/school/

奈良市立看護専門学校 奈良市 専門課程 奈良市紀寺町371－2 0742－81－3301 http://naracns.jp/

大和高田市立看護専門学校 大和高田市 専門課程 大和高田市礒野北町1－1 0745－53－2901
http://www.ym-
hp.yamatotakada.nara.jp/gakko/index.html

都道府県名：和歌山県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

紀南看護専門学校 公立紀南病院組合 専門課程 田辺市新庄町225番地の135 0739－22－1592 http://www.kinan-hp.tanabe.wakayama.jp/kns/

和歌山県立高等看護学院 和歌山県 専門課程 紀の川市西野山505－1 0736－75－6280
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050111
/kenkan/

和歌山県立なぎ看護学校 和歌山県 専門課程 新宮市蜂伏20－39 0735－31－8797
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050114
/nagi/

国保野上厚生総合病院附属看護専門
学校

国民健康保険野上厚生病
院組合

専門課程 海草郡紀美野町小畑165－4 073－489－8500 http://nokami-nursing.jp/

日高看護専門学校
御坊市外五ヶ町病院経営
事務組合

専門課程 御坊市薗116－2 0738－22－1277 http://www.hidaka-ns.jp/

和歌山県農林大学校 和歌山県 専門課程 伊都郡かつらぎ町中飯降422 0736－22－2203 http://www.ag-wakayama.ac.jp/index.html

都道府県名：鳥取県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

鳥取県立倉吉総合看護専門学校 鳥取県 専門課程 倉吉市南昭和町15 0858－22－1041 https://www.pref.tottori.lg.jp/kurayoshikango

鳥取県立鳥取看護専門学校 鳥取県 専門課程 鳥取市江津260 0857－29－2407 https://www.pref.tottori.lg.jp/tottorikango

鳥取県立歯科衛生専門学校 鳥取県 専門課程 鳥取市吉方温泉3丁目751－5 0857－23－2621 https://www.pref.tottori.lg.jp/shikaeisei

鳥取県立農業大学校 鳥取県 専門課程 倉吉市関金町大鳥居1238 0858－45－2411 https://www.pref.tottori.lg.jp/noudai

都道府県名：島根県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

島根県立松江高等看護学院 島根県 専門課程 松江市西嫁島2丁目2番地23号 0852－25－6253 http://www.matsue-med.or.jp/koukan/

島根県立石見高等看護学院 島根県 専門課程 益田市昭和町20番15号 0856－23－2615 http://sinc.ac.jp/

都道府県名：岡山県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

岡山県農林水産総合センター農業大学
校

岡山県 専門課程 赤磐市東窪田157 086－955－0550 http://www.pref.okayama.jp/soshiki/234/

都道府県名：広島県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

広島県立農業技術大学校 広島県 専門課程 庄原市是松町55－1 0824－72－0094 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/91/

広島県立三次看護専門学校 広島県 専門課程 三次市東酒屋町10518－1 0824－62－5141 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/179/

広島市立看護専門学校 広島市 専門課程 広島市中区富士見町11番27号 082－243－6146
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/genre/11
10459090602/index.html

都道府県名：山口県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

周防大島町立大島看護専門学校 周防大島町 専門課程 大島郡周防大島町大字家房1595－1 0820－76－0556 https://www.kango.so.ecomas.jp/

山口県立萩看護学校 山口県 専門課程 萩市大字堀内字菊ヶ浜489－5 0838－26－6500
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15133
/index/index.html

山口県立農業大学校 山口県 専門課程 防府市大字牟礼318 0835－38－0510
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a17201
/noudai/noudaitoppage.html

都道府県名：徳島県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

徳島県立農林水産総合技術支援セン
ター農業大学校

徳島県 養成課程 名西郡石井町石井字石井1660 088－674－1026 https://www.tonodai.ac.jp

高等課程

専門課程

都道府県名：香川県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

香川県立農業大学校 香川県 専門課程 仲多度郡琴平町榎井34－3 0877－75－1141 https://www.pref.kagawa.lg.jp/nodai/

都道府県名：愛媛県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

愛媛県立農業大学校 愛媛県 専門課程 松山市下伊台町1553 089－977－3261 http://home.e-catv.ne.jp/ehime-noudai/

都道府県名：高知県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

高知県立幡多看護専門学校 高知県 専門課程 宿毛市山奈町芳奈3－2 0880－66－2525 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130122/

高知県立農業大学校 高知県 専門課程 吾川郡いの町波川234 088－892-3000 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/160509/

徳島県立総合看護学校 徳島県 徳島市鮎喰町2丁目41－6 088－633－6611
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kangogakkou
/



都道府県名：福岡県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

北九州市立戸畑高等専修学校 北九州市 高等課程 北九州市戸畑区沢見一丁目3番47号 093－871－4794 http://www.kita9.ed.jp/tobatasenshu-c/

北九州市立高等理容美容学校 北九州市 専門課程 北九州市八幡東区西本町二丁目2番1号 093－663－2223 http://www.kbb.ac.jp/

※北九州市立高等理容美容学校は、現在申請中です（令和２年4月１日設置予定）。

都道府県名：佐賀県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

佐賀県医療センター好生館看護学院
地方独立行政法人佐賀県
医療センター好生館

専門課程 佐賀市兵庫南三丁目7番17号 0952－25－9220 http://www.koseikan.jp

佐賀県農業大学校 佐賀県 専門課程 佐賀市川副町南里1088 0952－45－2144 https://www.pref.saga.lg.jp/list02454.html

都道府県名：長崎県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

佐世保市立看護専門学校 佐世保市 専門課程 佐世保市平瀬町3番地1 0956－24－7329
https://www.city.sasebo.lg.jp/kyoiku/kyoiku/k
angogakko/index.html

都道府県名：熊本県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

専門課程

一般課程

上天草看護専門学校 上天草市 専門課程 上天草市龍ヶ岳町高戸1419－2 0969－62－0200
http://www.cityhosp-
kamiamakusa.jp/kangaku.html

天草市立本渡看護専門学校 天草市 専門課程 天草市亀場町亀川12番地1 0969－22－2000
https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji003
2275/

熊本県立農業大学校 熊本県 専門課程 合志市栄3805 096－248－1188
https://www.pref.kumamoto.jp/hpkiji/pub/list.a
spx?c_id=3&class_set_id=1&class_id=1288

都道府県名：大分県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

大分県立農業大学校 大分県 専門課程 豊後大野市三重町赤嶺2328－1 0974－22－7581 http://www.pref.oita.jp/site/140/

都道府県名：宮崎県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

宮崎県立農業大学校 宮崎県 専門課程 児湯郡高鍋町大字持田5733番地 0983－23－0120 http://www.majc.pref.miyazaki.lg.jp

都道府県名：鹿児島県
学校名 設置者 課程 住所 電話番号 HP

鹿児島県立農業大学校 鹿児島県 専門課程 日置市吹上町和田1800 099－245－1071
https://www.pref.kagoshima.jp/ag25/nodai_hp.
html

鹿屋市立鹿屋看護専門学校 鹿屋市 専門課程 鹿屋市西原3丁目7番40号 0994－44－6360 https://www.e-kanoya.net

都道府県名：沖縄県 令和2年4月時点　該当無

熊本市立総合ビジネス専門学校 熊本市 熊本市西区上熊本3丁目25番5号 096－352－1768
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/h/business/


