
2021年度
留学生のための専門学校一覧

調理・製菓・栄養・美容
赤堀製菓専門学校

東京すし和食調理専門学校

東京製菓学校

服部栄養専門学校

ハリウッド美容専門学校

二葉栄養専門学校・専門学校二葉製菓学校

武蔵野調理師専門学校

電子・IT
専門学校読売自動車大学校

専門学校東京クールジャパン

専門学校ニホン国際ITカレッジ

東京マルチメディア専門学校

日本電子専門学校

読売理工医療福祉専門学校

語学・医療・福祉・進学
AOI国際福祉専門学校

グレッグ外語専門学校・
グレッグ外語専門学校新宿校・
グレッグ外語専門学校横浜校

渋谷外国語専門学校

新東京歯科技工士学校・新東京歯科衛生士学校

TES東京英語専門学校

東京外語専門学校

東京福祉専門学校

日本福祉教育専門学校

文化外国語専門学校

早稲田外語専門学校

ビジネス・観光・ホテル
岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校

大原学園東京ホテル・トラベル学院専門学校

国際デュアルビジネス専門学校

JTB トラベル＆ホテルカレッジ

専門学校お茶の水スクール・オブ・ビジネス

専門学校東京スクール・オブ・ビジネス

専門学校ファッションカレッジ桜丘

中央工学校

東京観光専門学校

東京グローバルビジネス専門学校

東京商科法科学院専門学校

日本デザイン福祉専門学校

ヨークグローバルビジネスアカデミー専門学校

建築・自動車・機械・眼鏡
青山製図専門学校

群馬自動車大学校

専門学校つくば自動車大学校

東京眼鏡専門学校

東京工科自動車大学校

東京テクニカルカレッジ

日本自動車大学校

専門学読売自動車大学校

デザイン・美術・放送・音楽
音響芸術専門学校

専門学校桑沢デザイン研究所

尚美ミュージックカレッジ専門学校

専門学校 ICS カレッジオブアーツ

専門学校東京デザイナー学院

専門学校東京ビジュアルアーツ

専門学校 日本デザイナー学院・
日本写真芸術専門学校

専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ

創形美術学校

東京サイクルデザイン専門学校

東京モード学園

東洋美術学校

日本工学院専門学校

日本工学院八王子専門学校

文化服装学院

目白ファッション&アートカレッジ
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八王子キャンパス蒲田キャンパス

放送芸術科＊
声優・演劇科＊
演劇スタッフ科＊
マンガ・アニメーション科四年制＊
マンガ・アニメーション科＊

デザインカレッジ

ゲームクリエイター科四年制
ゲームクリエイター科＊
CG映像科 （3年制） ＊
デザイン科 （３年制） ＊   日本工学院専門学校設置  

  日本工学院八王子専門学校設置    
 ＊  職業実践専門課程認定学科 　 

クリエイターズカレッジ

ロボット科＊
電子・電気科＊
一級自動車整備科 （4年制） ＊
自動車整備科＊
応用生物学科＊
建築学科 （4年制） ＊
建築設計科＊
土木・造園科＊
機械設計科＊

テクノロジーカレッジ

ITスペシャリスト科 （4年制） ＊
AIシステム科   
情報処理科＊
ネットワークセキュリティ科＊
情報ビジネス科＊
 秘書・事務 / ショップ販売  / 
 ホテル     コース

ITカレッジ

ミュージックアーティスト科＊
 プレイヤー/ヴォーカリスト/
 サウンドクリエイターコース
コンサート・イベント科＊
音響芸術科＊
ダンスパフォーマンス科＊

ミュージックカレッジ

鍼灸科 （3年制） ＊
柔道整復科 （3年制） ＊
医療事務科＊

スポーツトレーナー科三年制＊
スポーツトレーナー科＊
スポーツ健康学科三年制＊
  スポーツインストラクター/
 スポーツビジネス /  サッカー / テニスコース
スポーツ健康学科＊
  スポーツインストラクター/
  スポーツビジネス / サッカー / テニスコース

スポーツ・医療カレッジ

給付額 360,000円    定員 100名

若きつくりびと
奨学金 「留学生特待生」

34学科104分野設置の

総合学園
開催中！

ファッション流通高度専門士科
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CG・
映像 ゲーム アニメ デザイン ビジネスAI Web・

モバイル  情報処理 ネットワーク・
セキュリティ

電気・
電子

“日本語学校の教職員が選ぶ、留学生にすすめたい専門学校”5年連続1位を獲得
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カプコン/コナミ/レベルファイブ / LINE /
ヤフー/東映アニメーション/ガイナックス
モンスター・ラボ / オー・エル・エム /
サンライズ /A-1Pictures/ スタジオ雲雀
/ NTT コムエンジニアリング / NTT データ
先端技術 / NTT-ME / デジタル・フロンティア/
オムニバス・ジャパン / CGCGスタジオ /
エイタロウソフト / 日立コンシューマ・マーケ
ティング/ネットワンシステムズ/日本ATM/
ほか多数

基本情報技術者 / 応用情報技術者 /
データベーススペシャリスト / オラクル認
定 Java プログラマ /OCJ-P/ オラクルマ
スター（ブロンズ、シルバー、ゴールド）
/LPI Linux 技術者認定 /CCNA Rooting 
and Swi tch ing /  CCNP/CCIE/
CompTIA Security+/ モバイル技術
検定 /Python3 エンジニア認定
　　　　　　　　　　　　　 ほか多数

96.1%96.1%
（2020年3月卒業生実績）

11 6
以降順次開催。 詳細はWebサイトでご確認ください。

〒169-8522 東京都新宿区百人町1-25-4 ＜<アクセス>＞JR総武線「大久保」駅南口2分 ＜<お問い合わせ>＞
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〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-25-4    0120-69-8101  http://www.hattori.ac.jp

服部栄養専門学校学校法人
服部学園

● 栄養士科（昼 2 年）
● 調理ハイテクニカル経営学科（調理師本科 昼 2 年）
● 調理師本科（昼 1 年）
● 調理師本科パティシエ・ブランジェコース（昼 1 年）

現場で活躍できる
確かな知識と技術を身につけた

創造力豊かな「食」のクリエイターを育成

〒106-8541 東京都港区六本木6-4-1 六本木ヒルズ ハリウッドプラザ
 0120 - 083 - 394    info@hollywood.ac.jp

http://www.hollywood.ac.jp/

▪高度ビューティコース（4年）    ▪ヘアメイクビューティコース（2年）
▪トータルビューティコース（2年）    ▪コスメビューティコース（2年）
▪ビューティキャリアコース（1年）

● 美容総合学科

ハリウッド美容専門学校

キャンパス
は

六本木ヒル
ズ！

創立 95年、 
外国人留学生が一番多く学ぶ美容学校！

年２回 （10月生・4月生）募集
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● 実践に対応できるコミュニケーションスキルを身に付けた通訳者・翻訳者を育成
    通訳翻訳科　日中コース / 日韓コース

● 高い日本語能力と様々な業務に従事できるビジネススキルを習得
    国際日本学科　ビジネス日本語コース 

● ブローバル・IT社会で通用するコミュニケーション能力の習得
     国際コミュニケーション学科　  

● 都営大江戸線  新宿西口駅 D5出口から徒歩 2分
● 西武新宿線  西武新宿駅 北口・南口から徒歩 4分
● JR・京王・東京メトロ・ 都営地下鉄  新宿駅 西口から徒歩 7分

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-3-8   ☎ 03-3367-1181   ryugaku@tflc.ac.jp   http://www.tflc.ac.jp

山手線・総武線・

西武新宿線の車内から

校舎が見える！

合同就職セミナー

通訳ガイド研修旅行

ロケーション抜群 !

スペシャリストとしての
語学力と専門技能を身につける！ ※ 2020 年度 入学実績





岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校
〒 220-0023 横浜市西区平沼 1‐38‐10 岩谷学園 3 号館　  045‐321‐3210　 045‐290‐0608　

  info@icb.ac.jp  https://www.icb.ac.jp

横浜で学び、

本気で就職
3 3

をめ
3

ざ
3

す
3

！

・  経営マネジメント科（2 年制 / 専門士取得） 　    グローバルビジネスコース

・  情報ビジネス科（2 年制 / 専門士取得）        　　IT デザインコース
・  日本語研究科   （1年制）　                        　  進学コース

※経理ビジネス科より名称変更

〒151-0051 東京都台東区柳橋2-20-14 （JR総武線・都営地下鉄浅草線 浅草橋駅 徒歩７分） 0120-37-0811  info@ict-t.jp  

█　N1・N2合格！ █　就職実績97％！ █　企業インターンシップ体験！

エアポートビジネス 学科 国際ホテル 学科

空港・航空・貨物 ホテル・ブライダル

空港・ホテルの就職に強い学校！
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