
（公立大学）　１校

確認大学等
の名称

確認大学等
の所在地

設置者
の名称

設置者の主たる
事務所の所在地

備考

神奈川県立保健福祉大学 横須賀市平成町１丁目10－１ 公立大学法人　神奈川県立保健福祉大学 横須賀市平成町１丁目10－１ http://www.kuhs.ac.jp/shoukai/2013122600032/

（公立短期大学）
確認大学等

の名称
確認大学等
の所在地

設置者
の名称

設置者の主たる
事務所の所在地

備考

（公立高等専門学校）
確認大学等

の名称
確認大学等
の所在地

設置者
の名称

設置者の主たる
事務所の所在地

備考

（公立専門学校）　３校
確認大学等

の名称
確認大学等
の所在地

設置者
の名称

設置者の主たる
事務所の所在地

備考

神奈川県立衛生看護専門学校 横浜市中区根岸町２丁目85－２ 神奈川県 横浜市中区日本大通り１ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/d7s/cnt/f3625/

神奈川県立よこはま看護専門学校 横浜市旭区中尾１丁目５－１ 神奈川県 横浜市中区日本大通り１ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/wf3/cnt/f46/

神奈川県立平塚看護大学校 平塚市諏訪町20－12 神奈川県 横浜市中区日本大通り１ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/w5r/cnt/f9/

（私立専門学校）　64校

確認大学等
の名称

確認大学等
の所在地

設置者
の名称

設置者の主たる
事務所の所在地

備考

横浜ファッションデザイン専門学校 横浜市鶴見区鶴見中央１丁目９－５ 学校法人　桜井学園 横浜市鶴見区鶴見中央１丁目９－５ https://www.yfd-c.com

横浜市医師会聖灯看護専門学校 横浜市鶴見区下野谷町３丁目88－16 一般社団法人　横浜市医師会 横浜市中区桜木町１丁目１ http://www.yokohama.kanagawa.med.or.jp/school/seito/

浅野工学専門学校 横浜市神奈川区子安台１丁目３－１ 学校法人　浅野工学園 横浜市神奈川区子安台１丁目３－１ https://ssl.asano.ac.jp/wp/file/

横浜医療秘書専門学校 横浜市中区長者町４丁目９－10 学校法人　三幸学園 東京都文京区本郷３丁目23－16 https://www.sanko.ac.jp/yokohama-med/pdf/yoshiki2020.pdf

横浜日建工科専門学校 横浜市神奈川区台町17－５ 学校法人　実務学園 東京都豊島区池袋２丁目55－10 https://www.yokohamanikken.com/disclose.php

横浜リゾートアンドスポーツ専門学校 横浜市神奈川区西神奈川１丁目19－２ 学校法人　三幸学園 東京都文京区本郷３丁目23－16 https://www.sanko.ac.jp/yokohama-sports/yoshiki2020.pdf

横浜ビューティーアンドブライダル専門学校 横浜市神奈川区西神奈川１丁目19－６ 学校法人　三幸学園 東京都文京区本郷３丁目23－16 https://www.sanko.ac.jp/yokohama-beauty/pdf/yoshiki2020.pdf

横浜公務員＆ＩＴ会計専門学校（※1） 横浜市神奈川区台町９－５ 学校法人　立志舎 東京都墨田区錦糸１丁目２－１ https://www.all-japan.ac.jp/disclosure/

横浜医療専門学校 横浜市神奈川区金港町９－12 学校法人　平成医療学園 大阪府大阪市北区豊崎７丁目７－17 https://www.yokohama-isen.ac.jp/

横浜こども専門学校 横浜市神奈川区二ッ谷町１－19 学校法人　三幸学園 東京都文京区本郷３丁目23－16 https://www.sanko.ac.jp/yokohama-child/yoshiki2020.pdf

情報科学専門学校 横浜市神奈川区鶴屋町２丁目17相鉄岩崎学園ビル 学校法人　岩崎学園 横浜市西区北幸１丁目２－７ http://isc.iwasaki.ac.jp/info_disclosure/index.html

横浜スイーツアンドカフェ専門学校 横浜市神奈川区西神奈川１丁目７－５ 学校法人　三幸学園 東京都文京区本郷３丁目23－16 https://www.sanko.ac.jp/yokohama-sweets/pdf/yoshiki2020.pdf

横浜中央看護専門学校 横浜市神奈川区新町11－１ 学校法人　康学舎 埼玉県上尾市大字平塚678－１ https://www.yokohamacns.jp/

横浜デザイン学院 横浜市西区中央１丁目33－６ 学校法人　石川学園 横浜市西区中央１丁目33－６ https://www.ydc.ac.jp/report

岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校 横浜市西区平沼１丁目38－10 学校法人　岩谷学園 横浜市西区平沼１丁目38－19 https://www.icb.ac.jp/disclosure/

横浜ｆカレッジ 横浜市西区北幸１丁目２－７ 学校法人　岩崎学園 横浜市西区北幸１丁目２－７ http://yfc.iwasaki.ac.jp/total/admissions/disclosure.html

アーツカレッジヨコハマ 横浜市西区浅間町２丁目105－８ 学校法人　情報文化学園 横浜市西区浅間町２丁目105－８ https://www.kccollege.ac.jp/

国際フード製菓専門学校 横浜市西区北幸２丁目９－６ 学校法人　誠心学園 東京都大田区蒲田３丁目21－４ https//www.seishingakuen.ac.jp/

専門学校横浜ミュージックスクール 横浜市西区楠町５－６ 学校法人　杉山学園 横浜市西区楠町5-6 https://www.yms.ac.jp/

岩谷学園アーティスティックB横浜美容専門学校 横浜市西区平沼１丁目38－13 学校法人　岩谷学園 横浜市西区平沼１丁目38－19 https://www.artisticb.ac.jp/disclosure/

横浜テクノオート専門学校 横浜市南区中村町５丁目315 学校法人　五大 横浜市神奈川区白幡上町９－３ https://www.ytc.ac.jp/disclosure/disclosure02/

聖ヶ丘教育福祉専門学校 横浜市保土ヶ谷区常盤台66－18 学校法人　聖ヶ丘学園 横浜市保土ヶ谷区常盤台66－18 https://hijiri/ac.jp

横浜栄養専門学校 横浜市保土ヶ谷区今井町1447－１ 学校法人　難波学園 横浜市神奈川区鶴屋町３丁目31－４ https://www.nanba.ac.jp/yokoei/topics/319

横浜理容美容専門学校 横浜市港北区樽町２丁目６－11 学校法人　神奈川理容美容学園 横浜市港北区樽町２丁目６－11 http://www.yokohama-riyobiyo.ac.jp

新横浜歯科衛生士・歯科技工士専門学校 横浜市港北区新横浜２丁目６－10 学校法人　共生学園 横浜市港北区新横浜２丁目６－10 https://www.kyouseigakuen.ac.jp/

横浜医療情報専門学校 横浜市港北区新横浜２丁目４－10 学校法人　岩崎学園 横浜市西区北幸１丁目２－７ http://iscs.iwasaki.ac.jp/info_disclosure/index.html

横浜デジタルアーツ専門学校 横浜市港北区新横浜３丁目22－17 学校法人　岩崎学園 横浜市西区北幸１丁目２－７ http://yda.iwasaki.ac.jp/school_assessment.html

呉竹鍼灸柔整専門学校 横浜市港北区新横浜２丁目７－24 学校法人　呉竹学園 東京都新宿区四谷三栄町16－12 https://www.kuretake-yokohama.ac.jp/about/public_info/

横浜実践看護専門学校 横浜市港北区新横浜２丁目４－18 学校法人　岩崎学園 横浜市西区北幸１丁目２－７ http://jkango.iwasaki.ac.jp/school/disclosure.html

横浜リハビリテーション専門学校 横浜市戸塚区品濃町550－１ 学校法人　岩崎学園 横浜市西区北幸１丁目２－７ http://ycr.iwasaki.ac.jp/info_disclosure.html

横浜保育福祉専門学校 横浜市戸塚区品濃町550－８ 学校法人　岩崎学園 横浜市西区北幸１丁目２－７ http://hoiku.iwasaki.ac.jp/courses/assessment.html

横浜市病院協会看護専門学校 横浜市港南区港南台３丁目３－１ 公益社団法人　横浜市病院協会 横浜市中区花咲町２丁目66 http://www.yhasn.ed.jp

横浜システム工学院専門学校 横浜市旭区東希望が丘128－４ 学校法人　ＹＳＥ学園 横浜市旭区東希望が丘128－４ https://www.yca.ac.jp/about/disclose.html

専門学校日産横浜自動車大学校 横浜市旭区市沢町910 日産自動車　株式会社 横浜市神奈川区宝町２ https://www.nissan-gakuen.ac.jp/school/yokohama/disclosure.html

外語ビジネス専門学校 川崎市川崎区駅前本町22－９ 学校法人　深堀学園 川崎市川崎区駅前本町22－９ https://www.cbc.ac.jp/about/school.html

神奈川経済専門学校 相模原市緑区東橋本２丁目33－５ 学校法人　神奈川経済専門学校 相模原市緑区東橋本２丁目33-５ http://kanasen.ac.jp/guide/information.html

医療ビジネス観光福祉専門学校 相模原市南区上鶴間本町３丁目18－27 学校法人　湘南ふれあい学園 横浜市戸塚区上品濃16－48 http://www.mbsi.ac.jp/

相模原看護専門学校 相模原市南区新磯野４丁目１－１ 公益財団法人　相模原市健康福祉財団 相模原市南区新磯野４丁目１－１ https://snvs.ac.jp/about/#shinsei

横須賀法律行政専門学校 横須賀市若松町２丁目31 学校法人　山本学園 横須賀市若松町２丁目31 https://www.yamagaku.ac.jp/shinsei

ヨコスカ調理製菓専門学校 横須賀市汐入町２丁目９ 学校法人　敷島学園 横須賀市汐入町２丁目９ https://www.shikishima.ac.jp

湘南歯科衛生士専門学校 平塚市八重咲町１－６ 学校法人　清水学園 平塚市八重咲町１－６ http://www.shimizu-gakuen.jp/shikaeisei/

神奈川社会福祉専門学校 平塚市立野町１－１ 学校法人　鶴嶺学園 平塚市宮松町15－16 https://www.kanafuku.ac.jp/

湘南平塚看護専門学校 平塚市富士見町５－17 学校法人　清水学園 平塚市八重咲町１－６ http://www.shimizu-gakuen.jp/kango/

日本ヒューマンセレモニー専門学校 平塚市八重咲町７－30 学校法人　鶴嶺学園 平塚市宮松町15－16 https://humanceremony.ac.jp/

湘南ウェディング専門学校 平塚市代官町４－３ 学校法人　鶴嶺学園 平塚市宮松町15－16 http://www.shonan-wed.ac.jp/

鎌倉早見美容芸術専門学校 鎌倉市小町１丁目２－16 学校法人　早見芸術学園 鎌倉市小町１丁目２－16 https://www.hayami.ac.jp/about/disclosure.html

おだわら看護専門学校 小田原市久野115－２ 一般社団法人　小田原医師会 小田原市久野115－２ https://odawara-nursing.or.jp/

茅ヶ崎看護専門学校 茅ヶ崎市今宿390 学校法人　湘南ふれあい学園 横浜市戸塚区上品濃16－48 http://www.chigakan.ac.jp/disclosure.html

茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 茅ヶ崎市南湖１丁目６－11 学校法人　湘南ふれあい学園 横浜市戸塚区上品濃16－48 https://www.crc.ac.jp

厚木看護専門学校 厚木市松枝２丁目６－５ 社会福祉法人　神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団 厚木市七沢516 https://www.gako.kanagawa-rehab.or.jp

ＹＭＣＡ健康福祉専門学校 厚木市中町４丁目16－19 学校法人　横浜ＹＭＣＡ 横浜市戸塚区上倉田町769－24 https://www.yokohamaymca.ac.jp/health/about/information/

柏木実業専門学校 大和市深見東１丁目１－９ 学校法人　柏木学園 大和市深見西４丁目４－22 https://www.kashiwagi.ac.jp

湘央医学技術専門学校 綾瀬市小園1424－４ 学校法人　湘央学園 綾瀬市小園1424－４ https://sho-oh.ac.jp/

湘央生命科学技術専門学校 綾瀬市小園1424－４ 学校法人　湘央学園 綾瀬市小園1424－４ https://sho-oh.ac.jp/

（※２） 大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校 横浜市神奈川区反町１丁目8-14 学校法人　大原学園 東京都千代田区西神田１丁目２－10 https://www.o-hara.ac.jp/about/joho/

横浜調理師専門学校 横浜市神奈川区鶴屋町３丁目31-4 学校法人　難波学園 横浜市神奈川区鶴屋町３丁目31－４ https://www.nanba.ac.jp/yokochou/

大原法律公務員専門学校横浜校 横浜市神奈川区反町１丁目10-1 学校法人　大原学園 東京都千代田区西神田１丁目２－10 https://www.o-hara.ac.jp/about/joho/

大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校 横浜市神奈川区桐畑3-7 学校法人　大原学園 東京都千代田区西神田１丁目２－10 https://www.o-hara.ac.jp/about/joho/

横浜歯科医療専門学校 横浜市西区高島１丁目2-15 学校法人　みなとみらい学園 横浜市西区高島１丁目２－15 https://www.ycdc.ac.jp/

横浜ＹＭＣＡ学院専門学校 横浜市中区常磐町１丁目7 公益財団法人　横浜ＹＭＣＡ 横浜市中区常磐町１丁目7 http://www.yokohamaymca.ac.jp/gakuin/

横浜ＹＭＣＡスポーツ専門学校 横浜市戸塚区上倉田町769-24 学校法人　横浜ＹＭＣＡ 横浜市戸塚区上倉田町769－24 https://www.yokohamaymca.ac.jp/sports/about/information/

ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 川崎市多摩区登戸3032-2 学校法人　横浜ＹＭＣＡ 横浜市戸塚区上倉田町769－24 https://www.yokohamaymca.ac.jp/kokusaibiz/about/information/

聖マリアンナ医科大学看護専門学校 川崎市宮前区菅生２丁目16-1 学校法人　聖マリアンナ医科大学 川崎市宮前区菅生２丁目16－１ https://www.marianna-u.ac.jp/nursing/

アイム湘南理容美容専門学校 秦野市尾尻536-1 学校法人　梅原学園 秦野市尾尻536-1 http://www.imshonan.ac.jp

※１　横浜公務員＆ＩＴ会計専門学校：令和３年度から校名変更（旧：東京ＩＴ会計法律専門学校横浜校）

大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号）
による修学支援の対象機関となる大学等（確認大学等）について

令和2年9月11日

神奈川県知事

※３　二重線で囲った学校については、令和３年度から授業料等の減免を行う。

※２　横浜医療秘書専門学校：令和３年度から校名変更（旧：横浜医療秘書歯科助手専門学校）
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http://iscs.iwasaki.ac.jp/info_disclosure/index.html
http://yda.iwasaki.ac.jp/school_assessment.html
https://www.kuretake-yokohama.ac.jp/about/public_info/
http://jkango.iwasaki.ac.jp/school/disclosure.html
http://ycr.iwasaki.ac.jp/info_disclosure.html
http://hoiku.iwasaki.ac.jp/courses/assessment.html
http://www.yhasn.ed.jp
https://www.yca.ac.jp/about/disclose.html
https://www.nissan-gakuen.ac.jp/school/yokohama/disclosure.html
https://www.cbc.ac.jp/about/school.html
http://kanasen.ac.jp/guide/information.html
http://www.mbsi.ac.jp/
https://snvs.ac.jp/about/#shinsei
https://www.yamagaku.ac.jp/shinsei
https://www.shikishima.ac.jp
http://www.shimizu-gakuen.jp/shikaeisei/
https://www.kanafuku.ac.jp/
http://www.shimizu-gakuen.jp/kango/
https://humanceremony.ac.jp/
http://www.shonan-wed.ac.jp/
https://www.hayami.ac.jp/about/disclosure.html
https://odawara-nursing.or.jp/
http://www.chigakan.ac.jp/disclosure.html
https://www.crc.ac.jp
https://www.gako.kanagawa-rehab.or.jp
https://www.yokohamaymca.ac.jp/health/about/information/
https://www.kashiwagi.ac.jp
https://sho-oh.ac.jp/
https://sho-oh.ac.jp/
https://www.o-hara.ac.jp/about/joho/
https://www.nanba.ac.jp/yokochou/
https://www.o-hara.ac.jp/about/joho/
https://www.o-hara.ac.jp/about/joho/
https://www.ycdc.ac.jp/
http://www.yokohamaymca.ac.jp/gakuin/
https://www.yokohamaymca.ac.jp/sports/about/information/
https://www.yokohamaymca.ac.jp/kokusaibiz/about/information/
https://www.marianna-u.ac.jp/nursing/
http://www.imshonan.ac.jp

