
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３年８月３１日時点）

（私立専門学校で修学支援制度を利用する際の留意事項）

　　高等教育無償化（高等教育の修学支援新制度）は、確認校の専門学校が設置する「専門課程の学科」に学生が在籍するときに利用することができます。

　　確認校に入学しても、在籍する学科が「専門課程」ではない場合（例：「附帯教育（国家資格が取得できる一部の通信コース等を含む）」や「一般課程」として設置されている場合等）には、当制度を利用できません。

　　また、学校や学科の要件を満たしていても、学生自身が個人要件（高校等の卒業後の経過年数や収入等）を満たさない場合には、制度を利用できないことがあります。

　　制度をご利用の際には、各学校へお問い合わせください。

【公立】大学

学校名 学校の所在地（住所） 設置者種別（法人格） 設置者名（法人名） 設置者の主たる事務所の所在地（住所） 申請書を公表する予定のホームページアドレス
更
新

新
規

1 東京都立大学 東京都八王子市南大沢一丁目１番 地方独立行政法人 東京都公立大学法人 東京都新宿区西新宿二丁目３番１号 https://www.tmu.ac.jp/kyouikujouhoutop/arbitrary-matter/22202.html ○

【公立】高等専門学校

学校名 学校の所在地（住所） 設置者種別（法人格） 設置者名（法人名） 設置者の主たる事務所の所在地（住所） 申請書を公表する予定のホームページアドレス
更
新

新
規

1 東京都立産業技術高等専門学校
東京都品川区東大井１丁目１０番４０号
東京都荒川区南千住８丁目１７番１号

地方独立行政法人 東京都公立大学法人 東京都新宿区西新宿二丁目３番１号 https://www.metro-cit.ac.jp/education/ ○

【公立】専門学校

学校名 学校の所在地（住所） 設置者種別（法人格） 設置者名（法人名） 設置者の主たる事務所の所在地（住所） 申請書を公表する予定のホームページアドレス
更
新

新
規

1 東京都立広尾看護専門学校 東京都渋谷区恵比寿二丁目３４番１０号 東京都 東京都知事 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hiroo/index.html ○
2 東京都立荏原看護専門学校 東京都大田区東雪谷４丁目５番２８号 東京都 東京都知事 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/ebara/index.html ○
3 東京都立府中看護専門学校 東京都府中市武蔵台二丁目２７番１号 東京都 東京都知事 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/fuchukan/index.html ○
4 東京都立北多摩看護専門学校 東京都東大和市桜が丘三丁目４４番１０号 東京都 東京都知事 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kitatama/index.html ○
5 東京都立青梅看護専門学校 東京都青梅市大門三丁目１４番１号 東京都 東京都知事 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/oume/index.html ○
6 東京都立南多摩看護専門学校 東京都多摩市山王下一丁目１８番１号 東京都 東京都知事 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/mtamakan/index.html ○
7 東京都立板橋看護専門学校 東京都板橋区栄町３４番１号 東京都 東京都知事 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/itabashi/index.html ○

【私立】専門学校

 学校名 学校の所在地（住所） 設置者種別（法人格） 設置者名（法人名） 設置者の主たる事務所の所在地（住所） 申請書を公表する予定のホームページアドレス
更
新

新
規

1 専門学校東京ビジネス外語カレッジ 東京都豊島区南池袋１－１３－１３ 学校法人 ISI学園 東京都豊島区東池袋３－１－１サンシャイン６０　９階 https://www.isi.ac.jp/tbl/disclosure ○
2 愛国学園保育専門学校 東京都江戸川区西小岩５－７－１ 学校法人 愛国学園 東京都江戸川区西小岩５－７－１ https://www.aikokuhosen.ac.jp/disclosure/ ○
3 阿佐ヶ谷美術専門学校 東京都杉並区梅里１−３−３ 学校法人 阿佐ヶ谷学園 東京都杉並区梅里１−３−３ http://www.asabi.ac.jp/introduction ○

4
九段観光ビジネス専門学校 東京都千代田区神田神保町２－６－４ 学校法人 麻生学園 福岡県福岡市南区井尻２－３－１ http://www.ktbc.aso.ac.jp/corporate

○

5 専門学校東京クールジャパン 東京都渋谷区千駄ヶ谷１－８－１７ 学校法人 Ａｄａｃｈｉ学園 東京都千代田区神田駿河台２－１１ https://cooljapan.ac.jp/kakuninshinseisyo-kohyo/ ○
6 専門学校 東京スクール・オブ・ビジネス 東京都渋谷区代々木１－５６－１ 学校法人 Ａｄａｃｈｉ学園 東京都千代田区神田駿河台２－１１ https://www.tsb-yyg.ac.jp/kakuninshinseisyo-kohyo/ ○
7 専門学校 東京ビジュアルアーツ 東京都千代田区四番町１１ 学校法人 Ａｄａｃｈｉ学園 東京都千代田区神田駿河台２－１１ http://www.tva.ac.jp/kakuninshinseisyo-kohyo/ ○
8 東京観光専門学校 東京都新宿区市谷田町３－２１ 学校法人 Ａｄａｃｈｉ学園 東京都千代田区神田駿河台２－１１ https://www.tit.ac.jp/about/files/tit_shinseisyo.pdf ○
9 東京デザイナー学院 東京都千代田区神田駿河台２－１１ 学校法人 Ａｄａｃｈｉ学園 東京都千代田区神田駿河台２－１１ http://www.tdg.ac.jp/kakuninshinseisyo-kohyo/ ○

10 アポロ歯科衛生士専門学校 東京都中野区上高田４－１５－４ 学校法人 アポロ学園 東京都中野区上高田４－１５－４ https://apollogakuen.ac.jp/ ○
11 玉成保育専門学校 東京都杉並区松庵１－９－３３ 学校法人 アルウィン学園 東京都杉並区松庵１－９－３３ https://www.irwin.ac.jp/publicinfo/ ○
12 専門学校ＥＳＰエンタテインメント東京 東京都新宿区高田馬場三丁目３番１９号 学校法人 イーエスピー学園 東京都新宿区高田馬場三丁目３番１９号 https://www.esp.ac.jp/tokyo/info/ ○
13 専門学校ミュージシャンズ・インスティテュート東京 東京都新宿区高田馬場四丁目５番８号 学校法人 イーエスピー学園 東京都新宿区高田馬場三丁目３番１９号 https://www.esp.ac.jp/mi/about/info ○
14 東京テクノ・ホルティ園芸専門学校 東京都千代田区神田小川町３－２６－１ 学校法人 伊東学園 埼玉県行田市埼玉４７５８番地１ https://www.ito.ac.jp/about/#a_info ○
15 東京服飾専門学校 東京都豊島区巣鴨１-１９-７ 学校法人 池田学園 東京都豊島区巣鴨１-１９-７ https://www.tfac.ac.jp/school_info/#subject ○
16 江戸川看護専門学校 東京都江戸川区西瑞江５－１－６ 一般社団法人 江戸川区医師会 東京都江戸川区中央４－２４－１４ https://www.edogawa-kango.jp/schoolguide/about.html ○
17 町田製菓専門学校 東京都町田市原町田５－１－３ 学校法人 榎本学園 東京都町田市中町１－１３－１ https://www.enomoto.ac.jp/valuation.html ○
18 町田調理師専門学校 東京都町田市中町１－１３－１ 学校法人 榎本学園 東京都町田市中町１－１３－１ https://www.enomoto.ac.jp/valuation.html ○
19 町田美容専門学校 東京都町田市中町２－１０－２４ 学校法人 榎本学園 東京都町田市中町１－１３－１ https://www.enomoto.ac.jp/valuation.html ○
20 町田福祉保育専門学校 東京都町田市中町２－１０－２１ 学校法人 榎本学園 東京都町田市中町１－１３－１ https://www.enomoto.ac.jp/valuation.html ○
21 大原医療秘書福祉保育専門学校 東京都千代田区西神田２丁目４番１０号 学校法人 大原学園 東京都千代田区西神田１丁目２番１０号 https://www.o-hara.ac.jp/about/joho/ ○
22 大原法律専門学校 東京都千代田区西神田２丁目５番地４号 学校法人 大原学園 東京都千代田区西神田１丁目２番１０号 https://www.o-hara.ac.jp/about/joho/ ○
23 大原簿記医療秘書公務員専門学校町田校 東京都町田市森野１丁目９番２１号 学校法人 大原学園 東京都千代田区西神田１丁目２番１０号 https://www.o-hara.ac.jp/about/joho/ ○
24 大原簿記学校 東京都千代田区西神田１丁目２番１０号 学校法人 大原学園 東京都千代田区西神田１丁目２番１０号 https://www.o-hara.ac.jp/about/joho/ ○
25 大原簿記公務員医療福祉保育専門学校立川校 東京都立川市緑町４番－８ 学校法人 大原学園 東京都千代田区西神田１丁目２番１０号 https://www.o-hara.ac.jp/about/joho/ ○
26 東京アニメーター学院専門学校 東京都千代田区西神田１丁目３番１号 学校法人 大原学園 東京都千代田区西神田１丁目２番１０号 https://www.o-hara.ac.jp/about/joho/ ○
27 東京情報クリエイター工学院専門学校 東京都千代田区神田神保町２丁目１０番地３３ 学校法人 大原学園 東京都千代田区西神田１丁目２番１０号 https://www.o-hara.ac.jp/about/joho/ ○
28 東京ホテル・トラベル学院専門学校 東京都千代田区西神田１丁目２番１５号 学校法人 大原学園 東京都千代田区西神田１丁目２番１０号 https://www.o-hara.ac.jp/about/joho/ ○
29 新宿医療専門学校 東京都新宿区左門町５番地 学校法人 小倉学園 群馬県伊勢崎市赤堀今井町一丁目５８１番地 http://www.ssjs.ac.jp/disclosure/ ○
30 専門学校 東京自動車大学校 東京都葛飾区西亀有３－２８－３ 学校法人 小倉学園 群馬県伊勢崎市赤堀今井町１－５８１ https://www.taus.ac.jp/kaiji_mushou-shinsei.html ○

31
東京・ｉスマートビジネス専門学校 東京都新宿区西新宿７－１８－１２ 学校法人 小倉学園 群馬県伊勢崎市赤堀今井町１－５８１ https://tisb.ac.jp/school/disc/

○

32 早稲田美容専門学校 東京都新宿区西早稲田２－２０－７ 学校法人 小倉学園 群馬県伊勢崎市赤堀今井町１－５８１ https://www.wasedabiyo.ac.jp/outline/ ○
33 専門学校お茶の水スクール・オブ・ビジネス 東京都千代田区神田小川町３－２８－１０ 学校法人 お茶の水学園 東京都千代田区神田小川町３－２８－１０ https://www.ochasuku.ac.jp/others/information.html ○
34 香川調理製菓専門学校 東京都豊島区駒込３－２４－３ 学校法人 香川栄養学園 東京都豊島区駒込３－２４－３ https://www.eiyo.ac.jp/kouhyou/index.html#sienseido ○
35 日本工学院専門学校 東京都大田区西蒲田５－２３－２２ 学校法人 片柳学園 東京都大田区西蒲田５－２３－２２ https://www.neec.ac.jp/tuitionfree/kmt/ ○
36 日本工学院八王子専門学校 東京都八王子市片倉町１４０４－１ 学校法人 片柳学園 東京都大田区西蒲田５－２３－２２ https://www.neec.ac.jp/tuitionfree/nhac/ ○
37 秀林外語専門学校 東京都江東区大島３－４－７ 学校法人 金井学園 東京都江東区大島３－４－７ https://shurin.ac.jp/about/scholarship/ ○
38 東京歯科衛生専門学校 東京都北区滝野川１－７５－１６ 学校法人 神奈川歯科大学 神奈川県横須賀市稲岡町８２番地 https://www.tdh.ac.jp/disclosure ○
39 東京英語専門学校 東京都中央区日本橋小伝馬町１８－１ 個人 河井　達男 東京都千代田区岩本町１－８－１ https://www.tes.ac.jp/ ○
40 早稲田速記医療福祉専門学校 東京都豊島区高田３－１１－１７ 学校法人 川口学園 東京都豊島区高田３－１１－１７ https://www.wasedasokki.jp/infopub.php ○

別別 紙

※ 「九段観光ビジネス専門学校」については、修学支援の対象機関となる大学等（確認大学等）としての確認を辞退する旨の届出がありました。 （ 確認を辞退する日 ： 令和４年３月３１日 ）

※ 「東京・ｉスマートビジネス専門学校」については、修学支援の対象機関となる大学等（確認大学等）としての確認を辞退する旨の届出がありました。 （ 確認を辞退する日 ： 令和５年３月３１日 ）
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更
新
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41 蒲田保育専門学校 東京都大田区本羽田１丁目４番１号 学校法人 簡野育英会 東京都大田区本羽田１丁目４番１号 https://www.kanno.ac.jp/kamatahoiku/admission/tuition.html ○
42 東京柔道整復専門学校 東京都練馬区氷川台３－３１－１３ 学校法人 杏文学園 東京都練馬区氷川台３－３１－１３ https://www.kyobun.ac.jp/gakkou/disclosure.html ○
43 窪田理容美容専門学校 東京都中野区中野４－１１－１ 学校法人 窪田学園 東京都中野区中野４－１１－１ https://www.kubota.ac.jp/school/provision.html ○
44 アポロ美容理容専門学校 東京都八王子市万町２３－２ 学校法人 來間学園 東京都八王子市万町２３－２ https://apollobb.ac.jp/disclosure/ ○
45 東京医療専門学校 東京都新宿区四谷三栄町１６－１２ 学校法人 呉竹学園 東京都新宿区四谷三栄町１６－１２ https://www.kuretake.ac.jp/t_therapeutic/about/public_info#shinseisho ○
46 専門学校桑沢デザイン研究所 東京都渋谷区神南１－４－１７ 学校法人 桑沢学園 東京都八王子市宇津貫町1556番地 https://www.kds.ac.jp/about/disclosure/ ○
47 日本医学柔整鍼灸専門学校 東京都新宿区高田馬場１－１８－１８ 学校法人 敬心学園 東京都新宿区高田馬場１－３２－１５ https://www.nihonisen.ac.jp/school/evaluation.php ○
48 日本児童教育専門学校 東京都新宿区高田馬場１－３２－１５ 学校法人 敬心学園 東京都新宿区高田馬場１－３２－１５ https://jje.ac.jp/features/disclosure.html ○
49 日本福祉教育専門学校 東京都新宿区高田馬場２－１６－３ 学校法人 敬心学園 東京都新宿区高田馬場１－３２－１５ https://www.nippku.ac.jp/school/education/ ○
50 日本リハビリテーション専門学校 東京都豊島区高田３－６－１８ 学校法人 敬心学園 東京都新宿区高田馬場１－３２－１５ https://www.nitiriha.com/information/ ○
51 コーセー美容専門学校 東京都北区堀船１－４－１３ 学校法人 コーセー学園 東京都北区堀船１－４－１３ https://kose-ac.jp/information ○
52 国際理容美容専門学校 東京都荒川区東日暮里５－１７－１２ 学校法人 国際共立学園 東京都荒川区東日暮里５－１７－１２ https://www.riyoubiyou.kokusai-kyouritsu.ac.jp/information/ ○
53 JTBトラベル＆ホテルカレッジ 東京都豊島区巣鴨３－２－１２ 学校法人 国際文化アカデミー 東京都豊島区巣鴨３－２－１２ https://www.jtb-college.ac.jp/guidelines/supportprogram/ ○
54 国際文化理容美容専門学校国分寺校 東京都国分寺市南町３－２２－１４ 学校法人 国際文化学園 東京都渋谷区円山町２４－８ https://kokusaibunka.ac.jp/overview/disclosure.html ○
55 国際文化理容美容専門学校渋谷校 東京都渋谷区神泉町２－２ 学校法人 国際文化学園 東京都渋谷区円山町２４－８ https://kokusaibunka.ac.jp/overview/disclosure.html ○
56 専門学校東都リハビリテーション学院 東京都目黒区大橋２－４－２ 学校法人 小関学院 東京都目黒区大橋２－４－２ http://www.toutoreha.ac.jp/disclosure ○
57 早稲田外語専門学校 東京都新宿区高田馬場１－２３－９ 学校法人 湖南学園 東京都新宿区高田馬場１－２４－１３ https://www.waseda-flc.ac.jp/common/pdf/shinseisho_re.pdf ○
58 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 東京都新宿区高田馬場２丁目１１番１０号 学校法人 コミュニケーションアート 大阪府大阪市西区新町１丁目１８番２２号 https://www.tech.ac.jp/info/ ○
59 専門学校東京工科自動車大学校 東京都中野区中野６－２１－１６ 学校法人 小山学園 東京都中野区東中野４－２－３ https://car.ttc.ac.jp/disclosure/nakano/shugakusien7-1 ○
60 専門学校東京工科自動車大学校品川校 東京都品川区南品川３－７－１２ 学校法人 小山学園 東京都中野区東中野４－２－３ https://car.ttc.ac.jp/disclosure/shinagawa/shugakusien7-1 ○
61 専門学校東京工科自動車大学校世田谷校 東京都世田谷区桜新町１－２－１ 学校法人 小山学園 東京都中野区東中野４－２－３ https://car.ttc.ac.jp/disclosure/setagaya/shugakusien7-1 ○
62 専門学校東京テクニカルカレッジ 東京都中野区東中野４－２－３ 学校法人 小山学園 東京都中野区東中野４－２－３ https://tec.ttc.ac.jp/school/disclosure/shugakusien7-1 ○
63 専門学校日本デザイナー学院            東京都渋谷区桜丘町４－１６ 学校法人 呉学園 東京都渋谷区桜丘町４－１６ https://ndg.ac.jp/about/evaluation.html ○
64 日本写真芸術専門学校 東京都渋谷区桜丘町４－１６ 学校法人 呉学園 東京都渋谷区桜丘町４－１６ https://npi.ac.jp/about/evaluation.html ○
65 専門学校武蔵野ファッションカレッジ 東京都豊島区南池袋３－１２－５ 学校法人 後藤学園 東京都豊島区南池袋３－１２－５ https://www.musashino-fashion.ac.jp/disclosure/ ○
66 武蔵野栄養専門学校 東京都豊島区南池袋３－１２－５ 学校法人 後藤学園 東京都豊島区南池袋３－１２－５ https://www.musashino-eiyou.ac.jp/educational_info.html ○
67 武蔵野調理師専門学校 東京都豊島区南池袋３－１２－５ 学校法人 後藤学園 東京都豊島区南池袋３－１２－５ https://www.musashino-chouri.ac.jp/educational_info.html ○
68 専門学校　ファッションカレッジ桜丘 東京都千代田区富士見２－５－１３ 学校法人 桜丘学園 東京都千代田区富士見２－５－１３ https://www.f-sakura.ac.jp/information/ ○
69 新宿情報ビジネス専門学校 東京都中野区中野５－１５－２ 個人 佐古田　正道 東京都小金井市本町２－１３－２ https://scit.ac.jp/aboutus/disclose.html ○
70 東京グローバルビジネス専門学校 東京都豊島区南池袋３－１８－４１ 学校法人 佐々木学園 東京都豊島区南池袋２－８－７ https://www.tgb.ac.jp/disclosure ○
71 東京総合美容専門学校 東京都豊島区南池袋２－８－７ 学校法人 佐々木学園 東京都豊島区南池袋２－８－７ https://www.tsbs.jp/school ○
72 専門学校 神田外語学院 東京都千代田区内神田２－１３－１３ 学校法人 佐野学園 東京都千代田区内神田２－１３－１３ https://www.kandagaigo.ac.jp/kifl/news/ ○
73 東京医療秘書福祉専門学校 東京都文京区本郷３－２３－１６ 学校法人 三幸学園 東京都文京区本郷３－２３－１６ https://www.sanko.ac.jp/tokyo-med/ pdf/yoshiki2021 .pdf ○
74 東京ウェディングアンドブライダル専門学校 東京都文京区本郷５－２４－３ 学校法人 三幸学園 東京都文京区本郷３－２３－１６ https://www.sanko.ac.jp/tokyo-bridal/yoshiki2021.pdf ○
75 東京こども専門学校 東京都文京区湯島２－２９－１ 学校法人 三幸学園 東京都文京区本郷３－２３－１６ https://www.sanko.ac.jp/tokyo-child/yoshiki2021.pdf ○
76 東京スイーツアンドカフェ専門学校 東京都文京区本郷３－４３－９ 学校法人 三幸学園 東京都文京区本郷３－２３－１６ https://www.sanko.ac.jp/tokyo-sweets//pdf/yoshiki2021.pdf ○
77 東京墨田看護専門学校 東京都墨田区東向島５－６－６ 学校法人 三幸学園 東京都文京区本郷３－２３－１６ https://www.sanko.ac.jp/tokyo-nurse/yoshiki2021.pdf ○
78 東京ビューティーアート専門学校 東京都文京区本郷三丁目３７－８ 学校法人 三幸学園 東京都文京区本郷三丁目２３－１６ https://www.sanko.ac.jp/tokyo-beauty/pdf/yoshiki2021.pdf ○
79 東京ビューティーアンドブライダル専門学校 東京都立川市曙町２－１９－１２ 学校法人 三幸学園 東京都文京区本郷３－２３－１６ https://www.sanko.ac.jp/tachikawa-beauty/pdf/yoshiki2021.pdf ○
80 東京保育医療秘書専門学校 東京都立川市曙町２－１８－１５ 学校法人 三幸学園 東京都文京区本郷３－２３－１６ https://www.sanko.ac.jp/tachikawa-med/pdf/yoshiki2021.pdf ○
81 東京みらいAIアンドIT専門学校 東京都文京区湯島２－１２－２ 学校法人 三幸学園 東京都文京区本郷３－２３－１６ https://www.sanko.ac.jp/tokyo-ai/information/kyufugakuhi.2021.pdf ○
82 東京未来大学福祉保育専門学校 東京都足立区綾瀬２－３０－６ 学校法人 三幸学園 東京都文京区本郷３－２３－１６ https://www.sanko.ac.jp/tokyo-fukushi/ pdf/yoshiki2021.pdf ○
83 東京リゾートアンドスポーツ専門学校 東京都文京区本郷４－１２－６ 学校法人 三幸学園 東京都文京区本郷３－２３－１６ https://www.sanko.ac.jp/tokyo-sports/yoshiki2021.pdf ○
84 東京福祉保育専門学校 東京都豊島区東池袋４－２３－４ 学校法人 サンシャイン学園 東京都豊島区東池袋４－２３－４ https://www.sunshine.ac.jp/pdf/information_disclosure.pdf ○
85 資生堂美容技術専門学校 東京都板橋区加賀２－１５－１ 学校法人 資生堂学園 東京都板橋区加賀２-１５-１ https://academy.shiseido.co.jp/disclosure/ ○
86 彰栄保育福祉専門学校 東京都文京区白山４－１４－１５ 学校法人 彰栄学園 東京都文京区白山４－１４－１５ https://www.shoei.ac.jp/intro/data/ ○
87 彰栄リハビリテーション専門学校 東京都板橋区板橋１－４２－１５ 学校法人 彰栄学園 東京都文京区白山４－１４－１５ https://www.shoei-reha.jp/open_info ○
88 尚美ミュージックカレッジ専門学校 東京都文京区本郷４－１５－９ 学校法人 尚美学園 東京都文京区本郷４－１５－９ https://www.shobi.ac.jp/about/info/ ○
89 昭和医療技術専門学校 東京都大田区中央３－２２－１４ 医療法人社団 昭和育英会 東京都大田区上池台１－１－６ https://www.showa.ac.jp/info-disclosure/ ○
90 昭和大学医学部附属看護専門学校 東京都品川区旗の台１－２－２６ 学校法人 昭和大学 東京都品川区旗の台１－５－８ https://www.showa-u.ac.jp/nr_sch/about_us/disclosure.html ○
91 東京栄養食糧専門学校 東京都世田谷区池尻２－２３－１１ 学校法人 食糧学院 東京都世田谷区池尻２－２３－１１ https://www.dietitian.ac.jp/schoolguide/information/ ○
92 東京調理製菓専門学校 東京都新宿区西新宿７－１１－１１ 学校法人 食糧学院 東京都世田谷区池尻２－２３－１１ https://www.tokyocook.ac.jp/schoolguide/information/ ○
93 新宿調理師専門学校 東京都新宿区西新宿６－５－３ 学校法人 新宿学園 東京都新宿区西新宿６－５－３ http://www.shincho.ac.jp/outline/evaluation/ ○
94 東京ウェディング・ホテル専門学校 東京都江戸川区西葛西３－１－１５ 学校法人 滋慶学園 東京都江戸川区東葛西６－１６－２ https://www.wedding.ac.jp/public_information/ ○
95 東京アニメ・声優&eスポーツ専門学校 東京都江戸川区北葛西４丁目１０番１号 学校法人 滋慶学園 東京都江戸川区東葛西６丁目１６番２号 https://www.anime.ac.jp/public_info/public_info.php ○
96 東京医薬専門学校 東京都江戸川区東葛西６－５－１２ 学校法人 滋慶学園 東京都江戸川区東葛西６－１６－２ https://www.tcm.ac.jp/school/education-support/ ○

97
東京俳優・映画＆放送専門学校

東京都江戸川区西葛西３－１４－９ 学校法人 滋慶学園 東京都江戸川区東葛西６丁目１６番２号 https://www.movie.ac.jp/school/public_info/index.html ○

98 東京コミュニケーションアート専門学校
東京都江戸川区西葛西５－３－１

学校法人 滋慶学園 東京都江戸川区東葛西６丁目１６番２号 https://www.tca.ac.jp/creative/school/public_info/ ○

99 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 東京都江戸川区西葛西３－１４－８ 学校法人 滋慶学園 東京都江戸川区東葛西６丁目１６番２号 https://www.tsm.ac.jp/school/public_info/index.html ○
100 東京スクールオブミュージック専門学校渋谷 東京都渋谷区渋谷２丁目１９番２１号 学校法人 滋慶学園 東京都江戸川区東葛西６丁目１６番２号 https://www.shibuya.ac.jp/school/public_info.html ○
101 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 東京都江戸川区西葛西７－１３－１２ 学校法人 滋慶学園 東京都江戸川区東葛西６－１６－２ https://www.tsr.ac.jp/jyouhou/ ○

102
東京ダンス・俳優＆舞台芸術専門学校

東京都渋谷区渋谷１丁目２４番６号 学校法人 滋慶学園 東京都江戸川区東葛西６丁目１６番２号 https://www.da-tokyo.ac.jp/school/public_info.html ○

103 東京福祉専門学校 東京都江戸川区西葛西５丁目１０番３２号 学校法人 滋慶学園 東京都江戸川区東葛西 ６－１６－２ https://www.tcw.ac.jp/disclosure-of-information/kyufu ○
104 東京ベルエポック製菓調理専門学校 東京都江戸川区中葛西４－２－５ 学校法人 滋慶学園 東京都江戸川区東葛西６－１６－２ https://www.seika.belle.ac.jp/about/jyouhou/kyufu ○
105 東京ベルエポック美容専門学校 東京都江戸川区西葛西６－２４－１６ 学校法人 滋慶学園 東京都江戸川区東葛西６－１６－２ https://www.tbe.ac.jp/school/info ○

106 東京ホテル・ウェディング＆IR専門学校 東京都江戸川区西葛西５－３－１３ 学校法人
滋慶学園 東京都江戸川区東葛西６丁目１６番２号

https://www.tir.ac.jp/public_info/ ○

107 東京メディカル・スポーツ専門学校 東京都江戸川区西葛西３－１－１６ 学校法人 滋慶学園 東京都江戸川区東葛西６－１６－２ https://www.tokyo-medical.ac.jp/common/doc/about/infomation/application.pdf ○
108 TCA東京ECO動物海洋専門学校 東京都江戸川区西葛西６－２９－９ 学校法人 滋慶学園 東京都江戸川区東葛西６－１６－２ https://www.tcaeco.ac.jp/school/public_info/ ○
109 慈恵第三看護専門学校 東京都狛江市和泉本町４－１１－１ 学校法人 慈恵大学 東京都港区西新橋３－２５－８ http://www.jikei.ac.jp/school/disclosure/pdf/daisan/application.pdf ○
110 上板橋看護専門学校 東京都板橋区上板橋３－１１－６ 学校法人 慈誠会学園 東京都板橋区上板橋３－１１－６ https://kamiita-kango.jp/jyouhou/ ○
111 東京日建工科専門学校 東京都豊島区池袋２－５５－１０ 学校法人 実務学園 東京都豊島区池袋２－５５－１０ https://www.tokyonikken.com/disclose.php ○
112 国際動物専門学校 東京都世田谷区新町２-１-５ 学校法人 シモゾノ学園 東京都世田谷区上馬４-３-２ https://iac.ac.jp/school-report.html ○

（旧：東京映画・俳優＆放送芸術専門学校）

（旧：東京都江戸川区西葛西６－２９－９）

（旧：東京ダンス＆アクターズ専門学校）

（旧：滋慶文化学園） （旧：福岡県福岡市博多区石城町２１番２号）
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https://www.kanno.ac.jp/kamatahoiku/admission/tuition.html
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https://www.musashino-chouri.ac.jp/educational_info.html
https://www.f-sakura.ac.jp/information/
https://scit.ac.jp/aboutus/disclose.html
https://www.tgb.ac.jp/disclosure
https://www.tsbs.jp/school
https://www.kandagaigo.ac.jp/kifl/news/
https://www.sanko.ac.jp/tokyo-med/pdf/yoshiki2020.pdf
https://www.sanko.ac.jp/tokyo-bridal/yoshiki2021.pdf
https://www.sanko.ac.jp/tokyo-child/yoshiki2020.pdf
https://www.sanko.ac.jp/tokyo-sweets/pdf/yoshiki2021.pdf
https://www.sanko.ac.jp/tokyo-nurse/yoshiki2021.pdf
https://www.sanko.ac.jp/tokyo-beauty/pdf/yoshiki2021.pdf
https://www.sanko.ac.jp/tachikawa-beauty/pdf/yoshiki2021.pdf
https://www.sanko.ac.jp/tachikawa-med/pdf/yoshiki2021.pdf
https://www.sanko.ac.jp/tokyo-ai/information/kyufugakuhi.2021.pdf
https://www.sunshine.ac.jp/pdf/information_disclosure.pdf
https://academy.shiseido.co.jp/disclosure/
https://www.shoei.ac.jp/intro/data/
https://www.shoei-reha.jp/open_info
https://www.shobi.ac.jp/about/info/
http://www.showa.ac.jp/info-disclosure/
https://www.showa-u.ac.jp/nr_sch/about_us/disclosure.html
https://www.dietitian.ac.jp/schoolguide/information/
https://www.tokyocook.ac.jp/schoolguide/information/
http://www.shincho.ac.jp/outline/evaluation/
https://www.wedding.ac.jp/public_information/
https://www.wedding.ac.jp/
https://www.tcm.ac.jp/school/education-support/
https://www.movie.ac.jp/school/public_info/index.html
https://www.tca.ac.jp/creative/school/public_info/
https://www.tsm.ac.jp/school/public_info/index.html
https://www.shibuya.ac.jp/school/public_info.html
https://www.tsr.ac.jp/jyouhou/
https://www.tcw.ac.jp/disclosure-of-information/kyufu
https://www.seika.belle.ac.jp/about/jyouhou/kyufu
https://www.tbe.ac.jp/school/info
https://www.tokyo-medical.ac.jp/common/doc/about/infomation/application.pdf
http://www.jikei.ac.jp/school/disclosure/pdf/daisan/application.pdf
https://kamiita-kango.jp/jyouhou/
https://iac.ac.jp/school-report.html
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113 城西放射線技術専門学校 東京都豊島区千早１－１０－２６ 学校法人 城西学園 東京都豊島区千早１－１０－２６ https://www.josai-rad.ac.jp/introduction/history/ ○
114 専門学校　東京医療学院 東京都中央区新川１－１０－１８ 学校法人 常陽学園 東京都中央区八丁堀１－１１－１１ https://www.stig.ac.jp/report/ ○
115 東京医療福祉専門学校 東京都中央区八丁堀１－１１－１１ 学校法人 常陽学園 東京都中央区八丁堀１－１１－１１ https://www.tokyoiryoufukushi.ac.jp/disclosure.php ○
116 専門学校デジタルアーツ東京 東京都豊島区西池袋２－３８－８ 学校法人 菅原学園 宮城県仙台市青葉区本町２－１１－１０ https://www.dat.ac.jp/guide/public-info/ ○
117 ドレスメーカー学院 東京都品川区上大崎４－６－１９ 学校法人 杉野学園 東京都品川区上大崎４－６－１９ https://www.dressmaker-gakuin.ac.jp/examination/new-scholar/ ○

118
東京誠心調理師専門学校 東京都大田区蒲田３－２１－４ 学校法人 誠心学園 東京都大田区蒲田３－２１－４

https://www.seishingakuen.ac.jp/about/ ○

119 東京保育専門学校 東京都杉並区高円寺南２－３２－３０ 学校法人 聖心学園 東京都杉並区高円寺南２－３２－３０ https://www.tokyo-hoiku.ac.jp/disclosure.html ○
120 中央理美容専門学校 東京都新宿区下落合２－３－１６ 学校法人 全国理美容中央学園 東京都新宿区下落合２－３－１６ http://www.chic.ac.jp/pg300.html ○
121 草苑保育専門学校 東京都豊島区目白３－１７－１１ 学校法人 草苑学園 東京都豊島区目白３－１７－１１ https://www.soen.ac.jp/business/disclosure/ ○
122 専門学校東京国際ビジネスカレッジ 東京都台東区柳橋２－７－５ 学校法人 創志学園 兵庫県神戸市中央区磯辺通４－１－５ http://www.tibc.jp/roll/index.html ○
123 日本健康医療専門学校 東京都台東区浅草橋３－３１－５ 学校法人 創志学園 兵庫県神戸市中央区磯辺通４－１－５ https://www.niken.jp/disclosure.html ○
124 東京アニメーションカレッジ専門学校 東京都新宿区下落合１－１－８ 学校法人 創都学園 東京都新宿区下落合１－１－８ https://www.tokyo-anime.jp/data ○
125 東洋鍼灸専門学校 東京都新宿区百人町１－４－４ 学校法人 素霊学園 東京都新宿区百人町１－４－４ https://www.toyoshinkyu.ac.jp/about/disclosure/ ○
126 日本ウェルネス保育専門学校 東京都千代田区神田神保町１－５２－４ 学校法人 タイケン科学学園 東京都千代田区神田神保町１－５２－４ https://wellness-hoiku.jp/taiken/joho_koukai ○
127 日本ウェルネス歯科衛生専門学校 東京都板橋区成増１－２－５ 学校法人 タイケン学園 東京都板橋区成増１－１２－１９ https://taiken-jwd.com/aboutus/koukai.html ○
128 日本ウェルネススポーツ専門学校 東京都練馬区旭町３－２３－２２ 学校法人 タイケン学園 東京都板橋区成増１－１２－１９ http://www.nihonwellness-sport.jp/about/koukai.html ○
129 日本ペットアンドアニマル専門学校 東京都板橋区赤塚新町３－１７－１７ 学校法人 タイケン学園 東京都板橋区成増１－１２－１９ https://www.petandanimal.jp/schoolguidance/jouhoukoukai ○
130 武蔵野学芸専門学校 東京都武蔵野市中町１－２７－２ 学校法人 大志学園 東京都新宿区西早稲田２丁目１番２７号 https://musagei.jp/pdf/ ○
131 早稲田国際ビジネスカレッジ 東京都新宿区西早稲田2－1－27 学校法人 大志学園 東京都新宿区西早稲田2－1－27 https://wibc.jp/pdf/ ○
132 聖和看護専門学校 東京都足立区西新井５－４２－７ 医療法人社団 大和会 東京都足立区西新井５－４１－１ https://seiwa-kango.jp/#information_disclosure ○
133 創形美術学校 東京都豊島区西池袋３－３１－２ 学校法人 髙澤学園 東京都豊島区西池袋４−２−１５ https://www.sokei.ac.jp/school/information/ ○
134 専門学校東京ＣＰＡ会計学院 東京都中野区中野３－３９－９ 学校法人 髙橋学園 東京都中野区中野３－３９－９ http://cpa-net.ac.jp/kyoiku_tokyo_2021/ ○
135 竹早教員保育士養成所 東京都文京区小石川４－１－２０ 学校法人 竹早学園 東京都文京区小石川４－１－２０ https://www.takehaya.ac.jp/openinformation.html ○
136 東京エアトラベル・ホテル専門学校 東京都小金井市前原町５－１－２９ 学校法人 田中育英会 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－３０－１６ https://technosac.jp/school/air-information-disclosure.pdf ○
137 東京工学院専門学校 東京都小金井市前原町５－１－２９ 学校法人 田中育英会 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－３０－１６ https://technosac.jp/school/eng-information-disclosure.pdf ○
138 西東京調理師専門学校 東京都立川市高松町３－１５－５ 個人 田中　啓介 東京都立川市高松町３－１５－５ http://tanaka.ac.jp/disclosure.html ○
139 東京美容専門学校 東京都新宿区下落合１－２－４ 学校法人 田中芸術学園 東京都新宿区下落合１－２－４ https://www.tahb.ac.jp/joho_kokai ○
140 渋谷ファッション＆アート専門学校 東京都渋谷区渋谷１－２１－７ 学校法人 田中千代学園 東京都渋谷区渋谷１－２１－７ https://www.shibuya-and.tokyo/disclosure/ ○

141
中央医療学園専門学校 東京都荒川区荒川１－４１－１０ 学校法人 中央医療学園 東京都葛飾区立石３－５－１２ https://chuoh-med.com/disclosure

○

142 中央医療技術専門学校 東京都葛飾区立石３－５－１２ 学校法人 中央医療学園 東京都葛飾区立石３－５－１２ http://www.ccmt.ac.jp/disclosure/school.php ○
143 中央工学校 東京都北区王子本町１－２６－１７　 学校法人 中央工学校 東京都北区王子本町１－２６－１７　 https://chuoko.ac.jp/disclosure03/ ○
144 中央動物専門学校 東京都北区東田端１－８－１１ 学校法人 中央工学校 東京都北区王子本町１－２６－１７ https://www.chuo-a.ac.jp/guide/disclosure.html ○
145 早稲田文理専門学校 東京都豊島区高田２－６－７ 学校法人 中央情報学園 埼玉県新座市東北２－３３－１０ https://wbc.ac.jp/school/information/ ○
146 関東柔道整復専門学校 東京都立川市曙町１丁目１３－１３ 学校法人 都築科学学園 東京都立川市曙町１丁目１３－１３ http://kanto-jusei.ac.jp/gakogaiyo/koukai/ ○
147 お茶の水はりきゅう専門学校 東京都文京区湯島１－３－６ 学校法人 都築学園 福岡県福岡市南区玉川町２２番１号 https://www.harikyu.ac.jp/about/information/ ○
148 関東リハビリテーション専門学校 東京都立川市錦町６－２－９ 学校法人 都築学園 福岡県福岡市南区玉川町２２－１ http://www.kanreha.ac.jp/campus_guidance/jouhoukoukai.html?pid=27498 ○
149 東京マルチメディア専門学校 東京都新宿区百人町１－１３－１６ 学校法人 都築学園 福岡県福岡市南区玉川町２２番１号 https://tmc.tsuzuki.ac.jp/disclosure/ ○
150 帝京高等看護学院 東京都板橋区加賀２－１０－１ 学校法人 帝京大学 東京都板橋区加賀２－１１－１ https://www.teikyo-u.ac.jp/kango/intro/ ○
151 日本電子専門学校 東京都新宿区百人町１－２５－４ 学校法人 電子学園 東京都新宿区百人町１－２５－４ https://www.jec.ac.jp/school-outline/disclose/ ○
152 東京電子専門学校 東京都豊島区東池袋３－６－１ 学校法人 電波学園 東京都豊島区東池袋３－６－１ https://www.tokyo-ec.ac.jp/campus/data/ ○
153 道灌山学園保育福祉専門学校 東京都荒川区西日暮里４丁目７番１５号 学校法人 道灌山学園 東京都荒川区西日暮里４丁目７番１５号 https://www.doukanyama.ac.jp/disclosure.html ○
154 東京愛犬専門学校 東京都中野区上高田１－１－１ 学校法人 東京愛犬学園 東京都中野区上高田１－１－１ https://www.aiken.ac.jp ○
155 慈恵看護専門学校 東京都港区西新橋３－２５－８ 公益社団法人 東京慈恵会 東京都港区西新橋３－２５－８ http://www.jikei.ac.jp/school/disclosure/dis_shimbashi.html ○
156 赤堀製菓専門学校 東京都豊島区目白３－１－３１ 学校法人 東京滋慶学園 東京都大田区大森北１－１８－２ https://www.akahori.ac.jp/school/jyouhou/kyufu ○
157 新東京歯科衛生士学校 東京都大田区大森北１－１８－２ 学校法人 東京滋慶学園 東京都大田区大森北１－１８－２ https://www.dh.ntdent.ac.jp/information/kyufu/ ○
158 新東京歯科技工士学校 東京都大田区大森北１－１８－２ 学校法人 東京滋慶学園 東京都大田区大森北１－１８－２ https://www.dt.ntdent.ac.jp/information/kyufu/ ○
159 東京バイオテクノロジー専門学校 東京都大田区北糀谷１－３－１４ 学校法人 東京滋慶学園 東京都大田区大森北１－１８－２ https://www.bio.ac.jp/school/kakuninshinseisyo ○
160 日本医歯薬専門学校 東京都杉並区高円寺南２－４４－１ 学校法人 東京滋慶学園 東京都大田区大森北１－１８－２ https://www.ishiyaku.ac.jp/publicinformation/disclosure-of-info/ ○
161 ベルエポック美容専門学校 東京都渋谷区神宮前３－２６－１ 学校法人 東京滋慶学園 東京都大田区大森北１－１８－２ https://www.belle.ac.jp/info/mushou-shinsei/ ○
162 東京聖栄大学附属調理師専門学校 東京都葛飾区西新小岩１－７－５ 学校法人 東京聖栄大学 東京都葛飾区西新小岩１－４－６ https://www.seiei-chouri.ac.jp/about_us/jk/index.html ○
163 東京製菓学校 東京都新宿区高田馬場１－１４－１ 学校法人 東京綜合食品学園 東京都新宿区高田馬場１－１４－１ https://www.tokyoseika.ac.jp/evaluation/ ○
164 東京商科・法科学院専門学校 東京都千代田区神田神保町一丁目５０番地 学校法人 東京日新学園 東京都千代田区神田神保町一丁目５０番地 https://www.tokyo-nissin.ac.jp/information/index.html ○
165 町田･デザイン専門学校 東京都町田市森野１－２６－８ 学校法人 東京町田学園 東京都町田市森野１－２６－８ https://www.mdc.ac.jp/koukai/ ○
166 東京マックス美容専門学校 東京都品川区大井１－４８－１１ 学校法人 東京マックス学園 東京都品川区大井１－４８－１１ https://www.max.ac.jp/disclosure/ ○

167
専門学校東京声優・国際アカデミー

東京都渋谷区恵比寿南３－１－５ 学校法人 東京メディアアカデミー 東京都渋谷区恵比寿南３－１－５ https://tmaa.ac.jp/information_disclosure/ ○

168 東京ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校 東京都新宿区西早稲田２－１８－１２ 公益財団法人 東京ＹＭＣＡ 東京都新宿区西早稲田２－３－１８日本キリスト教会館６階 https://hotel.ymsch.jp/disclosure.html ○
169 東京ＹＭＣＡ社会体育・保育専門学校 東京都江東区東陽２－２－１５ 公益財団法人 東京ＹＭＣＡ 東京都新宿区西早稲田２－３－１８日本キリスト教会館６階 https://sports.ymsch.jp/disclosure.html ○
170 東京ＹＭＣＡ医療福祉専門学校 東京都国立市富士見台２－３５－１１ 学校法人 東京ＹＭＣＡ学院 東京都江東区石島３－１５ https://tokyo.ymca.ac.jp/ifs/about/disclosure.html ○
171 専門学校東京アナウンス学院 東京都中野区弥生町一丁目３８番３号 学校法人 東放学園 東京都杉並区和泉二丁目４番１号 https://www.tohogakuen.ac.jp/about/valuation/ ○
172 東放学園映画専門学校 東京都新宿区西新宿五丁目２５番８号 学校法人 東放学園 東京都杉並区和泉二丁目４番１号 https://www.tohogakuen.ac.jp/about/valuation/ ○
173 東放学園音響専門学校 東京都渋谷区本町四丁目２０番７号 学校法人 東放学園 東京都杉並区和泉二丁目４番１号 https://www.tohogakuen.ac.jp/about/valuation/ ○
174 東放学園専門学校 東京都杉並区和泉二丁目４番１号 学校法人 東放学園 東京都杉並区和泉二丁目４番１号 https://www.tohogakuen.ac.jp/about/valuation/ ○
175 専門学校東洋公衆衛生学院 東京都渋谷区本町６－２１－７ 学校法人 東洋学園 東京都渋谷区本町６－２１－７ https://www.toyo-college.ac.jp/information-disclosure/ ○
176 専門学校トヨタ東京自動車大学校 東京都八王子市館町２１９３番地 学校法人 トヨタ東京整備学園 東京都八王子市館町２１９３番地 https://www.toyota-jaec.ac.jp/disclose/ ○
177 東京ブライダル専門学校 東京都中野区東中野３－１７－１１ 学校法人 トラベルジャーナル学園 東京都中野区東中野３－１８－１１ https://tokyo-bridal.ac.jp/college/ ○

※ 「中央医療学園専門学校」については、修学支援の対象機関となる大学等（確認大学等）としての確認を辞退する旨の届出がありました。 （ 確認を辞退する日 ： 令和４年３月３１日 ）

（旧：専門学校東京声優アカデミー）

※ 「東京誠心調理師専門学校」について、修学支援の対象機関となる大学等（確認大学等）としての確認を取消します。（根拠規定：法第 15 条第 1項第一号） （ 確認が取り消される日 ： 令和４年３月３１日 ）
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178 ホスピタリティツーリズム専門学校 東京都中野区東中野３－１８－１１ 学校法人 トラベルジャーナル学園 東京都中野区東中野３－１８－１１ https://trajal.jp/about/ ○
179 東洋美術学校 東京都新宿区富久町２－６ 学校法人 中込学園 東京都新宿区富久町２－６ https://www.to-bi.ac.jp/pdf/application.pdf ○
180 日本指圧専門学校 東京都文京区小石川二丁目１５番６号 学校法人 浪越学園 東京都文京区小石川二丁目１２番４号 https://www.shiatsu.ac.jp/info/disclosure.html ○
181 アルファ医療福祉専門学校 東京都町田市森野２－１５－１３ 学校法人 西田学園 東京都町田市森野２－１５－１３ https://alpha-net.ac.jp/disclosure/ ○
182 日本美容専門学校 東京都新宿区高田馬場１－２１－１２ 学校法人 日美学園 東京都新宿区高田馬場１－２１－１２ https://www.nichibi.com/release ○
183 日本菓子専門学校 東京都世田谷区上野毛２－２４－２１ 学校法人 日本菓子学園 東京都世田谷区上野毛２－２４－２１ https://www.nihon-kashi.ac.jp/disclosure ○
184 首都医校 東京都新宿区西新宿１－７－３ 学校法人 日本教育財団 大阪府大阪市北区梅田３－３－１ https://www.nkz.ac.jp/clginfo/siinfo.html ○
185 東京モード学園 東京都新宿区西新宿１－７－３ 学校法人 日本教育財団 大阪府大阪市北区梅田３－３－１ https://www.nkz.ac.jp/clginfo/tminfo.html ○
186 ＨＡＬ東京 東京都新宿区西新宿１－７－３ 学校法人 日本教育財団 大阪府大阪市北区梅田３－３－１ https://www.nkz.ac.jp/clginfo/thinfo.html ○
187 日本芸術専門学校 東京都大田区山王２－１２－１３ 学校法人 日本芸術学園 東京都大田区山王２－１２－１３ www.jnc.nichigei.ac.jp/aboutus/school-info ○
188 日本体育大学医療専門学校 東京都世田谷区用賀２－２－７ 学校法人 日本体育大学 東京都世田谷区深沢７－１－１ https://www.nittai-iryo.ac.jp/information_disclosure ○
189 日本大学医学部附属看護専門学校 東京都板橋区大谷口上町７１－１２ 学校法人 日本大学 東京都千代田区九段南４－８－２４ http://www.med.nihon-u.ac.jp/nunc/about ○
190 日本大学歯学部附属歯科衛生専門学校 東京都千代田区神田駿河台１－８－１３ 学校法人 日本大学 東京都千代田区九段南４－８－２４ http://www.dent.nihon-u.ac.jp/college/hyg/index.html ○
191 日本大学歯学部附属歯科技工専門学校 東京都千代田区神田駿河台１－８－１３ 学校法人 日本大学 東京都千代田区九段南４－８－２４ http://www.dent.nihon-u.ac.jp/college/tec/index.html ○
192 専門学校日本ホテルスクール 東京都中野区東中野３－１５－１４ 学校法人 日本ホテル学院 東京都中野区東中野３－１５－１４ https://www.jhs.ac.jp/about/public/gakuhifutankeigen.php ○
193 専門学校　社会医学技術学院 東京都小金井市中町２－２２－３２ 学校法人 日本リハビリテーション学舎 東京都小金井市中町２－２２－３２ https://www.sigg.ac.jp/entry/support/ ○
194 東京ブレーメン動物専門学校 東京都北区滝野川７－３９－１４ 学校法人 野上学園 徳島県徳島市佐古一番町５番４号 https://tkba.ac.jp/jouhoukoukai/ ○
195 御茶の水美術専門学校 東京都千代田区神田駿河台２－３ 学校法人 服部学園 東京都千代田区神田駿河台２－３ https://senmon.ochabi.ac.jp/disclosure/ ○
196 服部栄養専門学校 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２５－４ 学校法人 服部学園 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２５－４ https://www.hattori.ac.jp/trustee/ ○
197 華学園栄養専門学校 東京都台東区根岸１‐１‐１２ 学校法人 華学園 東京都台東区根岸１‐１‐１２ http://www.hana.ac.jp/jyouhounokoukai ○
198 華調理製菓専門学校 東京都台東区根岸１－１－１２ 学校法人 華学園 東京都台東区根岸１－１－１２ http://www.hana.ac.jp/jyouhounokoukai ○
199 華服飾専門学校 東京都台東区根岸１－１－１２ 学校法人 華学園 東京都台東区根岸１－１－１２ http://www.hana.ac.jp/jyouhounokoukai ○
200 日本鍼灸理療専門学校 東京都渋谷区桜丘町２０－１ 学校法人 花田学園 東京都渋谷区桜丘町２０－１ https://www.hanada.ac.jp/data/statement.html ○
201 日本柔道整復専門学校 東京都渋谷区桜丘町２０－１ 学校法人 花田学園 東京都渋谷区桜丘町２０－１ https://www.hanada.ac.jp/data/statement.html ○
202 専門学校青山ファッションカレッジ 東京都港区北青山３－５－１７ 学校法人 原学園 東京都港区北青山３－５－１７ https://afc.ac.jp/cms/wp-content/themes/afc/assets/pdf/musyoka.pdf ○
203 東京デザイン専門学校 東京都渋谷区千駄ヶ谷３－６２－８ 学校法人 原宿学園 東京都渋谷区千駄ヶ谷３－６２－８ https://www.tda.ac.jp/img/pdf/docs/shinseisho.pdf ○
204 二葉栄養専門学校 東京都武蔵野市吉祥寺本町２－１１－２ 学校法人 古屋学園 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－３－２ https://furuya.ac.jp/nutrition/information/schoolinfo/#open_info ○
205 二葉製菓学校 東京都武蔵野市吉祥寺本町２－２３－８ 学校法人 古屋学園 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－３－２ http://furuya.ac.jp/confectionery/information/application/ ○
206 二葉ファッションアカデミー 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－３－２ 学校法人 古屋学園 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－３－２ https://furuya.ac.jp/fashion/information/application/ ○
207 文化服装学院 東京都渋谷区代々木３－２２－１ 学校法人 文化学園 東京都渋谷区代々木３－２２－１ https://www.bunka.ac.jp/contents/learningsupport.pdf ○
208 西武学園医学技術専門学校東京池袋校 東京都豊島区東池袋３－９－３ 学校法人 文理佐藤学園 埼玉県所沢市泉町１８０６ https://www.bunri-c.ac.jp/data/index.html ○
209 西武学園医学技術専門学校東京新宿校 東京都新宿区百人町２－５－９ 学校法人 文理佐藤学園 埼玉県所沢市泉町１８０６ https://www.bunri-c.ac.jp/data/index.html ○
210 日本総合医療専門学校 東京都荒川区東日暮里６丁目２５番１３号 学校法人 平成医療学園 大阪府大阪市北区豊崎七丁目７番１７号 https://nsi.ac.jp/school-info/publication ○
211 マリールイズ美容専門学校 東京都新宿区須賀町３番地 学校法人 マリールイズ学園 東京都新宿区須賀町３番地 https://www.marie-louise.ac.jp/disclosure ○
212 ミス・パリ・ビューティ専門学校 東京都豊島区池袋２－２３－３ 学校法人 ミスパリ学園 愛知県名古屋市東区東桜１－８－３ https://www.miss-paris.ac.jp/tokyo/info/ ○
213 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ 東京都渋谷区神宮前５－２９－２ 学校法人 水野学園 東京都渋谷区神宮前５－２９－２ https://www.hikohiko.jp/about_futankeigen ○
214 東京サイクルデザイン専門学校 東京都渋谷区渋谷１－２０－５ 学校法人 水野学園 東京都渋谷区神宮前５－２９－２ https://tcds.jp/about_futankeigen ○
215 東京すし和食調理専門学校 東京都世田谷区池尻２－３０－１４ 学校法人 水野学園 東京都渋谷区神宮前５－２９－２ https://www.sushi-tokyo.jp/about_futankeigen ○
216 東京山手調理師専門学校 東京都世田谷区深沢８－１９－１９ 学校法人 村川学園 大阪府泉大津市東豊中町３－１－１５ https://yamanote.ac.jp/tokyo/information/ ○
217 山手調理製菓専門学校 東京都渋谷区円山町２８－５ 学校法人 村川学園 大阪府泉大津市東豊中町３－１－１５ https://yamanote.ac.jp/shibuya/information/ ○
218 ハリウッド美容専門学校 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 学校法人 メイ・ウシヤマ学園 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 https://www.hollywood.ac.jp/disc/ ○
219 ヨークグローバルビジネスアカデミー専門学校 東京都世田谷区下馬２－３７－１５ 学校法人 明誠学園 東京都世田谷区下馬２－３７－１５ https://www.york-gba.ac.jp/about/disclosure/ ○
220 ヤマザキ動物専門学校 東京都渋谷区松濤２－１６－５ 学校法人 ヤマザキ学園 東京都渋谷区松濤２－３－１０ http://senmon.yamazaki.ac.jp/about/infodisc.html ○
221 山野美容専門学校 東京都渋谷区代々木１－５３－１ 学校法人 山野学苑 東京都渋谷区代々木１－５３－１ https://www.yamano-bc.jp/infopub.html ○
222 山脇美術専門学校 東京都千代田区九段南４－８－２１ 学校法人 山脇服飾美術学院 東京都千代田区九段南４－８－２１ https://yamawaki.ac.jp/public-information/ ○
223 タカラ美容専門学校 東京都港区赤坂７－２－２９ 学校法人 吉川学園 東京都港区赤坂７－２－２９ https://takara.ac.jp/disclosure/ ○
224 専門学校読売自動車大学校 東京都江東区亀戸２－２８－５ 学校法人 読売理工学院 東京都文京区小石川１－１－１ https://yccm.ac.jp/guidance/disclosure.html ○
225 読売理工医療福祉専門学校 東京都文京区小石川１－１－１ 学校法人 読売理工学院 東京都文京区小石川１－１－１ https://www.yomiuririkou.ac.jp/about/disclosure.html ○
226 専門学校日本鉄道＆スポーツビジネスカレッジ 東京都杉並区高円寺南五丁目３２番１０号 学校法人 立志舎 東京都墨田区錦糸一丁目２番１号 https://www.all-japan.ac.jp/disclosure#ns ○
227 専門学校日本鉄道＆スポーツビジネスカレッジ２１ 東京都墨田区錦糸１－２－１ 学校法人 立志舎 東京都墨田区錦糸１－２－１ https://www.all-japan.ac.jp/disclosure#ns21 ○
228 専門学校日本動物21 東京都墨田区錦糸１－１１－１０ 学校法人 立志舎 東京都墨田区錦糸１－２－１ https://www.all-japan.ac.jp/disclosure#nd21 ○

229
東京ＩＴプログラミング＆会計専門学校

東京都墨田区錦糸二丁目１３番７号 学校法人 立志舎 東京都墨田区錦糸一丁目２番１号 https://www.all-japan.ac.jp/disclosure#tk ○

230
東京ＩＴプログラミング＆会計専門学校杉並校

東京都杉並区高円寺南４丁目２１番８号 学校法人 立志舎 東京都墨田区錦糸一丁目２番１号 https://www.all-japan.ac.jp/disclosure#sgk ○

231
東京法律公務員専門学校

東京都墨田区太平１－９－８ 学校法人 立志舎 東京都墨田区錦糸１－２－１ https://www.all-japan.ac.jp/disclosure#th ○

232
東京法律公務員専門学校杉並校

東京都杉並区高円寺北三丁目４番２１号 学校法人 立志舎 東京都墨田区錦糸一丁目２番１号 https://www.all-japan.ac.jp/disclosure#sgh ○

233 日本動物専門学校 東京都杉並区高円寺南四丁目６番８号 学校法人 立志舎 東京都墨田区錦糸一丁目２番１号 https://www.all-japan.ac.jp/disclosure#nd ○
234 了德寺学園医療専門学校 東京都墨田区両国４－２７－４ 学校法人 了德寺学園 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央３－２５－４ https://ryotokuji.ac.jp/disclosure ○
235 青山製図専門学校 東京都渋谷区鶯谷町７－９ 学校法人 鹿光学園 東京都渋谷区鶯谷町７－９ https://www.aoyamaseizu.ac.jp/about/school/disclosure ○
236 早稲田大学芸術学校 東京都新宿区大久保３－４－１ 学校法人 早稲田大学 東京都新宿区戸塚町１－１０４ https://www.waseda.jp/inst/scholarship/hutankeigen/kikan/ ○
237 東京教育専門学校 東京都豊島区目白２－３８－４ 学校法人 和田実学園 東京都豊島区目白２－３８－４ http://www.wadaminoru.ac.jp/tokyo/students/disclosure/index.html ○
238 多摩リハビリテーション学院専門学校 東京都青梅市根ヶ布１－６４２－１ 学校法人 和風会 東京都青梅市根ヶ布１－６４２－１ https://www.tama-riha.ac.jp/information/info.html ○

　　※「更新」列に○が記載されている学校は、令和２年度の確認校のうち令和３年度も継続して確認校となったものであり、修学支援新制度の活用が可能です。

　　※「新規」列に○が記載されている学校は、令和３年度に新たに確認校となったものであり、修学支援新制度の活用は令和４年度から可能となります。

　　※本確認の取消しの際、高等教育の修学支援新制度の対象者として認定された者が在学しているときは、当該者については確認の取消しの後においても新制度の支援を受けることができます。（大学等における修学の支援に関する法律第16条、独立行政法人日本学生支援機構法第17条の２第１項）

（旧：東京ＩＴ会計専門学校杉並校）

（旧：東京法律専門学校）

（旧：東京法律専門学校杉並校）

（旧：東京ＩＴ会計専門学校）
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