
〈大学〉 〈看護･医療系〉

学校名 学部・学科 地区 学校名 学部・学科 地区

1 長崎大学 経済学部・総合経済学科　　・
夜間主コース

長崎 1 島原市医師会看護学校 看護学科 長崎

2 長崎県立大学 経済学部・経済学科 長崎 2 島原市医師会看護学校 看護学科 長崎

3 長崎県立大学 経済学部・流通経営学科 長崎 3 健和看護学院 看護学科 福岡

4 活水女子大学 健康生活学部・食生活健康学科 長崎 4 健和看護学院 看護学科 福岡

5 長崎ウエスレヤン大学 現代社会学部・社会福祉学科・
精神保健福祉コース

長崎 5 宗像看護専門学校 看護学科 福岡

6 福岡大学 法学部・経営法学科 福岡 6 九州中央リハビリテーション学院 看護学科 熊本

7 福岡大学 商学部・第二部学科 福岡 7
国立岡山医療センター附属
岡山看護助産学校

看護学科 岡山

8 九州産業大学 商学部･商学科 福岡 8 旭川荘厚生専門学校 第一看護学科 岡山

9 九州産業大学 商学部・商学科 福岡 9 河崎会看護専門学校 看護第一学科 大阪

10 九州国際大学 法学部・法律学科
・リスクマネジメント

福岡 10 津看護専門学校 看護学科 三重

11 筑紫女学園大学 文学部・英語学科 福岡 11 名古屋市医師会看護専門学校 第一看護学科 愛知

12 徳山大学 経済学部・ﾋﾞｼﾞﾈｽ戦略学科
・ｽﾎﾟｰﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

山口 12 名古屋市医師会看護専門学校 第一看護学科 愛知

13 拓殖大学 国際学部・国際学科 東京 13 名古屋市医師会看護専門学校 第一看護学科 愛知

14 大妻女子大学 文学部･日本文学科 東京 14 名古屋市医師会看護専門学校 第一看護学科 愛知

15 東京女子体育大学 体育学部･体育学科 東京 15 名古屋市医師会看護専門学校 第一看護学科 愛知

〈短大〉 16 名古屋市立中央看護専門学校 看護第二学科 愛知

1 長崎女子短期大学 生活科学科
・生活総合ビジネスコース

長崎 17 福岡リハビリテーション専門学校 理学療法学科 福岡

2 佐賀女子短期大学 こども学科・こども教育コース 佐賀 18 福岡医療専門学校 柔道整復学科･１部 福岡

3 佐賀女子短期大学 こども学科・こども教育コース 佐賀 19 福岡医療専門学校 柔道整復学科･１部 福岡

4 中村学園大学短期大学部 幼児保育学科 福岡 20
東京メディカルスポーツ
専門学校

理学療法士学科 東京

5 中村学園大学短期大学部 幼児保育学科 福岡

6 純真短期大学 食物栄養学科／フードクリエイト 福岡

7 純真短期大学 こども学科・幼児教育コース 福岡

8 純真短期大学 こども学科・幼児教育コース 福岡

9 精華女子短期大学 幼児保育科 福岡

10 精華女子短期大学 幼児保育科 福岡

11 香蘭女子短期大学 保育学科 福岡
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〈その他の専門学校〉 〈就職〉

1 長崎情報ビジネス専門学校 医療事務科 長崎 企業名 職種 地区

2 麻生医療福祉専門学校 医療秘書科 福岡 1 （株）スズキ自販長崎 フロントスタッフ 長崎

3 麻生情報ビジネス専門学校 ゲームクリエーター学科 福岡 2
貴田神経内科･
呼吸器科･内科病院

介護職 長崎

4 麻生情報ビジネス専門学校 情報経理科 福岡 3 （株）江山楼 フロアスタッフ 長崎

5 麻生外語観光＆製菓専門学校 外語観光学科・エアライン・グ
ランドスタッフ

福岡 4 島原杉本工業(株) 製造工 長崎

6 福岡カレッジ･オブ･ビジネス ワーキングスタディ科 福岡 5 前田医院 医療事務 長崎

7 ＫＣＳ福岡情報専門学校 ゲーム・ＣＧクリエータ学科・
ゲーム開発

福岡 6 （有）健康堂 調剤事務 長崎

8 福岡医健専門学校 薬業学科・病院薬局コース 福岡 7 ＴＢＣグループ（株） エステティシャン 長崎

9 ＩＬＰお茶の水医療福祉専門学校 診療情報管理科 福岡 8 （株）宮崎温仙堂商店 業務職 長崎

10 ＩＬＰお茶の水医療福祉専門学校 医療事務科 福岡 9
日本トータルテレマーケティン
グ（株）南島原センター

テレコミュニケーター 長崎

11 ＩＬＰお茶の水医療福祉専門学校 医療秘書科 福岡 10 （有）シュシュ 販売職 長崎

12 大原簿記情報専門学校 税理士チャレンジ 福岡 11 佐川急便(株)九州支社 配送職 九州

13 日本デザイナー学院　九州校 コミックイラスト科 福岡 12 （株）ｉＰ 販売店員 九州

14 福岡医療秘書福祉専門学校 医療秘書科 福岡 13 （株）熊本サービスセンター 清掃業 九州

15 福岡医療秘書福祉専門学校 医療秘書科 福岡 14 マツダ（株） 技能系 関西

16 福岡医療秘書福祉専門学校 医療秘書科 福岡 15 ダイハツ工業（株） ライン職･スタッフ職 関西

17 福岡医療秘書福祉専門学校 医療保育科 福岡 16 帝産観光バス(株) 観光バスガイド 関西

18 平岡調理・製菓専門学校 調理師専修科 福岡 17 （株）ＤＮＰ中部 製造部門オペレーター 中京

19 福岡大村美容ファッション専門学校 ファッションクリエイータ学科 福岡 18 トヨタ自動車（株） 生産関係職 中京

20 福岡大村美容ファッション専門学校
ファッション学科
・ビジネスベーシック

福岡 19 トヨタ自動車（株） 生産関係職 中京

21 福岡大村美容ファッション専門学校 美容学科 福岡 20 神保外科 見習看護師(名古屋市立中央看護〉 中京

22 福岡美容専門学校 美容学科 福岡 21 安間眼科 見習看護師(名古屋市医師会看護〉 中京

23 福岡リゾート＆スポーツ専門学校
トレーナー学科
・メディカルトレーナー

福岡 22 増子記念病院 見習看護師(名古屋市医師会看護〉 中京

24 専修学校モアメイクカレッジ 美容学科 熊本 23 大平病院 見習看護師(名古屋市医師会看護〉 中京

25 九州総合スポーツカレッジ アスリートコース 大分 24 阿由知通山路整形外科 見習看護師(名古屋市医師会看護〉 中京

26 大阪あべの辻調理師専門学校 調理技術マネジメント学科 大阪 25 臨港病院 見習看護師(名古屋市医師会看護〉 中京

27 名古屋情報メディア専門学校 総合情報学科・
ネットセキュリティーコース

愛知 26 東京エアポートレストラン（株） 接客サービス職 関東

28 公務員ビジネス専門学校 公務員公安職学科 福岡 27 山崎製パン（株） 生産関係職 関東

29 公務員ビジネス専門学校 公務員公安職学科 福岡 28 山崎製パン（株） 生産関係職 関東

29 山崎製パン（株） 営業関係職 関東

30 （株）ジーフット 販売･接客 関東

31 東京ガス（株） 技能職 関東

〈公務員〉

1 島原市役所 一般事務 長崎

2 長崎県警察 長崎


