
【大学】

学校名 学部学科 地区 佐賀女子短期大学 こども学科　こども保育コース 佐賀

長崎大学 経済学部総合経済学科 長崎 佐賀女子短期大学 キャリアデザイン学科 佐賀

長崎県立大学 経済学部経済学科 長崎 西九州大学短期大学部 幼児保育学科　表現･音楽コース 佐賀

長崎県立大学 経済学部地域政策学科 長崎

長崎国際大学 健康管理学部健康栄養学科 長崎 【高等看護学校】

長崎純心大学 人文学部現代福祉学科 長崎 学校名 学科 地区

活水女子大学 健康生活学部 長崎 島原市医師会看護学校 看護科 4 長崎

九州産業大学 商学部第一部商学科 2 福岡 おばせ看護学院 看護学科 福岡

九州産業大学 経営学部産業経営学科 福岡 宗像看護専門学校 看護学科 2 福岡

中村学園大学 流通科学部 福岡 健和看護学院 看護師科 福岡

日本経済大学 経済学部経営法学科 福岡 久木田学園看護専門学校 看護学科 鹿児島

福岡大学 法学部経営法学科 福岡 名古屋市医師会看護専門 第一看護学科 2 愛知

徳山大学 経済学部ビジネス戦略学科 2 山口 【医療系専門学校】

梅光学院大学 文学部日本文学学科 山口 学校名 学科 地区

甲南女子大学 文学部多文化コミュニケーション 兵庫 メディカルカレッジ青照館 理学療法学科 熊本

【短期大学】 九州中央リハビリﾃｰｼｮﾝ 理学療法学科 熊本

学校名 学科 地区 久留米リハビリテーション 理学療法学科 福岡

長崎女子短期大学 生活創造学科　栄養士コース 長崎 福岡リハビリテーション 理学療法学科　昼間部 福岡

長崎短期大学 保育学科 長崎 福岡国際医療福祉学院 理学療法学科 福岡

長崎短期大学 食物学科 長崎 医療福祉専門学校緑生館 作業療法学科 佐賀

純真短期大学 食物栄養学科 福岡 長崎医療技術専門学校 歯科衛生学科 長崎

純真短期大学 こども学科 3 福岡 九州医療専門学校 歯科衛生士科 佐賀

精華女子短期大学 生活科学科 福岡

精華女子短期大学 幼児教育学科 福岡

西日本短期大学 社会福祉学科 福岡

中村学園大学短期大学部 キャリア開発学科 福岡

中村学園大学短期大学部 幼児保育学科 福岡

中村学園大学短期大学部 食物栄養学科 福岡

福岡こども短期大学 こども教育学科 2 福岡
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【その他の専門学校】 【就職】

学校名 学科 地区 ◎関　東

長崎県立農業大学校 野菜学科 長崎 生 産 ･ 技 能 山崎製パン

ILPお茶の水医療福祉専門 診療情報管理科 4 福岡 営 業 山崎製パン

ILPお茶の水医療福祉専門 医療秘書科 福岡 ◎中　京

医療ビジネス専門学校 医療事務学科 福岡 生 産 ･ 技 能 トヨタ自動車

公務員ビジネス専門学校 公務員行政職学科 福岡

福岡カレッジ･オブ･ビジネス ワーキングスタディ科 福岡

中村調理製菓専門学校 調理師科　２年コース 福岡 ◎関　西

日本デザイナー学院九州校 グラフックデザイン科 福岡 生 産 ･ 技 能 ダイハツ工業、マツダ

日本デザイナー学院九州校 マンガ科 福岡

ハリウッドワールド美容専門 ワーキングアカデミー 福岡

福岡キャリナリ－製菓調理専門 調理師科　調理師コース 福岡 ◎九　州

福岡ベルエポック美容専門 美容師科　ヘアメイクコース 福岡 生 産 ･ 技 能 シャトー文雅

福岡ホスピタリティ＆ブライダル ホテル＆旅行科 福岡 サ ー ビ ス 他 にしけい

西鉄国際ビジネスカレッジ エアライン 福岡 ◎長　崎

福岡医健専門学校 医療事務ビジネス科 福岡

福岡医療秘書福祉専門学校 医療秘書科 2 福岡

福岡医療秘書福祉専門学校 医療事務科 福岡

福岡美容専門学校 福岡校 美容科 カットコース 福岡 生 産 ･ 技 能 宝酒造，星野建設

平岡調理･製菓専門学校 製菓衛生師専修科 福岡

麻生医療福祉専門学校福岡校 介護福祉科 福岡

麻生情報ビジネス専門学校 ゲームクリエイター専攻科 福岡

モアヘアメイクカレッジ 美容科 熊本

広島外語専門学校 国際観光学科トラベルコース 広島

辻製菓専門学校 製菓衛生師本科 大阪

京都製菓技術専門学校 衛生専門課程パティスリーショコラ 京都

サ ー ビ ス 他
名古屋市医師会
（臨港病院・阿由知通山路整形外科）
サンライフ・秀麗会

王将フードサービス・音羽
西日本高速道路ファシリティーズ

サ ー ビ ス 他

事 務
林内科医院・昭和金属工業・有明清掃
長崎銀行・宮崎温仙堂・大光食品
ムラセ・落水正商店・たぐち薬局

販 売
ラッキーネットワークサービス
コネクシオ・エレナ・丸政水産

島原鉄道・島原自動車学校・青雲荘
日本トータルテレマーケティング
ファスタ-島原・ＥｏｆＡ・ＬＥＯＣ

サ ー ビ ス 他


