
本校は、日本で最初の電子系専門学校
として昭和 21 年に創立。「技術は力」
を理念とした高い実践教育のもと多く
の技術者を輩出し、日本の電子・情報・
医療分野の躍進に貢献しています。

東京都豊島区東池袋 3-6-1 　03-3982-3131
JR、地下鉄、西武線、東武線　「池袋」駅東口より徒歩約５分

東京電子専門学校

工業技術／医療

1951 年創立。社会のニーズに対応し
た多彩な学科構成とプロ仕様の充実し
た施設・設備、現場経験豊富な講師陣
で、常に時代の先端を担うクリエイ
ター＆エンジニアを育成します。

〒 169-8522 東京都新宿区百人町 1-25-4    0120-00-9691
ＪＲ総武線「大久保」駅から南口徒歩２分

日本電子専門学校

工業技術／文化・教養

本校のカリキュラムは、単なる詰め込み
教育ではなく、学生の興味を最大限に引
き出し専門知識・専門技術を積み重ねて
いけるように組み立てられています。
2 年間で実践的な知識・技術をマスター
していきます。

〒337-0051　さいたま市見沼区東大宮 1-12-35　048-685-521
ＪＲ宇都宮線「東大宮」駅より徒歩 6 分

埼玉歯科技工士
専門学校

医　療

３年間にわたる段階的な教育を行うと
ともに、 他校にはない豊富な実習授業
を実施しています。 各授業では、 一流
の講師陣が、 学生一人ひとりに向き
合った親身の指導を実践しています。

〒114-0023　東京都北区滝野川 1-75-16 　03-3910-7211
ＪＲ・南北線「王子」駅徒歩 12 分

東京歯科衛生
専門学校

医　療

本校では臨床検査技師、診療放射線技
師の国家試験合格率において全国平均
を大きく上回り、教育内容の充実と研
鑽に努めております。また、高い就職
率はもちろんのこと、医療現場におけ
る卒業生の活躍のため各医療関連施設
から高い評価を頂いております。

〒151-0071　東京都渋谷区本町 6-21-7　03-3376-8511
京王新線「初台」駅徒歩 7 分

東洋公衆衛生学院

医　療

日本工学院は、34 学科 103 専門コー
スを設置する総合専門学校。
東京の総合専門学校 日本工学院は、未
来も多彩な 6 カレッジ 34 学科 103 分
野。あなたの夢の実現をあらゆる角度
からサポートします。

〒192-0983　東京都大田区西蒲田 5-23-22 　0120-123-351
ＪＲ、東急線「蒲田」駅より徒歩 2 分

日本工学院
専門学校

工業技術／医療／商業実務／文化・教養

「東洋医学の灯を消さない」という建
学の理念を有する本校は１９２６年に
創立し、これまでに２５, ０００人以
上の卒業生を医療や介護福祉の現場、
スポーツ、美容といったジャンルに輩
出、東洋医学と現代医学の融合に貢献
してきました。

〒 160-0008 東京都新宿区四谷三栄町 16-12　03-3341-4043
【 四谷校舎 】四ツ谷駅徒歩５分　【代々木校舎】代々木駅徒歩１分

東京医療専門学校

医　療

本校は、1953 年に設立した最も古い
柔道整復師養成校として、柔道整復師
に求められる実技の修得に重点を置い
た教育を実践しており、日々臨床現場
で活躍している教員が実技実習を行っ
ています。

〒 179-0084 東京都練馬区氷川台 3-31-13　0120-5920-21
東京メトロ有楽町線「氷川台」駅徒歩３分

東京柔道整復
専門学校

医　療

学生や職員全員の昼食 (400 名分 ) を
作る大量調理実習や校内実習、各種実
験など、あらゆる現場での実践力や応
用力を身につけるための環境を整えて
います。

〒171-0022 東京都豊島区南池袋 3-12-5　0120（510）331
「池袋駅」東口より徒歩５分

武蔵野栄養専門学校

衛　生

現場ですぐに役立つ実践力を養うため
１人１台の調理台で時代が求める個人
力を養います。また、各料理の基礎か
ら応用までしっかり学べるよう、それ
ぞれの料理に最適な専門実習室まで完
備しています。

武蔵野調理師
専門学校

〒171-0022 東京都豊島区南池袋 3-12-5　0120（510）331
「池袋駅」東口より徒歩５分

衛　生

１１２年を超える伝統。確かな教育実
績。工業・産業界で即戦力として活躍
できるプロフェッショナルを育成。
資格の重要度に応じてポイントを設
け、在学中に取得するためのバック
アップ作戦で、資格取得を支援します。

〒 114-8543 東京都北区王子本町１-26-17　03-3905-1511
ＪＲ京浜東北線・東京メトロ南北線「王子」駅下車徒歩５分

中央工学校

工業技術

二級自動車整備士 ( ガソリン及びジー
ゼル ) 取得を目的とした授業の他に、
県内初の二級二輪自動車整備士取得の
カリキュラム ( 学科、実習 ) をとりい
れています。

〒 232-0033 神奈川県横浜市南区中村町 5-315　045-261-0520
横浜市営地下鉄「吉野」駅下車徒歩 10 分

横浜テクノオート
専門学校

工業技術

一級整備、二級整備、車体整備、カス
タムなどの自動車整備技術と国家資格
取得をめざしながら、大学卒業課程も
選べる充実の学科構成が大きな魅力で
す。多くの仲間たちが一流の整備士を
目標として学ぶ総合自動車大学校の本
校は正にメカニック王国です。

〒 362-0806 北足立郡伊奈町小室 1123　　048-723-5522
埼玉高速鉄道線ニューシャトル「丸山」駅下車徒歩 2 分

埼玉自動車大学校

工業技術

プロにつながる 11 の学科︕
本校は 3 つの異なる分野で 11 の学科
を用意。将来やりたいこと、なりたい
自分に合わせて、最適な学科を選べま
す。「RJP(リアルジョブプロジェクト)」
などをとおして、異なる分野の学生と
も仲良くできます。

〒 164-8787　東京都中野区東中野 4-2-3　0120-1969-04
ＪＲ中央・総武線「東中野」駅前

東京テクニカルカレッジ

工業技術

専門学校動画ポータルサイト

進路君
-SHINROKUN-

おススメの専門学校の
動画を紹介しています︕
放課後や自宅での
学校研究にご活用ください。

写真クリックで動画ページにアクセスできます。
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　学校代表犬「あすか」をはじめとす
る校有犬が校内で飼育されており、
様々な実習で学生のパートナーとして
活躍してくれています。日常的にふれ
あうことによって、飼育経験のない学
生でも安心して学ぶことができます。

〒114-0013 東京都北区東田端 1-8-11 　03-3819-1111
ＪＲ山手線・京浜東北線「田端」駅より徒歩 4 分

中央動物専門学校

文化・教養

学科、コース、授業選択ができるから、
自分に必要なことが学べます。だから、
開校以来就職率 100％の実績。
圧倒的に就職に強いミスパリ。サービ
スマナーにも力を入れているので就職
後も安心。

〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-23-3　03-3988-8227
【 東京校 】JR 各線、東武線、西武線、地下鉄各線「池袋」駅西口 3 分

ミス・パリ・ビューティ
専門学校

衛　生

文化・教養

ペットブームを反映してか、動物看護師
やトリマーの志望者は増加の傾向にあり
ます。本校は 1970 年創立以来、経験と
実績に基づいた綿密なカリキュラムと、
信頼の厚い講師陣で体制を整え、入学す
る学生たちが安心して学ぶことのできる
キャンパスを用意しています。

〒164-0002  東京都中野区上高田 1-1-1 　03-3366-2322
東京メトロ東西線「落合」駅より徒歩 1 分

東京愛犬専門学校

商業実務

スキなことから見つける仕事。
それがめざす仕事になり、ゆずれない
夢へとふくらむ。
スンダイは、あなたの夢を実現するた
めに 5 つの学科、8 つのコースをご用
意しています。万全のサポート体制で
みなさんをお待ちしています︕

〒170-0002　東京都豊島区巣鴨 1-15-2 　0120-285-294
ＪＲ山手線「巣鴨」駅より徒歩 2 分

駿台トラベル＆
ホテル専門学校

夢に応える専門学校︕
資格合格や公務員、豊富な就職実績を
誇る全国 23 校の専門学校グループ。 
公務員、プログラミング、会計士、税
理士試験の名門。

〒130-8565　東京都墨田区錦糸 1-2-1　03-3624-5478
ＪＲ「錦糸町」駅より徒歩 2 分

立志舎

商業実務

本校の富里キャンパスでは、常時約 
230 種の動物たちを飼育しています。
これらの動物たちと直接ふれあうこと
で、即戦力になる飼育管理技術者を日
本中の動物業界へ輩出し、確かな実績
を残しています。

〒276-0064 千葉県八千代市大和田新田 1093-8　047-459-0511
東葉高速鉄道線「八千代が丘」駅徒歩 12 分

東京動物専門学校

文化・教養

衛　生

校訓「忍耐・創造・独立」( 継続して
励むなかに優れたチカラや新しい感性
は生まれ、そして誇りあるプロフェッ
ショナルを育てる ) をモットーに、
35,000 人余の卒業生を業界に送り出
してきました。

〒164-8585　東京都中野区中野 4-11-1　03-3228-5111
ＪＲ中央線・総武線、地下鉄東西線「中野」駅より徒歩７分。

窪田理容美容
専門学校

入学から卒業までの 4 年間で、管理栄
養士になるための基礎的知識を身につ
け、受験者全員合格を目指します。
学内に設置した国家試験対策委員会の
教員たちが一丸となって学習をサポー
トします。

〒154-8544 東京都世田谷区池尻 2-23-11　03-3424-9113
東急田園都市線「池尻大橋」駅東口より徒歩５分

東京栄養食糧
専門学校

衛　生

少人数でのクラスを編成し、担任制を
採用。信頼関係を築き上げる中でそれ
ぞれの学生の個性、自主性を尊重しな
がら、ひとつの教科で安易に評価、判
断することなく、知識と技術の総合的
なレベルアップを図ります。

武蔵野ファッション
カレッジ

服飾家政

〒171-0022 東京都豊島区南池袋 3-12-5　0120（510）331
「池袋」駅東口より徒歩５分

本校では、美容の現場を常に視野に入
れ、深い知識と優れた技術を身につけ
るため、基礎から応用、実践というよ
うに段階を踏み、解りやすく指導して
います。伝統として引き継がれる明る
くイキイキとした校風を背景に、｢ 美の
実践者 ｣ を育成しています。

〒 169-0075　東京都新宿区高田馬場 1-21-12　03-3200-0813
ＪＲ・西武新宿線・東京メトロ東西線「高田馬場」駅より徒歩５分

日本美容専門学校

衛　生

美容のプロって何だろう︖
それは、お客様が安心して任せられる
技術力を持った美容師のこと。本校で
は、習ったことを確実に身につけられ
る「カラダ」を作ることを最優先に、
プロとして成長し続けられる人材の育
成をテーマに段階を踏んで指導します。

〒150-0002　東京都渋谷区渋谷 1-21-10 　03-3409-6752
「渋谷」駅より徒歩 7 分

住田美容専門学校

衛　生

1935 年創立。日本で最初のホテリエ
養成学校です。
87 年にわたり 12,000 人以上の卒業
生をホテル・ブライダル・レストラン
業界へ送り出し、各世代のリーダーと
して活躍しています。

〒169-0051　東京都新宿区西早稲田 2-18-12 　03-3202-7480
ＪＲ・西武新宿線・東京メトロ東西線「高田馬場」駅より徒歩 7 分

東京 YMCA 国際
ホテル専門学校

商業実務

本校では、調理の基本技術・基礎知識を
身につけると共に、プロとして必要な応
用力を身につける為、より専門的で幅広
い技術を学べるカリキュラムを用意し、
即戦力として現場で活躍できる人材育成
を目的とした実践教育を行っています。

〒160-0023　東京都新宿区西新宿 7-11-11　03-3363-9181
各線「新宿」駅西改札より徒歩５分

東京調理製菓
専門学校

衛　生

美容科と理容科を併設し、美容師・理
容師免許（国家資格）取得を全員が目
指します。美容と理容の技術をお互い
に学べます。学生一人ひとりに目が行
き届き、すぐに質問できる環境です。

〒150-0045　東京都渋谷区神泉町 5-3　03-3462-1447
【渋谷校】渋谷駅徒歩 8 分【国分寺校】国分寺駅徒歩 2 分

国際文化理容美容
専門学校

衛　生

1959 年に、東京都で第１号の調理師
養成校として誕生しました。調理師・
パティシエとして必要な知識、技術の
修得だけでなく、校内に「レストラン
松柏軒」「菓子工房プランタン」を設置。
年間３０時間におよぶ臨地実習を実施
します。ＫＡＧＡＷＡ独自のカリキュ
ラムです。

〒170-8481 東京都豊島区駒込３-24-３　0120-760-593
ＪＲ山手線「駒込」駅北口より徒歩３分

香川調理製菓
専門学校

衛　生

発行／ ( 株 ) 進学教育研究社  ＩＴ事業部　〒101-0051　東京都千代田区神田神保町 2-36　片桐ビル　shinken@net-shien.com
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4 年制大学

4 年制大学

ムサタンには、さまざまな「ささえる人」をめざす仲間たちがいます。
自然に囲まれたキャンパスで、ときにはキャンパスを飛び出した現場で、日々励み、新たな学びを
楽しんでいます。将来に活きる確かな専門知識と、学ぶことの楽しさを味わえる時間。
それがムサタンで過ごす 2 年間に詰まっています。

栄養・スポーツ・マネジメントで、健康をささえるスペシャリストへ

●健康栄養専攻　●健康スポーツ専攻　●健康マネジメント専攻

短期大学

健康生活学科

本学は日本武道を主とした内外の指導者の育成を目指し、武道及び体育に関する諸科学を教授研究
するとともに、国際的な感覚と高い教養をもち、専門的な知識と技能を体得した人物を養成し、国
際社会及び地域社会に寄与し、指導的な役割を果たし得る人材を養成することを目的とする。

国際武道大学

1 人 1 人が、代表だ。

体育学部

〒299-5295 千葉県勝浦市新官 841　0470-73-4144　ＪＲ「勝浦」駅から徒歩 15 分4 年制大学

4 年制大学

神奈川工科大学は神奈川県厚木市に位置し、工学部、創造工学部、応用バイオ科学部、情報学部、
健康医療科学部の 5 学部を設置する大学です。
理工系大学ですが、看護学科や管理栄養学科・応用バイオ科学科など女性の多い学科があり、女子
学生のキャンパスライフを快適にする環境を整備しています。

神奈川工科大学

力と自信がつく教育を実践

工学部 創造工学部 応用バイオ学部 情報学部 健康医療科学部

〒243-0292　神奈川県厚木市下荻野 1030　046-291-3002　小田急線「本厚木」駅よりバス 20 分4 年制大学

4 年制大学

城西大学は埼玉県に拠点を置く、文系 3 学科理科系 5 学科の総合大学です。
留学や語学教育などグローバルに活躍するための国際教育。地域について学び、地域の人々と協力
して実践経験を積める学びの場。学生生活から就職までを支援するきめ細やかなサポート体制など、
あなたがどんどんチャレンジし、興味や可能性を広げられる環境が、ここにはあります。

城西大学

学びがチカラになる。城西大学

経済学部 現代政策学部 経営学部 理学部 薬学部

〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台 1-1　049-271-7711　東武越生線「川角」駅より徒歩 10 分

武蔵丘短期大学

〒355-0154 埼玉県比企郡吉身町 111-1　0493-54-5101　東武東上線「東松山」駅 /ＪＲ高崎線「鴻巣」駅よりバス「武蔵丘短期大学前」下車　

大学・短大動画ポータルサイト

進路君
-SHINROKUN-

発行／ ( 株 ) 進学教育研究社  ＩＴ事業部　〒101-0051　東京都千代田区神田神保町 2-36　片桐ビル　shinken@net-shien.com

学校情報をどう集めるかお悩みの方へ
学校案内動画をまとめました。
いつでもどこでもスマホやＰＣから
学校見学ができます。

写真クリックで動画ページにアクセスできます。

http://www.net-shien.com/shinrokun/university/100/index.htm
http://www.net-shien.com/shinrokun/university/101/index.htm
http://www.net-shien.com/shinrokun/university/102/index.htm
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