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専門実践教育訓練の指定講座を公表しました

～専門実践教育訓練の平成 31 年４月１日付新規指定講座は 325 講座に～

厚生労働省は、教育訓練給付金の対象となる「専門実践教育訓練」の平成 31 年４月１

日付指定講座を決定し、本日、厚生労働省ホームページで公表しました。

この専門実践教育訓練給付制度は、平成 26 年 10 月１日に創設されたもので、非正規

雇用の若者などをはじめとする労働者の中長期的なキャリア形成のため、就職できる可

能性が高い仕事で必要とされる能力や、キャリアにおいて長く生かせる能力の習得を目

的としています。

今回、平成 31 年４月１日付で新規に指定したものは、介護福祉士の資格取得を訓練目

標とする養成課程など、計 325 講座です。これまでに指定したものを合わせると、平成

31 年４月１日時点で 2,407 講座が給付の対象となります。

なお、次回（平成 31 年 10 月指定）の教育訓練施設からの講座指定申請の受付は、４

月上旬から５月上旬頃まで実施する予定です。

【専門実践教育訓練指定講座】

○ 平成 31 年４月１日付指定講座 新規 325 講座

（再指定 174 講座*1）

○ 平成 31 年４月１日時点の給付対象講座数 2,407 講座

（平成 31 年４月１日までの累計新規指定講座数 3,275 講座*2）

[新規講座内訳] ※以下( )内の数は平成 31 年４月１日時点の給付対象講座数

（１）業務独占資格または名称独占資格の取得を訓練目標とする養成課程

（介護福祉士、看護師、美容師など）

223 講座 （1,406 講座）

（２）専修学校の職業実践専門課程およびキャリア形成促進プログラム

（商業実務、衛生関係、医療関係など）

68 講座 （745 講座）

（３）専門職学位課程

（教職大学院、法科大学院など）

8 講座 （81 講座）

（４）大学等の職業実践力育成プログラム

（特別の課程（保健）、特別の課程（社会科学・社会）など）

11 講座 （110 講座）

（５）一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とした課程

（情報処理安全確保支援士、ネットワークスペシャリストなど）

0 講座 （20 講座）

（６）第四次産業革命スキル習得講座

（ＡＩ、データサイエンス、セキュリティなど）

（７）専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の課程

15 講座

0 講座

（45 講座）

（0講座）

【別添１】専門実践教育訓練新規指定講座一覧（平成 31 年４月１日付指定講座）

【別添２】教育訓練内容別・都道府県別 専門実践教育訓練指定状況

＊１ 平成 31 年３月末で３年間の指定期間を満了する講座の中から、再指定を受けた講座の数

＊２ 平成 29 年４月の給付対象講座および平成 29年 10 月以降当期までに新規指定された講座の総数

平成 31 年１月 31 日

【照会先】

人材開発統括官付

若年者･キャリア形成支援担当参事官室

参事官 伊藤 正史

職業能力開発指導官 白井 美由紀

（代表電話）03(5253)1111（内線 5318）

（直通電話）03(3502)2929

平成 31 年３月 13 日誤字削除(正誤箇所 教職大学院 ； 誤 教職員大学院 → 正 教職大学院)
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【業務独占・名称独占資格】

目標とする資格名称  都道府県 施設名 講座名 講座番号
実施
方法

昼夜
土日

訓練
期間

開講月

介護福祉士 北海道 サンシャイン総合学園 介護福祉士実務者研修　通信科（全科目受講コース） 51074-191001-1 通信 - 6ヶ月 毎月

【116講座】 北海道 サンシャイン総合学園
介護福祉士実務者研修　通信科（ホームヘルパー２
級修了者コース）

51074-191002-4 通信 - 4ヶ月 毎月

北海道 サンシャイン総合学園
介護福祉士実務者研修　通信科（介護職員初任者研
修修了者コース）

51074-191003-7 通信 - 4ヶ月 毎月

北海道 新さっぽろ福祉カレッジ 介護福祉士実務者研修講座（無資格者） 51075-191001-3 通信 - 6ヶ月
2,4,6,7,9,12
月

北海道 新さっぽろ福祉カレッジ
介護福祉士実務者研修講座（ホームヘルパー２級修
了者）

51075-191002-6 通信 - 4ヶ月
2,4,6,7,9,12
月

北海道 鹿光学習センター
実務者研修Ｆ（訪問介護員養成研修２級課程修了者
コース）

51077-191001-7 通信 - 5ヶ月 2,7,8月

北海道 鹿光学習センター 実務者研修Ｊ（介護職員初任者研修コース） 51077-191002-0 通信 - 5ヶ月 2,7,8月

青森県 ディスパッチカレッジ 介護福祉士実務者研修講座通信課程（無資格者） 52014-191001-5 通信 - 6ヶ月 毎月

青森県 ディスパッチカレッジ
介護福祉士実務者研修講座通信課程（訪問介護員研
修２級修了者）

52014-191002-8 通信 - 4ヶ月 毎月

青森県 ディスパッチカレッジ
介護福祉士実務者研修講座通信課程（介護職員初任
者研修修了者）

52014-191003-0 通信 - 4ヶ月 毎月

青森県 青森中央短期大学 専攻科福祉専攻 52015-191001-7 通学 昼間 12ヶ月 4月

秋田県 能代文化学院 実務者研修通信課程（無資格） 55006-191001-7 通信 - 6ヶ月 2,6月

秋田県 能代文化学院 実務者研修通信課程（初任者） 55006-191002-0 通信 - 6ヶ月 2,6月

秋田県 能代文化学院 実務者研修通信課程（２級） 55006-191003-2 通信 - 6ヶ月 2,6月

福島県 ケイアンドワイ 介護職員実務者研修（初任者研修修了者コース） 57015-191001-1 通信 - 3ヶ月
1,3,4,5,7,8,9,1
1月

福島県 ケイアンドワイ 介護職員実務者研修（ヘルパー２級修了者コース） 57015-191002-4 通信 - 3ヶ月
1,3,4,5,7,8,9,1
1月

栃木県 ピジョン真中
介護福祉士実務者研修通信課程（初任者研修修了者
対象）

59019-191001-0 通信 - 5ヶ月 4月

群馬県 専門学校高崎福祉医療カレッジ 介護福祉士実務者研修科（通信課程） 60004-191001-2 通信 - 6ヶ月 毎月

群馬県 専門学校高崎福祉医療カレッジ
介護福祉士実務者研修科（通信課程ヘルパー２級修
了者）

60004-191002-5 通信 - 2ヶ月 毎月

群馬県 専門学校高崎福祉医療カレッジ
介護福祉士実務者研修科（通信課程初任者研修修了
者）

60004-191003-8 通信 - 2ヶ月 毎月

群馬県 大泉保育福祉専門学校 実務者研修課程（通信制）無資格者（６か月） 60027-191001-7 通信 - 6ヶ月 4,6,7,9月

群馬県 大泉保育福祉専門学校
実務者研修課程（通信制）初任者研修修了者（４か
月）

60027-191002-0 通信 - 4ヶ月 4,6,7,9月

群馬県 大泉保育福祉専門学校
実務者研修課程（通信制）訪問介護員研修２級課程
修了者（４か月）

60027-191003-2 通信 - 4ヶ月 4,6,7,9月

埼玉県 大川学園医療福祉専門学校 介護福祉学科 61012-191001-4 通学 昼間 24ヶ月 4月

埼玉県 藤仁館医療福祉カレッジ 介護福祉士実務者研修科（通信課程） 61051-191001-0 通信 - 6ヶ月 毎月

埼玉県 藤仁館医療福祉カレッジ
介護福祉士実務者研修科（通信課程初任者研修修了
者）

61051-191002-3 通信 - 2ヶ月 毎月

埼玉県 藤仁館医療福祉カレッジ
介護福祉士実務者研修科（通信課程ヘルパー２級修
了者）

61051-191003-6 通信 - 2ヶ月 毎月

東京都 アルファ医療福祉専門学校 実務者研修通信課程 48052-191002-4 通信 - 6ヶ月 3,4,5,6,7,8月

東京都 アルファ医療福祉専門学校 実務者研修通信課程（ホームヘルパー２級修了者） 48052-191003-7 通信 - 3ヶ月 3,4,5,6,7,8月

東京都 アルファ医療福祉専門学校 実務者研修通信課程（介護職員初任者研修修了者） 48052-191004-0 通信 - 3ヶ月 3,4,5,6,7,8月

東京都 読売理工医療福祉専門学校
ｅラーニング介護福祉士実務者研修（介護職員初任者
研修修了者）

48067-191001-5 通信 - 6ヶ月 毎月

東京都 東京未来大学福祉保育専門学校 介護福祉科 48165-191001-9 通学 昼間 24ヶ月 4月

東京都 ケアサービスひかり 介護福祉士実務者養成研修（資格をお持ちでない方） 48213-191001-0 通信 - 6ヶ月 4,5,7月

東京都 ケアサービスひかり 介護福祉士実務者養成研修（ヘルパー２級取得者） 48213-191002-2 通信 - 6ヶ月 4,5,7月

東京都 ケアサービスひかり
介護福祉士実務者養成研修（介護職員初任者研修修
了者）

48213-191003-5 通信 - 6ヶ月 4,5,7月

東京都 大原学園 介護福祉士実務者研修（通信課程） 48222-191001-2 通信 - 6ヶ月 毎月

東京都 大原学園
介護福祉士実務者研修（通信課程：ホームヘルパー２
級取得者）

48222-191002-5 通信 - 6ヶ月 毎月

東京都 大原学園
介護福祉士実務者研修（通信課程：介護職員初任者
研修修了者）

48222-191003-8 通信 - 6ヶ月 毎月

東京都 大原学園
介護福祉士実務者研修（通信課程：ヘルパー２級取得
者）３ヶ月コース

48222-191004-0 通信 - 3ヶ月 毎月

東京都 大原学園
介護福祉士実務者研修（通信課程：初任者研修修了
者）３ヶ月コース

48222-191005-3 通信 - 3ヶ月 毎月

新潟県 Ｋ＆Ｋ　ｈｅａｒｔ　ｓｃｈｏｏｌ Ｋ＆Ｋ介護福祉士実務者研修（無資格者） 65039-191001-0 通信 - 6ヶ月 4,5,6月

新潟県 Ｋ＆Ｋ　ｈｅａｒｔ　ｓｃｈｏｏｌ
Ｋ＆Ｋ介護福祉士実務者研修（訪問介護員２級履修
者）

65039-191002-2 通信 - 6ヶ月 4,5,6月

富山県 北陸ビジネス福祉専門学校
介護福祉士実務者研修講座（通信教育課程：無資格
者）

66004-191001-8 通信 - 6ヶ月 5,7月

富山県 北陸ビジネス福祉専門学校
介護福祉士実務者研修講座（通信教育課程：初任者
研修修了者）

66004-191002-0 通信 - 6ヶ月 5,7月

富山県 北陸ビジネス福祉専門学校
介護福祉士実務者研修講座（通信教育課程：訪問介
護養成研修２級課程修了者）

66004-191003-3 通信 - 6ヶ月 5,7月

富山県 富山短期大学 健康福祉学科 66007-191001-3 通学 昼間 24ヶ月 4月

石川県 ケア・クリエイト 介護福祉士実務者研修（４５０Ｈ） 67017-191001-9 通信 - 6ヶ月 毎月

石川県 ケア・クリエイト
介護福祉士実務者研修（初任者研修修了３２０Ｈ６ヶ
月）

67017-191002-1 通信 - 6ヶ月 毎月

石川県 ケア・クリエイト
介護福祉士実務者研修（初任者研修修了３２０Ｈ３ヶ
月）

67017-191003-4 通信 - 3ヶ月 毎月

石川県 ケア・クリエイト
介護福祉士実務者研修（ホームヘルパー２級修了３２
０Ｈ３ヶ月）

67017-191004-7 通信 - 3ヶ月 毎月

石川県 ケア・クリエイト
介護福祉士実務者研修（初任者／喀痰吸引等研修修
了２７０Ｈ３ヶ月）

67017-191005-0 通信 - 3ヶ月 毎月

石川県 ケア・クリエイト
介護福祉士実務者研修（ホームヘルパー２級／喀痰
吸引等研修修了２７０Ｈ５ヶ月）

67017-191006-2 通信 - 5ヶ月 毎月

 （別添1）

専門実践教育訓練新規指定講座一覧（平成31年４月１日付指定）
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目標とする資格名称  都道府県 施設名 講座名 講座番号
実施
方法

昼夜
土日

訓練
期間

開講月

石川県 ケア・クリエイト
介護福祉士実務者研修（ホームヘルパー２級／喀痰
吸引等研修修了２７０Ｈ３ヶ月）

67017-191007-5 通信 - 3ヶ月 毎月

長野県 松本短期大学 介護福祉学科 70009-191001-5 通学 昼間 24ヶ月 4月

長野県 長野県高齢者生活協同組合
長野高齢協　介護福祉士実務者研修（通信）講座＜
ヘルパー２級資格保有者＞

70018-191001-8 通信 - 3ヶ月 2,5,6,8月

長野県 長野県高齢者生活協同組合
長野高齢協　介護福祉士実務者研修（通信）講座＜
介護職員初任者研修資格保有者＞

70018-191002-0 通信 - 3ヶ月 2,5,6,8月

長野県 みらいさい介護学院 介護福祉士実務者研修（ヘルパー２級） 70020-191001-8 通信 - 3ヶ月 毎月

長野県 みらいさい介護学院 介護福祉士実務者研修（初任者研修） 70020-191002-0 通信 - 3ヶ月 毎月

長野県 南信州リカレントスクール 介護福祉士実務者研修（通信課程）【無資格者】 70021-191001-0 通信 - 6ヶ月 4,5,6月

長野県 南信州リカレントスクール
介護福祉士実務者研修（通信課程）【訪問介護員２級
課程修了者】

70021-191002-2 通信 - 6ヶ月 4,5,6月

長野県 南信州リカレントスクール
介護福祉士実務者研修（通信課程）【介護職員初任者
研修修了者】

70021-191003-5 通信 - 6ヶ月 4,5,6月

長野県 キャリアバンク株式会社介護士養成学校 実務者研修無資格コース 70022-191001-1 通信 - 6ヶ月 1,5,7,10月

長野県 キャリアバンク株式会社介護士養成学校 実務者研修ヘルパー２級所持者コース 70022-191002-4 通信 - 6ヶ月 1,5,7,10月

愛知県 日本福祉大学中央福祉専門学校 介護福祉士実務者研修通信課程（無資格者） 73033-191001-0 通信 - 6ヶ月 6月

愛知県 日本福祉大学中央福祉専門学校
介護福祉士実務者研修通信課程（介護職員初任者研
修修了者）

73033-191002-3 通信 - 6ヶ月 6月

愛知県 日本福祉大学中央福祉専門学校
介護福祉士実務者研修通信課程（訪問介護員養成研
修２級課程修了者）

73033-191003-6 通信 - 6ヶ月 6月

京都府 京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 介護福祉士実務者研修（通信制）無資格者 76015-191002-0 通信 - 6ヶ月 6月

京都府 京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校
介護福祉士実務者研修（通信制）訪問介護員研修２
級課程修了者（４か月）

76015-191003-3 通信 - 4ヶ月 8月

大阪府 大原医療福祉製菓専門学校梅田校 介護福祉士実務者研修（通信課程） 77014-191001-7 通信 - 6ヶ月 毎月

大阪府 大原医療福祉製菓専門学校梅田校
介護福祉士実務者研修（通信課程：ホームヘルパー２
級取得者）

77014-191002-0 通信 - 6ヶ月 毎月

大阪府 大原医療福祉製菓専門学校梅田校
介護福祉士実務者研修（通信課程：介護職員初任者
研修修了者）

77014-191003-2 通信 - 6ヶ月 毎月

大阪府 大原医療福祉製菓専門学校梅田校
介護福祉士実務者研修（通信課程：ヘルパー２級取得
者）３ヶ月コース

77014-191004-5 通信 - 3ヶ月 毎月

大阪府 大原医療福祉製菓専門学校梅田校
介護福祉士実務者研修（通信課程：初任者研修修了
者）３ヶ月コース

77014-191005-8 通信 - 3ヶ月 毎月

大阪府 大阪国際福祉専門学校 介護福祉科 77055-191001-7 通学 昼間 24ヶ月 4月

大阪府 ジョブシティカレッジなんば校
介護福祉士実務者研修通信課程（介護職員初任者研
修修了者）

77098-191001-0 通信 - 4ヶ月 2,6月

大阪府 ジョブシティカレッジなんば校
介護福祉士実務者研修通信課程（ホームヘルパー２
級修了者）

77098-191002-3 通信 - 4ヶ月 2,6月

大阪府 ベストウェイケアアカデミー 介護福祉士実務者研修（免除無しコース） 77100-191001-2 通信 - 6ヶ月 毎月

大阪府 ベストウェイケアアカデミー 介護福祉士実務者研修（初任者研修修了者コース） 77100-191002-5 通信 - 6ヶ月 毎月

大阪府 ベストウェイケアアカデミー 介護福祉士実務者研修（２級修了者コース） 77100-191003-8 通信 - 6ヶ月 毎月

大阪府 ジョブシティカレッジおもちゃ館
ジョブシティカレッジおもちゃ館実務者研修（ヘルパー
２級資格所持の方）

77104-191001-0 通信 - 6ヶ月 5,11月

大阪府 ジョブシティカレッジおもちゃ館
ジョブシティカレッジおもちゃ館実務者研修（初任者研
修資格所持の方）

77104-191002-2 通信 - 6ヶ月 5,11月

大阪府 キャリアカレッジ 実務者研修６ヶ月　ヘルパー２級修了者コース 77105-191001-1 通信 - 6ヶ月 毎月

大阪府 キャリアカレッジ 実務者研修６ヶ月　無資格者コース 77105-191002-4 通信 - 6ヶ月 毎月

大阪府 キャリアカレッジ 実務者研修４ヶ月　ヘルパー２級修了者コース 77105-191003-7 通信 - 4ヶ月 毎月

大阪府 キャリアカレッジ 実務者研修６ヶ月　初任者研修修了者コース 77105-191004-0 通信 - 6ヶ月 毎月

大阪府 キャリアカレッジ 実務者研修４ヶ月　初任者研修修了者コース 77105-191005-2 通信 - 4ヶ月 毎月

兵庫県 生活協同組合コープこうべ協同学苑
介護福祉士実務者研修課程（訪問介護員養成研修２
級修了者）

78055-191001-8 通信 - 6ヶ月 4,6月

兵庫県 生活協同組合コープこうべ協同学苑
介護福祉士実務者研修課程（訪問介護員養成研修２
級＋喀痰吸引修了者）

78055-191002-0 通信 - 6ヶ月 4,6月

兵庫県 生活協同組合コープこうべ協同学苑
介護福祉士実務者研修課程（介護職員初任者研修課
程修了者）

78055-191003-3 通信 - 6ヶ月 4,6月

兵庫県 神戸福生会 介護福祉士実務者研修（初任者研修修了コース） 78056-191001-0 通信 - 6ヶ月 4,7,10月

兵庫県
ＮＰＯ法人福祉サービス経営調査会介護福祉士
実務者養成施設

介護福祉士実務者研修（全科目履修者） 78058-191001-3 通信 - 6ヶ月 4月

岡山県 ジョブケア高梁校 介護福祉士実務者研修（通信制）無資格者 83020-191001-4 通信 - 6ヶ月
2,4,6,8,10,12
月

岡山県 ジョブケア高梁校
介護福祉士実務者研修（通信制）ホームヘルパー２級
保有者

83020-191002-7 通信 - 6ヶ月
2,4,6,8,10,12
月

岡山県 ジョブケア高梁校
介護福祉士実務者研修（通信制）介護職員初任者研
修　保有者

83020-191003-0 通信 - 6ヶ月
2,4,6,8,10,12
月

広島県 栄登株式会社介護福祉士実務者研修（広島校） 介護福祉士実務者研修（無資格） 84042-191001-8 通信 - 6ヶ月 毎月

広島県 栄登株式会社介護福祉士実務者研修（広島校） 介護福祉士実務者研修（ヘルパー２級） 84042-191002-0 通信 - 4ヶ月 毎月

広島県 栄登株式会社介護福祉士実務者研修（広島校） 介護福祉士実務者研修（初任者研修） 84042-191003-3 通信 - 4ヶ月 毎月

愛媛県 ビーイング
介護福祉士実務者研修（介護職員初任者研修修了
者）

88020-191001-9 通信 - 6ヶ月 4,5,6,7,9月

愛媛県 ビーイング
介護福祉士実務者研修（訪問介護員２級課程修了
者）

88020-191002-1 通信 - 6ヶ月 4,5,6,7,9月

愛媛県 ビーイング 介護福祉士実務者研修（無資格者） 88020-191003-4 通信 - 6ヶ月 4,5,6,7,9月

愛媛県 ジェイコム ジェイコム実務者研修講座（無資格） 88021-191001-0 通信 - 6ヶ月 5月

愛媛県 ジェイコム ジェイコム実務者研修講座（ホームヘルパー２級） 88021-191002-3 通信 - 6ヶ月 5月

愛媛県 ジェイコム ジェイコム実務者研修講座（初任者研修） 88021-191003-6 通信 - 6ヶ月 5月

福岡県 大原保育医療福祉専門学校福岡校 介護福祉士実務者研修（通信課程） 90026-191001-6 通信 - 6ヶ月 毎月

福岡県 大原保育医療福祉専門学校福岡校
介護福祉士実務者研修（通信課程：ヘルパー２級取得
者）

90026-191002-9 通信 - 6ヶ月 毎月

福岡県 大原保育医療福祉専門学校福岡校
介護福祉士実務者研修（通信課程：介護職員初任者
研修修了者）

90026-191003-1 通信 - 6ヶ月 毎月

福岡県 大原保育医療福祉専門学校福岡校
介護福祉士実務者研修（通信課程：ヘルパー２級取得
者）３ヶ月コース

90026-191004-4 通信 - 3ヶ月 毎月
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福岡県 大原保育医療福祉専門学校福岡校
介護福祉士実務者研修（通信課程：初任者研修修了
者）３ヶ月コース

90026-191005-7 通信 - 3ヶ月 毎月

福岡県
アップルハートケアカレッジ介護福祉士実務者研
修校

介護福祉士実務者研修３か月（初任者研修修了資格
保有者対象）

90077-191001-0 通信 - 3ヶ月 2,4,6,8,10月

福岡県
アップルハートケアカレッジ介護福祉士実務者研
修校

介護福祉士実務者研修３か月（訪問介護員２級研修
修了資格保有者対象）

90077-191002-3 通信 - 3ヶ月 2,4,6,8,10月

佐賀県 ホットラインワールド
介護福祉士養成実務者研修（訪問介護員研修２級修
了者）

91015-191001-0 通信 - 6ヶ月 毎月

佐賀県 ホットラインワールド
介護福祉士養成実務者研修（介護職員初任者研修修
了者）

91015-191002-3 通信 - 6ヶ月 毎月

佐賀県 ホットラインワールド 介護福祉士養成実務者研修（無資格者） 91015-191003-6 通信 - 6ヶ月 毎月

長崎県 ルリ総合学園　島原校
実務者研修（通信コース）介護職員初任者研修修了
者コース

92018-191001-7 通信 - 6ヶ月 1,7月

長崎県 ルリ総合学園　島原校 実務者研修課程（通信コース）無資格者コース 92018-191002-0 通信 - 6ヶ月 1,7月

熊本県 大原保育医療福祉専門学校熊本校 介護福祉学科　介護福祉士コース 93025-191002-0 通学 昼間 24ヶ月 4月

 看護師 福島県 竹田看護専門学校 看護学科（医療専門課程・３年課程） 57004-191001-5 通学 昼間 36ヶ月 4月

【26講座】 茨城県 医療専門学校　水戸メディカルカレッジ 看護学科 58022-191001-1 通学 昼間 36ヶ月 4月

栃木県 那須看護専門学校 看護学科 59018-191001-9 通学 昼間 36ヶ月 4月

千葉県 千葉県立鶴舞看護専門学校 看護学科 62011-191001-3 通学 昼間 36ヶ月 4月

東京都 東京高尾看護専門学校 看護学科 48221-191001-0 通学 昼間 36ヶ月 4月

神奈川県 湘南看護専門学校 看護学科 64053-191001-7 通学 昼間 36ヶ月 4月

新潟県 新潟看護医療専門学校村上校 看護学科 65040-191001-8 通学 昼間 36ヶ月 4月

新潟県 上越看護専門学校 看護学科３年課程 65041-191001-0 通学 昼間 36ヶ月 4月

山梨県 甲府看護専門学校 看護第１学科［３年課程（全日制）］ 69002-191001-7 通学 昼間 36ヶ月 4月

山梨県 甲府看護専門学校 看護第２学科［２年課程（全日制）］ 69002-191002-0 通学 昼間 24ヶ月 4月

長野県 小諸看護専門学校 医療専門課程　看護学科 70019-191001-0 通学 昼間 36ヶ月 4月

岐阜県 大垣市医師会看護専門学校 看護学科 71015-191001-3 通学 昼間 36ヶ月 4月

静岡県 静岡市立静岡看護専門学校 看護学科 72015-191001-4 通学 昼間 36ヶ月 4月

愛知県 半田常滑看護専門学校 看護学科 73083-191001-3 通学 昼間 36ヶ月 4月

三重県 聖十字看護専門学校 看護学科（３年課程） 74007-191001-5 通学 昼間 36ヶ月 4月

大阪府 四条畷看護専門学校 看護学科 77106-191001-3 通学 昼間 24ヶ月 4月

兵庫県 姫路市医師会看護専門学校 看護学科（看護師３年課程・全日制） 78057-191001-1 通学 昼間 36ヶ月 4月

兵庫県 神戸市医師会看護専門学校 看護師３年課程 78059-191001-5 通学 昼間 36ヶ月 4月

山口県 山口県立萩看護学校 第一看護学科 85016-191001-2 通学 昼間 36ヶ月 4月

山口県 山口県立萩看護学校 第二看護学科 85016-191002-5 通学 昼間 36ヶ月 4月

愛媛県 松山看護専門学校 医療専門課程　第１看護学科 88013-191001-0 通学 昼間 36ヶ月 4月

高知県 高知開成専門学校 看護学科 89011-191001-7 通学 昼間 36ヶ月 4月

高知県 近森病院附属看護学校 看護学科 89013-191001-0 通学 昼間 36ヶ月 4月

熊本県 熊本看護専門学校 看護学科 93007-191001-1 通学 昼間 36ヶ月 4月

大分県 大分市医師会看護専門学校 看護学科 94021-191001-0 通学 昼間 36ヶ月 4月

宮崎県 宮崎医療福祉専門学校 看護学科 95010-191001-5 通学 昼間 36ヶ月 4月

美容師 北海道 札幌ビューティーアート専門学校 美容科 51018-191001-1 通学 昼間 24ヶ月 4月

【16 講座】 福島県 福島県高等理容美容学院 美容科 57016-191001-3 通学 昼間 24ヶ月 4月

茨城県 専門学校　水戸ビューティカレッジ 美容学科 58025-191001-7 通学 昼間 24ヶ月 4月

東京都 日本美容専門学校 美容専門課程　専門科昼間部 48104-191001-0 通学 昼間 24ヶ月 4月

東京都 日本美容専門学校 通信課程通信科　一般コース 48104-191002-2 通信 - 36ヶ月 4,10月

東京都 日本美容専門学校 通信課程通信科　美容室従事者コース 48104-191003-5 通信 - 36ヶ月 4,10月

東京都 タカラ美容専門学校 通信科美容コース（非従事者） 48129-191001-8 通信 - 36ヶ月 4,10月

静岡県 池田美容学校 通信課程一般従事コース 72035-191001-3 通信 - 36ヶ月 4,10月

愛知県 学校法人　山田学園美容師養成コース 昼間課程 73061-191001-0 通学 昼間 24ヶ月 4月

愛知県 アクア理美容学校 通信美課程美容科（未就業者） 73066-191003-5 通信 - 36ヶ月 5,11月

三重県 伊勢理容美容専門学校 衛生高等課程（通信制）美容科　一般コース 74014-191002-7 通信 - 36ヶ月 4,10月

京都府 京都理容美容専修学校 美容科（昼間コース） 76014-191001-6 通学 昼間 24ヶ月 4月

広島県 広島県東部美容専門学校 美容通信科（美容所従事者） 84031-191001-1 通信 - 36ヶ月 10月

香川県 専修学校　香川県美容学校 美容通信学科（美容所従事者） 87018-191001-8 通信 - 36ヶ月 10月

香川県 専修学校　香川県美容学校 美容通信学科（一般） 87018-191002-0 通信 - 36ヶ月 10月

高知県 国際デザイン・ビューティカレッジ 通信課程美容科（美容所従事者コース） 89006-191001-1 通信 - 36ヶ月 4月

保育士 宮城県 東北生活文化大学短期大学部 生活文化学科子ども生活専攻 54025-191001-3 通学 昼間 24ヶ月 4月

【11講座】 福島県 桜の聖母短期大学 生活科学科福祉こども専攻こども保育コース 57017-191002-8 通学 昼間 24ヶ月 4月

埼玉県 大宮こども専門学校 保育科 61052-191001-2 通学 昼間 24ヶ月 4月

千葉県 千葉こども専門学校 保育科（保育士コース） 62033-191001-6 通学 昼間 24ヶ月 4月
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東京都 アルファ医療福祉専門学校 こども保育学科 48052-191001-1 通学 昼間 24ヶ月 4月

神奈川県 和泉短期大学 和泉短期大学児童福祉学科 64030-191001-2 通学 昼間 24ヶ月 4月

愛知県 名古屋こども専門学校 保育科 73080-191001-8 通学 昼間 24ヶ月 4月

滋賀県 滋賀短期大学 幼児教育保育学科 75004-191001-0 通学 昼間 24ヶ月 4月

島根県 出雲コアカレッジ こども福祉科 82012-191001-2 通学 昼間 24ヶ月 4月

徳島県 専門学校　健祥会学園 保育学科 86007-191001-0 通学 昼間 24ヶ月 4月

熊本県 大原保育医療福祉専門学校熊本校 保育福祉学科　こども保育士コース 93025-191001-7 通学 昼間 24ヶ月 4月

歯科衛生士 北海道 函館歯科衛生士専門学校 歯科衛生士科 51072-191001-8 通学 昼間 36ヶ月 4月

【10講座】 岩手県 岩手医科大学医療専門学校 歯科衛生学科 53015-191001-8 通学 昼間 36ヶ月 4月

千葉県 北原学院歯科衛生専門学校 歯科衛生士養成　昼間コース 62027-191001-9 通学 昼間 36ヶ月 4月

東京都 新東京歯科衛生士学校 歯科衛生士科Ｉ部 48006-191001-6 通学 昼間 36ヶ月 4月

東京都 東京歯科衛生専門学校 歯科衛生士科 48215-191001-3 通学 昼間 36ヶ月 4月

静岡県 中央歯科衛生士調理製菓専門学校 歯科衛生学科 72006-191001-1 通学 昼間 36ヶ月 4月

大阪府 日本歯科学院専門学校 歯科衛生士学科 77084-191001-9 通学 昼間 36ヶ月 4月

広島県 広島デンタルアカデミー専門学校 歯科衛生士科 84004-191001-3 通学 昼間 36ヶ月 4月

熊本県 熊本歯科衛生士専門学院 歯科衛生士学科 93024-191001-5 通学 昼間 36ヶ月 4月

沖縄県 沖縄歯科衛生士学校 歯科衛生士科 97021-191001-3 通学 昼間 36ヶ月 4月

助産師 北海道 札幌市立大学 助産学専攻科 51034-191001-3 通学 昼間 12ヶ月 4月

【7講座】 神奈川県 神奈川県立衛生看護専門学校 助産師学科 64024-191001-5 通学 昼間 12ヶ月 4月

大阪府 宝塚大学大阪梅田キャンパス 助産学専攻科 77101-191001-4 通学 昼間 12ヶ月 4月

佐賀県 佐賀県立総合看護学院 助産学科 91010-191001-1 通学 昼間 12ヶ月 4月

熊本県 熊本看護専門学校 助産学科 93007-191002-4 通学 昼間 12ヶ月 4月

大分県 藤華医療技術専門学校 助産学科 94007-191001-2 通学 昼間 12ヶ月 4月

沖縄県 名桜大学 助産学専攻科 97022-191001-5 通学 昼間 12ヶ月 4月

調理師 東京都 東京マスダ学院調理師専門学校 調理師（昼間部） 48008-191001-0 通学 昼間 12ヶ月 4月

【5講座】 東京都 西東京調理師専門学校 専門課程　調理師科 48030-191001-9 通学 昼間 12ヶ月 4月

東京都 東京誠心調理師専門学校 調理師科１年制 48107-191001-5 通学 昼間 12ヶ月 4月

神奈川県 国際フード製菓専門学校 調理師科１年制 64027-191006-4 通学 昼間 12ヶ月 4月

神奈川県 ヨコスカ調理製菓専門学校 衛生専門課程調理師専科 64054-191001-9 通学 昼間 12ヶ月 4月

准看護師 北海道 小樽市医師会看護高等専修学校 准看護師 51071-191001-6 通学 昼間 24ヶ月 4月

【5講座】 埼玉県 大橋医療高等専修学校 准看護師養成学科 61050-191001-9 通学 昼間 24ヶ月 4月

岐阜県 土岐医師会准看護学校 准看護師課程 71013-191001-0 通学 昼間 24ヶ月 4月

岐阜県 大垣市医師会准看護学校 准看護学科 71014-191001-1 通学 昼間 24ヶ月 4月

佐賀県 鳥栖三養基医師会立看護高等専修学校 准看護師課程 91006-191001-8 通学 昼間 24ヶ月 4月

理容師 愛知県 アクア理美容学校 夜間課程理容科 73066-191001-0 通学 夜間 24ヶ月 4月

【4講座】 愛知県 アクア理美容学校 通信課程理容科（未就業者） 73066-191002-2 通信 - 36ヶ月 5,11月

三重県 伊勢理容美容専門学校 衛生高等課程（通信制）理容科　一般コース 74014-191001-4 通信 - 36ヶ月 4,10月

京都府 京都理容美容専修学校 理容科（昼間コース） 76014-191002-9 通学 昼間 24ヶ月 4月

はり師 群馬県 育英メディカル専門学校 鍼灸学科 60029-191001-0 通学 昼間 36ヶ月 4月

【3講座】 千葉県 関東鍼灸専門学校 はり・きゅう科（昼間部） 62034-191001-8 通学
昼間
土日

36ヶ月 4月

千葉県 関東鍼灸専門学校 はり・きゅう科（夜間部） 62034-191002-0 通学
夜間
土日

36ヶ月 4月

栄養士 福島県 桜の聖母短期大学 生活科学科食物栄養専攻 57017-191001-5 通学 昼間 24ヶ月 4月

【3講座】 埼玉県 西武学園医学技術専門学校 栄養士科 61049-191001-0 通学 昼間 24ヶ月 4月

徳島県 四国大学短期大学部 人間健康科食物栄養専攻 86010-191001-2 通学 昼間 24ヶ月 4月

歯科技工士 北海道 北海道歯科技術専門学校 歯科技工士科 51076-191001-5 通学 昼間 24ヶ月 4月

【3講座】 神奈川県 新横浜歯科技工士専門学校 歯科技工士科 64007-191001-1 通学 昼間 24ヶ月 4月

福岡県 博多メディカル専門学校 歯科技工士科 90024-191001-2 通学 昼間 24ヶ月 4月

社会福祉士 東京都 日本社会事業大学通信教育科 社会福祉士一般養成課程 48158-191001-0 通信 - 18ヶ月 4月

【2講座】 愛知県 一般財団法人　日本総合研究所 社会福祉士養成所通信課程短期養成コース 73018-191001-0 通信 - 9ヶ月 4月

製菓衛生師 神奈川県 国際フード製菓専門学校 製菓製パン科１年制 64027-191004-9 通学 昼間 12ヶ月 4月

【2講座】 神奈川県 国際フード製菓専門学校 通信課程製菓製パン科１年制 64027-191005-1 通信 - 12ヶ月 4,10月

言語聴覚士 大阪府 大阪医療福祉専門学校 言語聴覚士学科（昼間部） 77007-191001-8 通学 昼間 24ヶ月 4月

【2講座】 鹿児島県 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 言語聴覚学科 96015-191001-5 通学 昼間 36ヶ月 4月

理学療法士 石川県 専門学校金沢リハビリテーションアカデミー 理学療法学科 67005-191001-0 通学 昼間 36ヶ月 4月

【2講座】 佐賀県 武雄看護リハビリテーション学校 理学療法学科 91014-191001-9 通学 昼間 36ヶ月 4月
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目標とする資格名称  都道府県 施設名 講座名 講座番号
実施
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昼夜
土日

訓練
期間

開講月

臨床検査技師 北海道 札幌医学技術福祉歯科専門学校 臨床検査技師科 51048-191001-5 通学 昼間
土日

36ヶ月 4月

【2講座】 大阪府 日本医療学院専門学校 臨床検査技師学科 77099-191001-2 通学 昼間 36ヶ月 4月

作業療法士　【1講座】 長崎県 長崎リハビリテーション学院 作業療法学科 92019-191001-9 通学 昼間
土日

36ヶ月 4月

視能訓練士　【1講座】 大阪府 大阪医療福祉専門学校 視能訓練士学科（昼間部） 77007-191002-0 通学 昼間 36ヶ月 4月

義肢装具士　【１講座】 東京都 西武学園医学技術専門学校東京新宿校 義肢装具学科 48220-191001-9 通学 昼間 36ヶ月 4月

管理栄養士　【1講座】 東京都 東京栄養食糧専門学校 管理栄養士科 48150-191001-5 通学 昼間 48ヶ月 4月

【職業実践専門課程およびキャリア形成促進プログラム】

目標とする資格名称  都道府県 施設名 講座名 講座番号
実施
方法

昼夜
土日

訓練
期間

開講月

職業実践専門課程（商業実務その他） 岩手県 北日本医療福祉専門学校 薬業科 53002-191001-8 通学 昼間 24ヶ月 4月

【20講座】 宮城県 仙台医療福祉専門学校 医療事務総合学科 54011-191001-1 通学 昼間 24ヶ月 4月

千葉県 千葉医療秘書専門学校 医療秘書科 62032-191001-4 通学 昼間 24ヶ月 4月

東京都 専門学校　東京ウェディングカレッジ ウェディング科 48212-191001-8 通学 昼間 24ヶ月 4月

長野県 長野平青学園 医薬サポート科健康アドバイザーコース 70003-191002-7 通学 昼間 24ヶ月 4月

岐阜県 大原簿記医療観光専門学校岐阜校 税理士・企業会計科税理士レギュラーコース 71012-191001-8 通学 昼間 24ヶ月 4月

岐阜県 大原簿記医療観光専門学校岐阜校 税理士・企業会計科経理・事務コース 71012-191002-0 通学 昼間 24ヶ月 4月

岐阜県 大原簿記医療観光専門学校岐阜校 医療事務科医療秘書コース 71012-191003-3 通学 昼間 24ヶ月 4月

岐阜県 大原簿記医療観光専門学校岐阜校 医療事務科医療事務コース 71012-191004-6 通学 昼間 24ヶ月 4月

岐阜県 大原簿記医療観光専門学校岐阜校 ホテル・ウェディング科ウェディングコース 71012-191005-9 通学 昼間 24ヶ月 4月

岐阜県 大原簿記医療観光専門学校岐阜校 ホテル・ウェディング科ホテルコース 71012-191006-1 通学 昼間 24ヶ月 4月

愛知県 大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 ウェディングコース 73026-191001-1 通学 昼間 24ヶ月 4月

愛知県 大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 グローバル能力開発コース 73026-191002-4 通学 昼間 24ヶ月 4月

愛知県 大原簿記情報医療専門学校 経営ビジネス科経理・事務コース 73027-191001-3 通学 昼間 24ヶ月 4月

愛知県 大原簿記情報医療専門学校 情報処理科情報技術者コース 73027-191002-6 通学 昼間 24ヶ月 4月

三重県 大原簿記医療観光専門学校津校 医療事務科医療秘書コース 74019-191001-3 通学 昼間 24ヶ月 4月

京都府 京都栄養医療専門学校 医療事務・医療秘書科病院受付・クラークコース 76009-191001-0 通学 昼間 24ヶ月 4月

京都府 京都栄養医療専門学校 医療事務・医療秘書科医療事務コース 76009-191002-3 通学 昼間 24ヶ月 4月

島根県 専門学校　松江総合ビジネスカレッジ ＩＴ学科 82004-191001-1 通学 昼間 24ヶ月 4月

香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 企業ビジネス学科不動産ビジネス専攻 87004-191001-6 通学 昼間 24ヶ月 4月

職業実践専門課程（衛生関係その他）　 東京都 二葉栄養専門学校 調理実践科 48091-191001-8 通学 昼間 24ヶ月 4月

【13講座】 東京都 東京誠心調理師専門学校 調理師科２年制 48107-191002-8 通学 昼間 24ヶ月 4月

東京都 華調理製菓専門学校 調理テクニカル科 48137-191001-9 通学 昼間 24ヶ月 4月

東京都 華調理製菓専門学校 パティシエテクニカル科 48137-191002-1 通学 昼間 24ヶ月 4月

東京都 香川調理製菓専門学校 調理専門課程調理マイスター科 48214-191001-1 通学 昼間 24ヶ月 4月

神奈川県 国際フード製菓専門学校 製菓製パン科２年制（洋菓子専攻コース） 64027-191001-0 通学 昼間 24ヶ月 4月

神奈川県 国際フード製菓専門学校 製菓製パン科２年制（和菓子専攻コース） 64027-191002-3 通学 昼間 24ヶ月 4月

神奈川県 国際フード製菓専門学校 製菓製パン科２年制（パン専攻コース） 64027-191003-6 通学 昼間 24ヶ月 4月

神奈川県 横浜スイーツアンドカフェ専門学校 スイーツパティシエ科 64056-191001-2 通学 昼間 24ヶ月 4月

愛知県 愛知調理専門学校 調理専攻科 73082-191001-1 通学 昼間 24ヶ月 4月

三重県 ユマニテク調理製菓専門学校 総合調理学科 74020-191001-1 通学 昼間 24ヶ月 4月

三重県 ユマニテク調理製菓専門学校 製菓製パン総合学科 74020-191002-4 通学 昼間 24ヶ月 4月

熊本県 九州美容専門学校 美容科トップスタイリストコース（衛生専門課程） 93023-191001-3 通学 昼間 24ヶ月 4月

職業実践専門課程（動物） 茨城県 つくば国際ペット専門学校 ペットビジネス学科ドッグトリマーコース 58021-191001-0 通学 昼間 24ヶ月 4月

【9講座】 茨城県 つくば国際ペット専門学校 ペットビジネス学科ドッグトレーナーコース 58021-191002-2 通学 昼間 24ヶ月 4月

茨城県 つくば国際ペット専門学校 ペットビジネス学科動物看護福祉コース 58021-191003-5 通学 昼間 24ヶ月 4月

茨城県 つくば国際ペット専門学校 ペットビジネス学科ペットケア総合コース 58021-191004-8 通学 昼間 24ヶ月 4月

栃木県 国際ペット総合専門学校 トリマー学科 59021-191001-0 通学 昼間 24ヶ月 4月

栃木県 国際ペット総合専門学校 飼育・しつけ学科 59021-191002-3 通学 昼間 24ヶ月 4月

栃木県 国際ペット総合専門学校 動物看護師学科 59021-191003-6 通学 昼間 24ヶ月 4月

新潟県 国際ペットワールド専門学校 ペット美容学科 65016-191001-5 通学 昼間 24ヶ月 4月

新潟県 国際ペットワールド専門学校 動物看護師・栄養学科 65016-191002-8 通学 昼間 24ヶ月 4月

職業実践専門課程（文化その他） 栃木県 国際ファッションビューティ専門学校 ファッション学科ファッションデザイナーコース 59020-191001-9 通学 昼間 24ヶ月 4月

【8講座】 栃木県 国際ファッションビューティ専門学校
ブライダルスペシャリスト学科ブライダルコーディネー
ターコース

59020-191002-1 通学 昼間 24ヶ月 4月

栃木県 国際ファッションビューティ専門学校 ファッション学科スタイリストコース 59020-191003-4 通学 昼間 24ヶ月 4月

栃木県 国際ファッションビューティ専門学校 ファッション学科ショップ店員コース 59020-191004-7 通学 昼間 24ヶ月 4月

6 / 10



目標とする資格名称  都道府県 施設名 講座名 講座番号
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栃木県 国際ファッションビューティ専門学校
ブライダルスペシャリスト学科ウェディングプランナー
コース

59020-191005-0 通学 昼間 24ヶ月 4月

東京都 日本工学院八王子専門学校 放送芸術科音声コース 48047-191001-6 通学 昼間 24ヶ月 4月

東京都 日本工学院八王子専門学校 放送芸術科照明コース 48047-191002-9 通学 昼間 24ヶ月 4月

愛知県 大原法律公務員専門学校 法律ライセンスコース 73084-191001-5 通学 昼間 24ヶ月 4月

職業実践専門課程（自動車整備） 茨城県 専門学校つくば自動車大学校 自動車工学科 58024-191001-5 通学 昼間 24ヶ月 4月

【4講座】 東京都 専門学校　読売自動車大学校 自動車整備学科（二級整備士コース） 48209-191001-6 通学 昼間 24ヶ月 4月

岡山県 岡山科学技術専門学校 二級自動車工学科 83015-191001-9 通学 昼間 24ヶ月 4月

沖縄県 専修学校　パシフィックテクノカレッジ学院 自動車整備科 97023-191003-2 通学 昼間 24ヶ月 4月

職業実践専門課程（スポーツ） 北海道 札幌スポーツアンドメディカル専門学校 健康スポーツ科スポーツインストラクターコース 51073-191001-0 通学 昼間 24ヶ月 4月

【2講座】 北海道 札幌スポーツアンドメディカル専門学校 健康スポーツ科チャイルドスポーツコース 51073-191002-2 通学 昼間 24ヶ月 4月

職業実践専門課程（工業関係その他）　【1
講座】

東京都 日本電子専門学校 Ｗｅｂデザイン科 48038-191001-3 通学 昼間 24ヶ月 4月

職業実践専門課程（情報処理）　【1講座】 神奈川県 外語ビジネス専門学校 グローバルＩＣＴ学科グローバルエンジニアコース 64005-191001-8 通学 昼間 24ヶ月 4,10月

職業実践専門課程（デザイン）　【1講座】 長野県 長野平青学園 ＩＣＴシステム・デザイン科グラフィックデザインコース 70003-191003-0 通学 昼間 24ヶ月 4月

職業実践専門課程（土木・建築）　【1講座】 沖縄県 専修学校　パシフィックテクノカレッジ学院 建築学科 97023-191002-0 通学 昼間 24ヶ月 4月

職業実践専門課程（旅行）　【1講座】 北海道 札幌ブライダル＆ホテル観光専門学校
ウェディングプランナー科ホテルウェディングコース
ビューティープランナーセレクト

51064-191001-7 通学 昼間 24ヶ月 4月

職業実践専門課程（医療関係その他）　【1
講座】

長野県 長野平青学園 医薬サポート科メディカルサポートコース 70003-191001-4 通学 昼間 24ヶ月 4月

職業実践専門課程（電気・電子）　【1講座】 沖縄県 専修学校　パシフィックテクノカレッジ学院 電気機械科 97023-191001-7 通学 昼間 24ヶ月 4月

職業実践専門課程（社会福祉関係その他）
【1講座】

京都府 京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 介護福祉学科 76015-191001-8 通学 昼間 24ヶ月 4月

キャリア形成促進プログラム（専門課程）
（医療関係）

東京都 東京医薬専門学校 医療事務科 48028-191001-9 通学 昼間 12ヶ月 4月

【3講座】 東京都 日本医歯薬専門学校 視能訓練士学科ＩＩ部 48035-191001-8 通学 夜間
土日

12ヶ月 4月

大阪府 大阪医療技術学園専門学校 専攻科医療秘書専攻 77032-191001-2 通学 昼間 12ヶ月 4月

キャリア形成促進プログラム（専門課程）
（商業実務関係）　【1講座】

東京都 日本医歯薬専門学校 医療事務学科 48035-191002-0 通学 夜間 12ヶ月 4月

【専門職学位課程】

目標とする資格名称  都道府県 施設名 講座名 講座番号
実施
方法

昼夜
土日

訓練
期間

開講月

専門職学位（教職大学院） 千葉県 千葉大学大学院
教育学研究科専門職学位課程高度教職実践専攻ス
クールマネジメント分野

62035-191001-0 通学 昼間 24ヶ月 4月

【3講座】 千葉県 千葉大学大学院
教育学研究科専門職学位課程高度教職実践専攻学
校教育臨床分野

62035-191002-2 通学 昼間 24ヶ月 4月

大阪府 大阪教育大学大学院
連合教職実践研究科高度教職開発講座スクールリー
ダーシップコース

77090-191001-6 通学 夜間
土日

24ヶ月 4月

専門職学位（専門職学位（法科大学院・司
法試験合格））

愛知県 名古屋大学大学院 法学研究科実務法曹養成専攻（法学既修者コース） 73037-191001-8 通学 昼間 24ヶ月 4月

【2講座】 福岡県 九州大学大学院 法務学府実務法学専攻（未修者コース） 90011-191001-2 通学 昼間 36ヶ月 4月

専門職学位（その他） 東京都 産業技術大学院大学 産業技術研究科情報アーキテクチャ専攻 48014-191001-7 通学 夜間
土日

24ヶ月 4,10月

【2講座】 神奈川県 星槎大学大学院 教育実践研究科教育実践専攻（専門職学位課程） 64055-191001-0 通学 昼間
土日

24ヶ月 4,10月

専門職学位（臨床心理）　【1講座】 大阪府 帝塚山学院大学大学院 人間科学研究科臨床心理学専攻 77097-191001-9 通学 昼間 24ヶ月 4月

【職業実践力育成プログラム】

目標とする資格名称  都道府県 施設名 講座名 講座番号
実施
方法

昼夜
土日

訓練
期間

開講月

職業実践力育成プログラム
（特別の課程）（保健）

茨城県 筑波大学 多職種連携メディカルスタッフ教育プログラム 58023-191001-3 通信 - 12ヶ月 4月

【3講座】 大阪府 藍野大学 認定看護管理者教育課程セカンドレベル 77096-191001-7 通学 昼間
土日

5ヶ月 7,8,9,10,11,1
2月

大阪府 大阪府立大学大学院
総合リハビリテーション学研究科　地域リハビリテー
ション学コース

77103-191001-8 通信 - 12ヶ月 10月

職業実践力育成プログラム
（特別の課程）（社会科学・社会）

京都府 京都大学 京都大学私学経営アカデミー 76031-191001-0 通信 - 12ヶ月 4月

【2講座】 岡山県 吉備国際大学大学院 （通信制）知的財産学研究科知的財産履修プログラム 83021-191001-6 通信 - 12ヶ月 4月

職業実践力育成プログラム
（特別の課程）（工学・工業）

東京都 早稲田大学
スマートエスイー：スマートシステム＆サービス技術の
産学連携イノベーティブ人材育成

48208-191002-7 通学 夜間
土日

6ヶ月 6月

【2講座】 愛媛県 愛媛大学 社会基盤メンテナンスエキスパート養成講座 88022-191001-2 通信 - 2ヶ月 8月

職業実践力育成プログラム
（特別の課程）（教育）

宮城県 東北大学　高度教養教育・学生支援機構 大学変革リーダー育成プログラム 54024-191001-1 通学 土日 19ヶ月 9月

【2講座】 東京都 早稲田大学 ２１世紀のリーダーシップ開発 48208-191001-4 通学 夜間
土日

4ヶ月 5月

職業実践力育成プログラム
（正規課程）（保健）　　【1講座】

愛知県 愛知医科大学大学院看護学研究科 高度実践看護師（診療看護師）コース 73081-191001-0 通学 昼間
土日

24ヶ月 4月

職業実践力育成プログラム
（特別の課程）（その他）　 【1講座】

滋賀県 滋賀県立大学大学院 近江環人地域再生学座社会人コース 75005-191001-2 通信 - 12ヶ月 4月
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【第四次産業革命スキル習得講座】

目標とする資格名称  都道府県 施設名 講座名 講座番号
実施
方法

昼夜
土日

訓練
期間

開講月

クラウド、ＩｏＴ、ＡＩ、データサイエンス 東京都 株式会社　アイ・ラーニング 日本ＩＢＭ　データサイエンティスト育成講座 48196-191001-4 通学 昼間 3ヶ月 5,6,7月

【10講座】 東京都 株式会社　キカガク ディープラーニングハンズオンセミナーＣｈａｉｎｅｒコース 48211-191001-6 通信 - 1ヶ月 毎月

東京都 株式会社　キカガク 自走できるＡＩ人材になるための６ヶ月長期コース 48211-191002-9 通信 - 6ヶ月 毎月

東京都 株式会社　データミックス
データサイエンティスト育成コース　パートタイムプログ
ラム

48216-191001-5 通信 - 7ヶ月 毎月

東京都 株式会社　ＡＬＢＥＲＴ データサイエンティスト養成講座（Ｐｙｔｈｏｎ　上級編） 48217-191001-7 通学 夜間 2ヶ月 1月

東京都 株式会社　ＡＬＢＥＲＴ データサイエンティスト養成講座（Ｒ言語　上級編） 48217-191002-0 通学 夜間 2ヶ月 2月

東京都 株式会社　データフォーシーズ 標準ＩＩコース－Ａ（昼コース） 48218-191001-9 通学 昼間 2ヶ月 1,4,7,10月

東京都 株式会社　データフォーシーズ 標準ＩＩコース－Ａ（夜コース） 48218-191002-1 通学 夜間
土日

2ヶ月 1,4,7,10月

東京都 一般財団法人　日本海事協会
海事データサイエンティスト育成講座【機器計測データ
の解析】

48219-191001-0 通信 - 2ヶ月 5月

東京都 エッジコンサルティング株式会社 機械学習講座 48223-191001-4 通学 夜間
土日

9ヶ月 毎月

ネットワーク、セキュリティ 東京都 株式会社　ラック ペネトレーションテスター育成講座 48183-191001-4 通信 - 2ヶ月 2,3,5,6,8,9,11,
12月

【4講座】 東京都 アライドテレシスアカデミー株式会社 実践セキュリティ管理 48210-191001-4 通学 昼間
土日

1ヶ月 4月

大阪府 一般財団法人　関西情報センター 人材育成プログラム・セキュリティ担当人材コース 77102-191001-6 通学 昼間 4ヶ月 10月

大阪府 一般財団法人　関西情報センター 人材育成プログラム・マネジメント人材コース 77102-191002-9 通学 昼間 4ヶ月 10月

生産システム設計分野　【1講座】 愛知県 一般社団法人　中部産業連盟 金型製造プロセスデジタル設計人材育成講座 73079-191001-0 通信 - 2ヶ月 6,10月

8 / 10



（別添2）

○教育訓練内容別 指定状況

新規指定

講座数

指定期間満了・講座

廃止等により指定外

となった講座数

新規指定

講座数

指定期間満了・講座

廃止等により指定外

となった講座数

 業務独占・名称独占資格の養成課程  専修学校の職業実践専門課程およびキャリア形成促進プログラム

看護師 256 26 10 240 キャリア形成促進プログラム（専門課程）（医療関係） 3 3 0 0

介護福祉士 230 116 7 121 キャリア形成促進プログラム（専門課程）（商業実務関係） 1 1 0 0

美容師 115 16 4 103 小計 745 68 29 706

調理師 94 5 1 90  専門職学位課程

保育士 85 11 3 77 専門職学位（ビジネス・ＭＯＴ） 30 0 0 30

歯科衛生士 84 10 7 81 専門職学位（教職大学院） 17 3 3 17

社会福祉士 59 2 3 60 専門職学位（法科大学院・司法試験合格） 13 2 0 11

はり師 59 3 0 56 専門職学位（その他） 7 2 0 5

柔道整復師 49 0 2 51 専門職学位（公共政策） 4 0 0 4

准看護師 49 5 2 46 専門職学位（会計） 3 0 0 3

栄養士 47 3 1 45 専門職学位（公衆衛生） 3 0 0 3

精神保健福祉士 41 0 0 41 専門職学位（臨床心理） 3 1 0 2

助産師 33 7 2 28 専門職学位（知的財産） 1 0 0 1

理容師 29 4 2 27 小計 81 8 3 76

あん摩マッサージ師 24 0 0 24  大学等の職業実践力育成プログラム

臨床工学技士 19 0 1 20 特別の課程（保健） 26 3 0 23

製菓衛生師 18 2 1 17 正規課程（社会科学・社会） 15 0 0 15

言語聴覚士 18 2 0 16 正規課程（保健） 15 1 0 14

歯科技工士 15 3 1 13 特別の課程（社会科学・社会） 14 2 0 12

キャリアコンサルタント 15 0 0 15 特別の課程（その他） 13 1 0 12

理学療法士 13 2 1 12 特別の課程（工学・工業） 10 2 0 8

作業療法士 11 1 0 10 正規課程（工学・工業） 5 0 1 6

視能訓練士 8 1 0 7 正規課程（その他） 4 0 0 4

保健師 6 0 0 6 正規課程（人文科学・人文） 4 0 0 4

測量士補 5 0 0 5 特別の過程（教育） 3 2 0 1

建築士 4 0 0 4 特別の課程（農学・農業） 1 0 1 2

きゅう師 4 0 0 4 小計 110 11 2 101

臨床検査技師 4 2 1 3  一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とした課程

海技士 4 0 0 4 シスコ技術者認定 CCIE 6 0 0 6

電気工事士 3 0 0 3 情報処理安全確保支援士 3 0 1 4

義肢装具士 2 1 1 2 ネットワークスペシャリスト 2 0 1 3

航空運航整備士 1 0 0 1 ＩＴストラテジスト 2 0 1 3

管理栄養士 1 1 0 0 ＩＴＩＬエキスパート 1 0 0 1

測量士 1 0 0 1 データベーススペシャリスト 0 0 1 1

小計 1,406 223 50 1,233 プロジェクトマネージャ 0 0 1 1

 専修学校の職業実践専門課程およびキャリア形成促進プログラム システム監査技術者 0 0 1 1

職業実践専門課程（商業実務その他） 193 20 7 180 システムアーキテクト 0 0 1 1

職業実践専門課程（文化その他） 63 8 0 55 ＩＴサービスマネージャ 0 0 1 1

職業実践専門課程（工業関係その他） 60 1 3 62 シスコ技術者認定 CCNP 3 0 0 3

職業実践専門課程（衛生関係その他）  58 13 0 45 オラクル認定Java認定資格 Developer 2 0 0 2

職業実践専門課程（動物） 52 9 3 46 MS認定技術者 MCSE 1 0 0 1

職業実践専門課程（情報処理） 50 1 5 54 小計 20 0 8 28

職業実践専門課程（デザイン） 41 1 3 43  第四次産業革命スキル習得講座

職業実践専門課程（自動車整備） 41 4 5 42
新技術・システム（クラウド、ＩｏＴ、ＡＩ、デー

タサイエンス）
33 10 1 24

職業実践専門課程（土木・建築） 30 1 0 29 高度技術（ネットワーク、セキュリティ） 10 4 0 6

職業実践専門課程（スポーツ） 28 2 0 26 自動車分野 1 0 0 1

職業実践専門課程（情報） 18 0 0 18 生産システム設計分野 1 1 0 0

職業実践専門課程（旅行） 18 1 0 17 小計 45 15 1 31

職業実践専門課程（服飾・家政その他） 17 0 0 17 2,407 325 93 2,175

職業実践専門課程（医療関係その他） 15 1 0 14

職業実践専門課程（経理・簿記） 14 0 1 15

職業実践専門課程（電気・電子） 13 1 0 12

職業実践専門課程（ビジネス） 12 0 2 14

職業実践専門課程（社会福祉関係その他） 11 1 0 10

職業実践専門課程（農業関係その他） 7 0 0 7

既指定

講座数

合計

教育訓練内容別・都道府県別 専門実践教育訓練指定状況（平成31年４月１日付指定）

目標とする資格等名称

指定講座数

目標とする資格等名称

指定講座数

総数

平成31年４月

既指定

講座数
総数

平成31年４月
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○都道府県別 指定状況

新規指定

講座数

指定期間満了・講座

廃止等により指定外

となった講座数

新規指定

講座数

指定期間満了・講座

廃止等により指定外

となった講座数

北 海 道 137 16 3 124 滋 賀 県 4 2 0 2

青 森 県 19 4 0 15 京 都 府 63 8 4 59

岩 手 県 21 2 0 19 大 阪 府 198 31 1 168

宮 城 県 45 3 6 48 兵 庫 県 83 7 9 85

秋 田 県 12 3 0 9 奈 良 県 7 0 0 7

山 形 県 13 0 1 14 和 歌 山 県 12 0 0 12

福 島 県 21 6 0 15 鳥 取 県 7 0 1 8

茨 城 県 33 8 2 27 島 根 県 24 2 1 23

栃 木 県 29 10 0 19 岡 山 県 39 5 1 35

群 馬 県 58 7 3 54 広 島 県 60 5 2 57

埼 玉 県 64 7 0 57 山 口 県 24 2 0 22

千 葉 県 38 8 3 33 徳 島 県 12 2 4 14

東 京 都 405 55 17 367 香 川 県 37 3 1 35

神 奈 川 県 69 14 2 57 愛 媛 県 32 8 1 25

新 潟 県 107 6 2 103 高 知 県 20 3 1 18

富 山 県 14 4 0 10 福 岡 県 150 9 7 148

石 川 県 43 8 0 35 佐 賀 県 24 6 0 18

福 井 県 21 0 1 22 ⾧ 崎 県 16 3 1 14

山 梨 県 7 2 1 6 熊 本 県 48 6 1 43

⾧ 野 県 34 14 2 22 大 分 県 29 2 1 28

岐 阜 県 27 9 0 18 宮 崎 県 34 1 3 36

静 岡 県 52 3 6 55 鹿 児 島 県 23 1 2 24

愛 知 県 128 19 3 112 沖 縄 県 35 5 0 30

三 重 県 29 6 0 23 合計 2,407 325 93 2,175

平成31年４月

既指定

講座数

都道府県名

指定講座数

都道府県名

指定講座数

総数

平成31年４月

既指定

講座数
総数
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