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東京 東京デザイン専門学校 デザイン 空間ディスプレイ科 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 東京デザイン専門学校 デザイン アニメーション科 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 東京デザイン専門学校 デザイン マンガ科 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 御茶の水美術専門学校 デザイン デザイン・アート科 出願受付中（余裕あり） 12月10日
東京 御茶の水美術専門学校 デザイン 高度デザイン・アート科 出願受付中（余裕あり） 12月10日
東京 阿佐ヶ谷美術専門学校 デザイン デザイン学科 出願受付中（※） 12月14日 （※）出願締切日・選考日など、要項参照

東京 阿佐ヶ谷美術専門学校 デザイン コンテンツ学科 出願受付中（※） 12月14日 （※）出願締切日・選考日など、要項参照

東京 阿佐ヶ谷美術専門学校 デザイン アート学科 出願受付中（※） 12月14日 （※）出願締切日・選考日など、要項参照

東京 日本電子専門学校 デザイン アニメーション研究科 出願受付中（若干名） 12月8日
東京 日本電子専門学校 デザイン アニメーション科 出願受付中（余裕あり） 12月8日
東京 日本電子専門学校 電気・電子 電気工事技術科 出願受付中（若干名） 12月8日
東京 日本電子専門学校 電気・電子 高度電気工学科 出願受付中（余裕あり） 12月8日
東京 日本電子専門学校 電気・電子 電気工学科 出願受付中（余裕あり） 12月8日
東京 日本電子専門学校 電気・電子 電子応用工学科 出願受付中（余裕あり） 12月8日
東京 日本電子専門学校 電気・電子 夜間部　電気工学科 出願受付中（余裕あり） 12月8日
東京 日本電子専門学校 電気・電子 夜間部　電気工事士科 出願受付中（余裕あり） 12月8日
東京 東京愛犬専門学校 動物 愛犬美容学科 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 東京愛犬専門学校 動物 動物看護学科 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 国際動物専門学校 動物 自然環境・動物飼育学科 出願締切 12月7日
東京 国際動物専門学校 動物 ドッグスペシャリスト学科 出願締切 12月7日
東京 国際動物専門学校 動物 愛玩動物看護学科 出願受付中（若干名） 12月7日
東京 国際動物専門学校 動物 美容・デザイン学科 出願受付中（若干名） 12月7日
東京 日本動物専門学校 動物 動物管理学科 動物看護コース 出願締切 12月11日
東京 日本動物専門学校 動物 動物管理学科 ペットグルーミングコース 出願締切 12月11日
東京 日本動物専門学校 動物 動物管理学科 ドッグトレーナーコース 出願締切 12月11日
東京 日本動物専門学校 動物 動物管理学科 ペットケア&セラピーコース 出願締切 12月11日
東京 日本動物専門学校 動物 動物管理学科 ペットショップビジネスコース 出願締切 12月11日
東京 専門学校日本動物21 動物 動物管理学科 動物看護コース 出願締切 12月11日
東京 専門学校日本動物21 動物 動物管理学科 ペットグルーミングコース 出願締切 12月11日
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東京 専門学校日本動物21 動物 動物管理学科 ドッグトレーナーコース 出願締切 12月11日
東京 専門学校日本動物21 動物 動物管理学科 ペットケア&セラピーコース 出願締切 12月11日
東京 専門学校日本動物21 動物 動物管理学科 ペットショップビジネスコース 出願締切 12月11日
東京 東洋鍼灸専門学校 東洋療法 鍼灸科 昼 出願受付中（若干名） 12月3日
東京 東洋鍼灸専門学校 東洋療法 鍼灸科 夜 出願受付中（余裕あり） 12月3日
東京 東洋鍼灸専門学校 東洋療法 鍼灸あんまマッサージ指圧科 昼 出願締切 12月3日
東京 東洋鍼灸専門学校 東洋療法 鍼灸あんまマッサージ指圧科 夜 出願締切 12月3日
東京 日本鍼灸理療専門学校 東洋療法 本科（鍼灸あんまマッサージ指圧科） 第1部（昼間部） 出願受付中（若干名） 12月7日
東京 日本鍼灸理療専門学校 東洋療法 本科（鍼灸あんまマッサージ指圧科） 第2部（夜間部） 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 日本鍼灸理療専門学校 東洋療法 専科（鍼灸科） 第1部（昼間部） 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 日本鍼灸理療専門学校 東洋療法 専科（鍼灸科） 第2部（夜間部） 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 日本柔道整復専門学校 東洋療法 柔道整復科 第1部（昼間部） 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 日本柔道整復専門学校 東洋療法 柔道整復科 第2部（夜間部） 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 日本医学柔整鍼灸専門学校 東洋療法 柔道整復学科 昼間部 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 日本医学柔整鍼灸専門学校 東洋療法 柔道整復学科 夜間部 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 日本医学柔整鍼灸専門学校 東洋療法 鍼灸学科 昼間部 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 日本医学柔整鍼灸専門学校 東洋療法 鍼灸学科 夜間部 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 新宿医療専門学校 東洋療法 鍼灸学科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 新宿医療専門学校 東洋療法 柔道整復学科 出願締切 12月4日
東京 新宿医療専門学校 東洋療法 歯科衛生学科 午前部 出願締切 12月4日
東京 新宿医療専門学校 東洋療法 歯科衛生学科 午後部 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 長生学園 東洋療法 あん摩マッサージ指圧師科 昼間部 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 長生学園 東洋療法 あん摩マッサージ指圧師科 夜間部 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京柔道整復専門学校 東洋療法 柔道整復コース・午前部 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 東京柔道整復専門学校 東洋療法 柔道整復コース・夜間部 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京柔道整復専門学校 東洋療法 柔整トレーナーコース・午後部 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 東京メディカルスポーツ専門学校 東洋療法 柔道整復師科 午前コース 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 東京メディカルスポーツ専門学校 東洋療法 柔道整復師科 午後コース 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 東京メディカルスポーツ専門学校 東洋療法 鍼灸師科 午前コース 出願締切 12月4日
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東京 東京メディカルスポーツ専門学校 東洋療法 鍼灸師科 午後コース 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 東京衛生学園専門学校 東洋療法 東洋医療総合学科 1部（昼） 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京衛生学園専門学校 東洋療法 東洋医療総合学科 2部（夜） 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京医療福祉専門学校 東洋療法 はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧科 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 東京医療福祉専門学校 東洋療法 はり、きゅう科 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 東京医療福祉専門学校 東洋療法 柔道整復科 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 日本健康医療専門学校 東洋療法 鍼灸学科 午前部 出願受付中（若干名） 12月7日
東京 日本健康医療専門学校 東洋療法 鍼灸学科 午後部 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 日本健康医療専門学校 東洋療法 柔道整復学科 昼間部午前 出願受付中（若干名） 12月7日
東京 日本健康医療専門学校 東洋療法 柔道整復学科 昼間部午後 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 了徳寺学園医療専門学校 東洋療法 柔道整復科 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 了徳寺学園医療専門学校 東洋療法 鍼灸科 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 関東柔道整復専門学校 東洋療法 柔道整復師学科 出願受付中（若干名） 12月8日
東京 アルファ医療福祉専門学校 東洋療法 柔道整復学科 出願受付中（余裕あり） 12月9日
東京 アルファ医療福祉専門学校 東洋療法 はり・きゅう学科 出願受付中（若干名） 12月9日
東京 日本体育大学医療専門学校 東洋療法 整復健康学科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京医療専門学校 東洋療法 鍼灸マッサージ科Ⅰ部 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京医療専門学校 東洋療法 鍼灸科Ⅰ部 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京医療専門学校 東洋療法 鍼灸科 夜間特修コース 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京医療専門学校 東洋療法 柔道整復科Ⅰ部 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京医療専門学校 東洋療法 柔道整復科 夜間特修コース 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京テクノ・ホルティ園芸専門学校 農業園芸 フラワービジネス学科 フラワーデザインコース 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京テクノ・ホルティ園芸専門学校 農業園芸 フラワービジネス学科 ブライダルフラワーコース 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 大原学園　池袋校 ビジネス （事務系コース） 出願締切 12月9日
東京 専門学校日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ ビジネス ビジネス総合学科 ビジネス総合コース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ21 ビジネス ビジネス学科 ビジネス・販売学科 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 山脇美術専門学校 ファッション ジュエリーデザイン科 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 文化服装学院 ファッション 服装科 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 文化服装学院 ファッション ファッション高度専門士科 出願受付中（若干名） 12月4日
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東京 文化服装学院 ファッション ファッション工科基礎科 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 文化服装学院 ファッション ファッション流通高度専門士科 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 文化服装学院 ファッション ファッション流通科 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 文化服装学院 ファッション ファッションテキスタイル科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 文化服装学院 ファッション Ⅱ部服装科（夜間） 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 文化服装学院 ファッション Ⅱ部ファッション流通科（夜間） 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 二葉ファッションアカデミー ファッション ファッション総合学科 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 織田ファッション専門学校 ファッション ファッションデザイン科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 織田ファッション専門学校 ファッション ファッションテクニカル科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 織田ファッション専門学校 ファッション スタイリスト科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 織田ファッション専門学校 ファッション ファッションビジネス科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 織田きもの専門学校 ファッション きもの科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 専門学校武蔵野ファッションカレッジ ファッション アパレルプロフェッショナル科 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 専門学校武蔵野ファッションカレッジ ファッション ファッションスタイリング科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 専門学校青山ファッションカレッジ ファッション ファッションクリエイター科 出願受付中（余裕あり） 12月8日
東京 専門学校青山ファッションカレッジ ファッション ファッションビジネス科 出願受付中（余裕あり） 12月8日
東京 専門学校青山ファッションカレッジ ファッション スタイリスト・コーディネーター科 出願受付中（余裕あり） 12月8日
東京 専門学校青山ファッションカレッジ ファッション ファッションモデル科 出願受付中（余裕あり） 12月8日
東京 尚美ミュージックカレッジ専門学校 舞台・放送技術 音響・映像・照明学科 出願受付中（若干名） 12月9日
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 舞台・放送技術 音楽芸能スタッフ科 レコーディングコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 舞台・放送技術 音楽芸能スタッフ科 PA&レコーディングコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 舞台・放送技術 音楽芸能スタッフ科 PAコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 舞台・放送技術 音楽芸能スタッフ科 照明コース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 舞台・放送技術 音楽芸能スタッフ科 ライブハウスコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 舞台・放送技術 音楽芸能スタッフ科 バンドスタッフ・ローディーコース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 舞台・放送技術 ピアノ調律科 ピアノ調律コース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 舞台・放送技術 ピアノ調律科 ピアノ／管楽器コース 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 専門学校ESPエンタテインメント東京 舞台・放送技術 管楽器リペア科 管楽器リペアコース 出願受付中（若干名） 12月11日
東京 東放学園専門学校 舞台・放送技術 放送芸術科 出願受付中（余裕あり） 12月12日
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東京 東放学園専門学校 舞台・放送技術 放送技術科 出願受付中（余裕あり） 12月12日
東京 東放学園専門学校 舞台・放送技術 照明クリエイティブ科 出願受付中（余裕あり） 12月12日
東京 東放学園専門学校 舞台・放送技術 テレビ美術科 出願受付中（余裕あり） 12月12日
東京 東放学園専門学校 舞台・放送技術 放送音響科 出願受付中（余裕あり） 12月12日
東京 東放学園映画専門学校 舞台・放送技術 プロモーション映像科 出願受付中（余裕あり） 12月12日
東京 東放学園映画専門学校 舞台・放送技術 映画製作科 出願受付中（余裕あり） 12月12日
東京 東放学園音響専門学校 舞台・放送技術 音響技術科 出願締切 12月12日
東京 東放学園音響専門学校 舞台・放送技術 音響芸術科 出願受付中（余裕あり） 12月12日
東京 東京ブライダル専門学校 ブライダル ブライダル科 出願受付中（若干名） 12月7日
東京 彰栄保育福祉専門学校 保育幼教 保育科 保育コース 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 彰栄保育福祉専門学校 保育幼教 保育科 保育介護コース 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京保育医療秘書専門学校 保育幼教 こども総合学科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京保育医療秘書専門学校 保育幼教 保育科 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 東京教育専門学校 保育幼教 幼稚園教諭・保育士養成科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京こども専門学校 保育幼教 こども総合学科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京こども専門学校 保育幼教 保育科 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 草苑保育専門学校 保育幼教 幼稚園教員保育士養成科 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 町田福祉保育専門学校 保育幼教 こども保育学科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 道灌山学園保育福祉専門学校 保育幼教 幼稚園教員・保育士養成科 第Ⅰ部 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 道灌山学園保育福祉専門学校 保育幼教 幼稚園教員・保育士養成科 第Ⅱ部 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 アルファ医療福祉専門学校 保育幼教 子ども保育学科 出願受付中（若干名） 12月9日
東京 蒲田保育専門学校 保育幼教 幼稚園教諭・保育士養成科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京保育専門学校 保育幼教 保育科1部 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 東京保育専門学校 保育幼教 保育科2部 出願受付中（余裕あり） 12月11日
東京 竹早教員保育士養成所 保育幼教 幼稚園教員保育士科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京YMCA社会体育・保育専門学校 保育幼教 保育科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京福祉専門学校 保育幼教 こども保育科 昼間コース 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京福祉専門学校 保育幼教 こども保育科 夜間主コース 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 専門学校社会医学技術学院 リハビリ 理学療法科 昼間部 出願受付中（※） 12月3日 （※）1月にも入試あり
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東京 専門学校社会医学技術学院 リハビリ 理学療法科 夜間部 出願受付中（※） 12月3日 （※）1月にも入試あり

東京 専門学校社会医学技術学院 リハビリ 作業療法学科 夜間部 出願受付中（※） 12月3日 （※）1月にも入試あり

東京 専門学校東京医療学院 リハビリ 理学療法学科 昼間部 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 専門学校東京医療学院 リハビリ 理学療法学科 夜間部 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 日本リハビリテーション専門学校 リハビリ 理学療法学科 昼間部 出願受付中 12月4日
東京 日本リハビリテーション専門学校 リハビリ 理学療法学科 夜間部 出願受付中 12月4日
東京 日本リハビリテーション専門学校 リハビリ 作業療法学科 昼間部 出願受付中 12月4日
東京 日本リハビリテーション専門学校 リハビリ 作業療法学科 夜間部 出願受付中 12月4日
東京 東京YMCA医療福祉専門学校 リハビリ 作業療法科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京メディカルスポーツ専門学校 リハビリ 理学療法士科 Ⅰ部 出願締切 12月4日
東京 東京メディカルスポーツ専門学校 リハビリ 理学療法士科 Ⅱ部 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 東京衛生学園専門学校 リハビリ リハビリテーション学科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京福祉専門学校 リハビリ 作業療法士科 昼間部 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京福祉専門学校 リハビリ 作業療法士科 夜間部 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 真野美容専門学校 理容美容 美容科 出願締切 12月4日 ソーシャルディスタンス確保のため定員8割強で締切

東京 真野美容専門学校 理容美容 トータルビューティー科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京美容専門学校 理容美容 美容総合科 ヘアスタイリストコース 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京美容専門学校 理容美容 美容総合科 トータルビューティーコース 出願締切 12月4日
東京 日本美容専門学校 理容美容 専門科 昼間部 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 日本美容専門学校 理容美容 専門科 夜間部 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 日本美容専門学校 理容美容 総合美容科 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 日本美容専門学校 理容美容 通信科 4月生 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京ビューティーアート専門学校 理容美容 美容科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京ビューティーアート専門学校 理容美容 ヘアメイク科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京ビューティーアート専門学校 理容美容 トータルビューティー科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京ビューティーアート専門学校 理容美容 エステティック科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 東京ビューティーアート専門学校 理容美容 トータルビューティー国際科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 国際理容美容専門学校 理容美容 理容科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 国際理容美容専門学校 理容美容 美容科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
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東京 国際理容美容専門学校 理容美容 美容科 産学連携実践型コース 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 国際理容美容専門学校 理容美容 ビューティーアーティスト科 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 国際理容美容専門学校 理容美容 ビジネス美容科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 コーセー美容専門学校 理容美容 美容本科 出願締切 12月4日
東京 マリールイズ美容専門学校 理容美容 美容科 出願締切 12月4日
東京 マリールイズ美容専門学校 理容美容 通信科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 町田美容専門学校 理容美容 美容学科 出願締切 12月4日
東京 山野美容専門学校 理容美容 専門課程（昼間） 出願受付中（若干名） 12月7日
東京 山野美容専門学校 理容美容 高等課程（夜間） 出願受付中（若干名） 12月7日
東京 山野美容専門学校 理容美容 通信課程 出願受付中（若干名） 12月7日
東京 東京総合美容専門学校 理容美容 美容科 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 東京総合美容専門学校 理容美容 トータルビューティー科 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 窪田理容美容専門学校 理容美容 美容学科 出願受付中（若干名） 12月7日
東京 窪田理容美容専門学校 理容美容 理容学科 本科コース 出願受付中（若干名） 12月7日
東京 窪田理容美容専門学校 理容美容 理容学科 認定エステティシャンコース 出願受付中（若干名） 12月7日
東京 窪田理容美容専門学校 理容美容 美容学科 トライチェンジコース 出願受付中（余裕あり） 12月7日
東京 高山美容専門学校 理容美容 専門課程美容科 出願受付中（若干名） 12月8日
東京 住田美容専門学校 理容美容 美容師免許専門コース 出願受付中（若干名） 12月10日
東京 住田美容専門学校 理容美容 美容師免許メイク&ネイルコース 出願受付中（若干名） 12月10日
東京 資生堂美容技術専門学校 理容美容 美容師科 ヘアスタイリストコース 出願締切 12月11日
東京 資生堂美容技術専門学校 理容美容 美容師科 ビューティースペシャリストコース 出願締切 12月11日
東京 資生堂美容技術専門学校 理容美容 ビューティーコンサルタント科 出願締切 12月11日
東京 資生堂美容技術専門学校 理容美容 美容師通信科 出願締切 12月11日
東京 国際文化理容美容専門学校渋谷校 理容美容 昼間課程　理容科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 国際文化理容美容専門学校渋谷校 理容美容 通信課程　美容科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 国際文化理容美容専門学校渋谷校 理容美容 通信課程　理容科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 国際文化理容美容専門学校国分寺校 理容美容 昼間課程　理容科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 国際文化理容美容専門学校国分寺校 理容美容 通信課程　美容科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 国際文化理容美容専門学校国分寺校 理容美容 通信課程　理容科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
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東京 東京YMCA医療福祉専門学校 福祉 介護福祉科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 町田福祉保育専門学校 福祉 介護福祉学科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
東京 アルファ医療福祉専門学校 福祉 介護福祉学科 出願締切 12月9日
東京 東京福祉専門学校 福祉 社会福祉科 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 東京福祉専門学校 福祉 心理カウンセラー科 出願受付中（若干名） 12月4日
東京 東京福祉専門学校 福祉 介護福祉士科 出願受付中（余裕あり） 12月4日
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