
所在地 学校 分野 学科・コース・専攻 募集状況 回答日 各専門学校からのお知らせ（学校見学などの情報は各HPを参照）

千葉 国際理工情報デザイン専門学校 IT･メディア ITスペシャリスト科 若干名 2/8

千葉 国際理工情報デザイン専門学校 IT･メディア 情報システム科 若干名 2/8

千葉 国際理工情報デザイン専門学校 IT･メディア 情報ネットワーク科 若干名 2/8

千葉 船橋情報ビジネス専門学校 IT･メディア ITエンジニア科4年制 若干名 2/9

千葉 船橋情報ビジネス専門学校 IT･メディア 情報ネットワーク科 若干名 2/9

千葉 東京IT会計公務員専門学校千葉校 IT･メディア ITビジネス学科　情報システムコース 余裕あり 2/14

千葉 東京IT会計公務員専門学校千葉校 IT･メディア ITビジネス学科　情報処理コース 余裕あり 2/14

千葉 大原簿記公務員医療情報ビジネス専門学校津田沼校 IT･メディア （情報処理･SE･プログラマ系コース） 出願受付中 2/14

千葉 大原簿記法律専門学校柏校 IT･メディア （情報処理･SE･プログラマ系コース） 出願受付中 2/14

千葉 大原医療保育福祉専門学校千葉校 医療事務 （医療事務・医療秘書系コース） 出願受付中 2/14

千葉 大原簿記公務員医療情報ビジネス専門学校津田沼校 医療事務 （医療事務・医療秘書系コース） 出願受付中 2/14

千葉 大原簿記法律専門学校柏校 医療事務 （医療事務・医療秘書系コース） 出願受付中 2/14

千葉 ちば愛犬動物フラワー学園 園芸 フラワーデザインコース 余裕あり 2/10

千葉 千葉労災看護専門学校 看護 看護科 募集継続中 2/8 【一般後期】出願：～2/22　選考：3/9

千葉 国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 観光 観光科　トラベルコース 余裕あり 2/8

千葉 国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 観光 テーマパーク科　テーマパークコース 余裕あり 2/8

千葉 国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 観光 鉄道科　鉄道・交通サービスコース 余裕あり 2/8

千葉 国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 観光 ホテル科　ホテルコース 余裕あり 2/8

千葉 国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 観光 ブライダル科　ウェディングプランナーコース 余裕あり 2/8

千葉 国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 観光 ブライダル科　ビューティースタイリストコース 余裕あり 2/8

千葉 国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 観光 エアライン科　キャビンアテンダントコース 余裕あり 2/8

千葉 国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 観光 エアライン科　エアポートサービスコース 余裕あり 2/8

千葉 国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 観光 エアライン科　エアポートカーゴコース 余裕あり 2/8

千葉 国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 観光 夜間部　ホテル科 余裕あり 2/8
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千葉 国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 観光 夜間部　デュアル科 余裕あり 2/8

千葉 成田航空ビジネス専門学校 観光 エアラインビジネス科 余裕あり 2/8 コース選択は入学後に行う

千葉 国際理工情報デザイン専門学校 建築 建築設計科 若干名 2/8

千葉 東京IT会計公務員専門学校千葉校 公務員 行政学科　公務員初級コース（1年制） 余裕あり 2/14

千葉 東京IT会計公務員専門学校千葉校 公務員 行政学科　警察官・消防官・自衛官コース（1年制） 余裕あり 2/14

千葉 東京IT会計公務員専門学校千葉校 公務員 法律学科　公務員上級・中級コース 余裕あり 2/14

千葉 大原簿記公務員専門学校千葉校 公務員 （国家公務員・地方公務員系コース） 出願受付中 2/14

千葉 大原簿記公務員専門学校千葉校 公務員 （警察官・消防官系コース） 出願受付中 2/14

千葉 大原簿記公務員医療情報ビジネス専門学校津田沼校 公務員 （国家公務員・地方公務員系コース） 出願受付中 2/14

千葉 大原簿記公務員医療情報ビジネス専門学校津田沼校 公務員 （警察官・消防官系コース） 出願受付中 2/14

千葉 大原簿記法律専門学校柏校 公務員 （国家公務員・地方公務員系コース） 出願受付中 2/14

千葉 大原簿記法律専門学校柏校 公務員 （警察官・消防官系コース） 出願受付中 2/14

千葉 国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 語学 語学集中科　観光外語コース 余裕あり 2/8

千葉 北原学院歯科衛生専門学校 歯科関連 歯科衛生士学科　昼間コース 余裕あり 2/10

千葉 中央自動車大学校 自動車整備 1級コース 若干名 2/8

千葉 中央自動車大学校 自動車整備 2級コース 若干名 2/8

千葉 中央自動車大学校 自動車整備 研究科コース 若干名 2/8

千葉 千葉県自動車大学校 自動車整備 一級自動車研究科 余裕あり 2/8

千葉 千葉県自動車大学校 自動車整備 二級自動車研究科 余裕あり 2/8

千葉 日本自動車大学校 自動車整備 自動車整備科 余裕あり 2/14

千葉 日本自動車大学校 自動車整備 カスタマイズ科 余裕あり 2/14

千葉 日本自動車大学校 自動車整備 モータースポーツ科 余裕あり 2/14

千葉 日本自動車大学校 自動車整備 自動車研究科 余裕あり 2/14
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千葉 大原簿記公務員専門学校千葉校 スポーツ （スポーツ・トレーナー系コース） 出願受付中 2/14

千葉 国際医療福祉専門学校 その他医療 救急救命学科 若干名 2/8

千葉 ハッピー製菓調理専門学校 調理製菓 調理師科 若干名 2/8

千葉 千葉調理師専門学校 調理製菓 調理高等国際科 余裕あり 2/9

千葉 千葉調理師専門学校 調理製菓 調理師科 余裕あり 2/9

千葉 スカイ総合ペット専門学校 動物 ペットトリマー科 若干名 2/8

千葉 スカイ総合ペット専門学校 動物 動物看護科 若干名 2/8

千葉 スカイ総合ペット専門学校 動物 ペット総合科 若干名 2/8

千葉 ちば愛犬動物フラワー学園 動物 動物看護コース 若干名 2/10

千葉 ちば愛犬動物フラワー学園 動物 トリマーコース 若干名 2/10

千葉 ちば愛犬動物フラワー学園 動物 動物飼育コース 若干名 2/10

千葉 ちば愛犬動物フラワー学園 動物 ドッグトレーナーコース 若干名 2/10

千葉 ちば愛犬動物フラワー学園 動物 キャットプロコース 若干名 2/10

千葉 ちば愛犬動物フラワー学園 動物 ホースプロコース 若干名 2/10

千葉 ちば愛犬動物フラワー学園 動物 夜間トリマーコース 若干名 2/10

千葉 大原簿記公務員専門学校千葉校 ビジネス （ビジネス・経理・事務・販売系コース） 出願受付中 2/14

千葉 大原簿記公務員医療情報ビジネス専門学校津田沼校 ビジネス （ビジネス・経理・事務・販売系コース） 出願受付中 2/14

千葉 大原簿記法律専門学校柏校 ビジネス （ビジネス・経理・事務・販売系コース） 出願受付中 2/14

千葉 大原医療保育福祉専門学校千葉校 福祉 （社会福祉士系コース） 出願受付中 2/14

千葉 千葉女子専門学校 保育幼教 保育科 余裕あり 2/8

千葉 船橋情報ビジネス専門学校 保育幼教 こども学科 余裕あり 2/9

千葉 大原医療保育福祉専門学校千葉校 保育幼教 （保育士・幼稚園教諭系コース） 出願受付中 2/14

千葉 東京IT会計公務員専門学校千葉校 簿記会計 会計学科　会計士3年コース 余裕あり 2/14
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千葉 東京IT会計公務員専門学校千葉校 簿記会計 会計学科　会計士2年コース 余裕あり 2/14

千葉 東京IT会計公務員専門学校千葉校 簿記会計 会計学科　税理士3年コース 余裕あり 2/14

千葉 東京IT会計公務員専門学校千葉校 簿記会計 会計学科　税理士2年コース 余裕あり 2/14

千葉 東京IT会計公務員専門学校千葉校 簿記会計 会計学科　会計ビジネスコース 余裕あり 2/14

千葉 大原簿記公務員専門学校千葉校 簿記会計 （税理士系コース） 出願受付中 2/14

千葉 大原簿記法律専門学校柏校 簿記会計 （税理士系コース） 出願受付中 2/14

千葉 国際医療福祉専門学校 リハビリ リハビリテーション学部　理学療法コース 若干名 2/8

千葉 千葉・柏リハビリテーション学院 リハビリ 理学療法学科 若干名 2/8 Ⅵ期：出願3/9まで、試験3/12（定員充足状況により実施しない場合あり）

千葉 千葉・柏リハビリテーション学院 リハビリ 作業療法学科 若干名 2/8 Ⅵ期：出願3/9まで、試験3/12（定員充足状況により実施しない場合あり）

千葉 千葉医療福祉専門学校 リハビリ 理学療法学科 若干名 2/14 出願：2/21～3/2　選考：3/7

千葉 千葉医療福祉専門学校 リハビリ 作業療法学科 若干名 2/14 出願：2/21～3/2　選考：3/7

千葉 国際医療福祉専門学校 リハビリ リハビリテーション学部　作業療法コース 余裕あり 2/8

千葉 パリ総合美容専門学校千葉校 理容美容 総合美容科 若干名 2/8

千葉 パリ総合美容専門学校千葉校 理容美容 一年制トータル科 若干名 2/8

千葉 パリ総合美容専門学校柏校 理容美容 専門課程トータルネイル科 若干名 2/8

千葉 パリ総合美容専門学校柏校 理容美容 専門課程トータルエステ科 若干名 2/8

千葉 パリ総合美容専門学校柏校 理容美容 高等課程総合美容科 若干名 2/8

千葉 東洋理容美容専門学校 理容美容 美容科 若干名 2/14

千葉 東洋理容美容専門学校 理容美容 理容科 若干名 2/14

千葉 千葉美容専門学校 理容美容 美容科 余裕あり 2/8
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