一般財団法人仁和会

三沢中央病院附属准看護学院

私立各種学校／2年制

あおもりコンピュータ・カレッジ

独自の奨学金制度

独自の奨学金制度

取得できる資格・免許

取得できる資格・免許

専修学校の情報が 満載！

独自の減免制度

●住所：青森県三沢市中央町3丁目11-2
●電話番号：0176-57-1111（代表）
●学科：准看護課程
●設立：昭和39年
●学生数：6名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：仁和会奨学金
●独自の減免制度：なし

ウェブサイトのご案内
各大学・短期大学・専修学校等のもっと
詳しい情報や学校付近のエリアが紹介さ

※詳細はウェブサイトでご確認ください

☎0176-57-1111（代表）
〈学院事務〉
e-mail：jinwakai@misawachuoubyouin.jp

青森県立職業能力開発校

☎017-739-1311
e-mail：staff@acc.ac.jp

資料請求

県立職業能力開発施設／1年、2年制

独自の減免制度

学生寮（弘前校を除く）

青森高等技術専門校

弘前高等技術専門校

八戸工科学院

むつ高等技術専門校

●住所：青森県弘前市大字緑ヶ丘1-9-1

●住所：青森県八戸市桔梗野工業団地

●住所：青森県むつ市文京町31-1

●電話番号：0172-32-6805

2-5-30

●学科：自動車システム工学科、建築シス

●学科：電気工学科、環境土木工学科

●電話番号：0175-24-1234

●電話番号：0178-28-6811

テム工学科、造園科、配管科

れているよ！

2021

●学科：木造建築科、配管科

●学科：機械システム工学科、自動車シ

【発行】青森県総務部総務学事課

青森公立大学

公立大学／4年制
【高等教育無償化制度対象校】

取得できる資格・免許

就職に必要な専門的知識・技能を習得さ
せ、即戦力となる人材を養成するため、

○低廉な授業料

○国家資格等の取得ができます。

○遠隔地にお住まいの方などの

・入校料 5,650円

学科に応じて国家資格の取得や、

ために、青森、八戸、むつの各

・授業料 118,800円／年

資格試験の一部免除、受検資格

校に学生寮を併設しています。

法に基づき青森県が設置している施設

※授業料と入校料の免除制度がありま

です

すが、収入や資産、学業成績等の要件

が得られます。

を満たす必要があります

●住所：青森県青森市大字合子沢字山崎153-4
●電話番号：017-764-1555（代表）
●学部：経営経済学部…経営学科、経済学科、地域みらい学科
●設立：平成5年
●学生数：1,290名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：なし
●独自の減免制度：なし

※詳細はウェブサイトでご確認ください

資料請求

大学・専修学校等の魅力発信

オールあおもりウェブサイト

は
報
情 ク!
新ホでチェッ
最マ
ス

ブックマーク!
してね

大学・短期大学
専修学校などの
詳しい情報が満載！

の
を
近隣
学校 情報等
よ!
ア
る
リ
い
エ
て
し
紹介

どの学校が
どんな資格を取得できるか
すぐわかるよ！

☎ 017-764-1601・1532〈入試直通〉
e-mail:nyuusi-t@b.nebuta.ac.jp

青森中央学院大学
独自の奨学金制度

独自の減免制度

私立大学／4年、1年制
学生寮

【高等教育無償化制度対象校】

！

【高等教育無償化制度対象校】

学生寮

●住所：青森県青森市浜館字間瀬58-1
●電話番号：017-765-2000（代表）
●学部：健康科学部…看護学科、理学療法学科、社会福祉学科、栄養学科
●設立：平成11年
●学生数：911名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：なし
●独自の減免制度：授業料等減免制度
※詳細はウェブサイトでご確認ください

資料請求

☎ 017-765-2061〈教務学生課〉
e-mail：nyushi@auhw.ac.jp

青森中央短期大学
独自の奨学金制度

独自の減免制度

私立大学／2年、1年制
学生寮

取得できる資格・免許

●経営法学部／中学校教諭一種免許状（社会）、高
等学校教諭一種免許状（公民、商業）、司書、学校図
書館司書教諭、防災士など
●看護学部／看護師国家試験受験資格、保健師国家
試験受験資格、養護教諭二種免許状、第一種衛生管
理者
●別科助産専攻／助産師国家試験受験資格

●食物栄養学科／栄養士、フードスペシャリスト、栄養
教諭二種免許状、フードサイエンティストなど
●幼児保育学科／幼稚園教諭二種免許状、保育士、カ
ワイピアノグレード、幼児体育指導者認定資格 など
●専攻科福祉専攻／介護福祉士国家試験受験資格

資料請求

☎ 017-728-0131〈入試広報センター〉
e-mail：ao2@aomoricgu.ac.jp

【高等教育無償化制度対象校】

●住所：青森県青森市横内字神田12番地
●電話番号：017-728-0121（代表）
●学科：食物栄養学科、幼児保育学科（2年制）
、専攻科福祉専攻（1年制）
●設立：昭和45年
●学生数：220名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：上級学校進学者に対する奨学金、教育ローン利子補給奨学金
●独自の減免制度：予約採用型奨学金制度、遠方からの進学を応援！学生寮費予約
支援制度、
「未来の種」ちゅっぴい奨学金制度、子弟入学入学金減免制度、設置校
減免制度、青森中央短期大学附属幼稚園卒園者減免制度など
※詳細はウェブサイトでご確認ください

※詳細はウェブサイトでご確認ください

https://a-gakusei.com/

公立大学／4年制

取得できる資格・免許

●住所：青森県青森市横内字神田12番地
●電話番号：017-728-0131（代表）
●学部：経営法学部、看護学部（4年制）
、別科助産専攻（1年制）
●設立：平成10年
●学生数：1,085名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：教育ローン利子補給奨学金
●独自の減免制度：特待生制度、スポーツ特待、子弟入学入学金減免制度、
設置校減免制度、青森中央短期大学附属幼稚園卒園者減免制度など

奨学
金情
報も
掲載
され
てい
るよ

独自の減免制度

※詳細はウェブサイトでご確認ください

資料請求

☎017-734-9415（青森県商工労働部労政・能力開発課 職業能力開発グループ）

青森県立保健大学

●看護学科／看護師国家試験受験資格、保健師国家試験
受験資格、助産師国家試験受験資格●理学療法学科／理
学療法士国家試験受験資格●社会福祉学科／社会福祉
士国家試験受験資格、精神保健福祉士国家試験受験資格
●栄養学科／管理栄養士国家試験受験資格、栄養士、栄
養教諭一種免許状、食品衛生管理者、食品衛生監視員

●経営学科／高等学校教諭1種免許状（商業）

制御システム工学科
若年者や離職者の方を対象に、

E-mail gakujishinko@pref.aomori.lg.jp

取得できる資格・免許

●経済学科／高等学校教諭1種免許状（公民）

ステム工学科、設備システム工学科、

https://a-gakusei.com/

※掲載している内容は、令和４年２月時点のものです。

〒030-8570 青森県青森市長島1丁目1-1 ☎017-734-9869 FAX 017-734-8006

●住所：青森県青森市大字野尻字今田
●電話番号：017-738-5727

進学相談

大学・専修学校等の魅力発信

●住所：青森県青森市大字荒川字柴田129
●電話番号：017-739-1311
●学科：ＩＣＴシステムクリエイト科、ＩＣＴビジネスエキスパート科
●設立：平成元年
●学生数：145名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：あおもりコンピュータ・カレッジ奨学金
●独自の減免制度：特待生制度

※詳細はウェブサイトでご確認ください

43-1

オールあおもり

基本情報技術者試験、応用情報技術者試験、ITパ
スポート試験、情報セキュリティマネジメント試験、
情報処理技術者能力認定試験2級・3級、日商簿記
検定3級、日商PC検定（文書作成）2級・3級、日商
PC検定（データ活用）2級・3級、日商電子会計実務
3級、Webデザイナー検定・ベーシック、CGクリエイ
ター検定・ベーシック、コンピュータサービス技能評
価試験・ワープロ部門2級など

准看護師資格

資料請求

青森県内の大学・短大

職業訓練法人 青森情報処理開発財団/2年制

資料請求

☎ 017-728-0121〈入試広報センター〉
e-mail：ao1@chutan.ac.jp

青森大学
独自の減免制度

私立大学／4年、6年制
【高等教育無償化制度対象校】

学生寮

取得できる資格・免許

●総合経営学部／中学校教諭一種免許状（保健体
育）、高等学校教諭一種免許状（保健体育・商業）な
ど●社会学部／中学校教諭一種免許状（社会）、高等
学校教諭一種免許状（公民）など●ソフトウェア情報
学部／中学校教諭一種免許状（数学）、高等学校教
諭一種免許状（数学・情報）など●薬学部／薬剤師国
家試験受験資格など

※詳細はウェブサイトでご確認ください

☎ 017-728-0102〈入試課〉
e-mail：nyushi@aomori-u.ac.jp

青森職業能力開発短期大学校

（ポリテクカレッジ青森）
独自の奨学金制度

独自の減免制度

独自の奨学金制度

独自の減免制度

学生寮（女子のみ）

ハワイ留学

私立短期大学／2年制
【高等教育無償化制度対象校】

取得できる資格・免許

●住所：青森県青森市幸畑2丁目3番1号
●電話番号：017-738-2001（代表）
●学部：総合経営学部、社会学部、ソフトウェア情報学部（4年制）
、薬学部（6年制）
●設立：昭和43年
●学生数：1,253名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：なし
●独自の減免制度：資格特待制度、薬学部特別学業特待制度、学力入試学業特待
制度、スポーツ・文芸特待制度

資料請求

青森明の星短期大学

●保育専攻／保育士、幼稚園教諭二種免許状、社会
福祉主事任用資格など
●コミュニティ福祉専攻
介護福祉コース／介護福祉士（国家試験受験資格）、
社会福祉主事任用資格など
キャリアビジネスコース／日商簿記検定1・2・3級、ビ
ジネス実務士など

●住所：青森県青森市浪打2丁目6-32
●電話番号：017-741-0123（代表）
●学部：子ども福祉未来学科…保育専攻、コミュニティ福祉専攻
●設立：昭和38年
●学生数：173名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：聖母被昇天修道会奨学金、提携施設
奨学金
●独自の減免制度：特待生制度

学生寮

独自の奨学金制度

☎017-741-0123〈入試広報センター〉
e-mail：to-nyushi@aomori-akenohoshi.ac.jp

弘前大学
独自の奨学金制度

国立大学／4年、6年制
学生寮

【高等教育無償化制度対象校】

私立大学／4年制

独自の減免制度

【高等教育無償化制度対象校】

弘前医療福祉大学
独自の奨学金制度

取得できる資格・免許

学生寮（女子のみ）

●文学部／中学校教諭一種免許（英語、国語）、高等学
校教諭一種免許（英語、国語）、特別支援学校教諭など
●社会福祉学部／社会福祉士国家試験受験資格、精神
保健福祉士国家試験受験資格、中学校教諭一種（地理
歴史、公民）、特別支援学校教諭など●看護学部／看護
師国家試験受験資格、保健師国家試験受験資格など

取得できる資格・免許

独自の減免制度

☎0172-34-5211〈入試広報センター〉
e-mail：nyushi@hirogaku-u.ac.jp

弘前医療福祉大学短期大学部
独自の奨学金制度

独自の減免制度

私立短期大学／3年制
【高等教育無償化制度対象校】

※詳細はウェブサイトでご確認ください

資料請求

☎ 0172-27-1001〈広報室〉
e-mail：ofﬁce@jyoto-gakuen.ac.jp

八戸工業大学
独自の奨学金制度

私立大学／4年制

独自の減免制度

取得できる資格・免許

取得できる資格・免許

学生寮（女子のみ）

取得できる資格・免許

●生産技術科／技能検定（機械加工、機械検査、機
械保全、機械製図（CAD））など●電気エネルギー制
御科／国家検定：電気工事士（第1種、第2種）、電気
主任技術者（第3種）、技能検定（電気機器組立て
（シーケンス制御作業）、機械保全（電気系保全作
業））●電子情報技術科／ディジタル技術検定、技能
検定（電子機器組立て）

教員免許状（小、中、高、養護、特支、幼稚園）国家試
験受験資格（医師、看護師、診療放射線技師、臨床検
査技師、理学療法士、作業療法士ほか）、学芸員（任
用資格）、測量士補、認定心理士（学会認定資格）、児
童指導員（任用資格）、心理判定員（任用資格）ほか

取得できる資格・免許

●共通／高等学校教諭一種免許状（工業、情報、美術、工
芸）、中学校教諭第一種免許状（美術）
工学部／自動車整備士（二級ガソリン）受験資格、陸上特
殊無線技士（一級）、食品衛生管理者、食品衛生監視員、
一級建築士受験資格、二級建築士受験資格など
●感性デザイン学部／商業施設士補（要講習会参加）など

●住所：青森県五所川原市大字飯詰字狐野171-2
●電話番号：0173-37-3201（代表）
●学部：生産技術科、電気エネルギー制御科、電子情報技術科
●設立：昭和59年
●学生数：103名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：技能者育成資金融資制度
●独自の減免制度：授業料免除制度
※詳細はウェブサイトでご確認ください

資料請求

☎ 0173-37-3201〈学務援助課〉
e-mail：aomori-college02@jeed.or.jp

柴田学園大学
独自の奨学金制度

私立大学／4年制

独自の減免制度

●救急救命学科/救急救命士国家試験受験資格
●口腔衛生学科/歯科衛生士国家試験受験資格
※別科 介護福祉科/介護福祉士国家試験受験資格
※別科 調理師養成・1年課程/調理師

●住所：青森県弘前市文京町1
●電話番号：0172-36-2111（代表）
●学部：人文社会科学部・
・
・文化創生課程、社会経営課程 教育学部…学校教育
教員養成課程、養護教諭養成課程 医学部…医学科（6年制）
、保健学科、心理支援
科学科、理工学部…数物科学科、物質創成化学科、地球環境防災学科、電子情報
工学科、機械科学科、自然エネルギー学科 農学生命科学部…生物学科、分子生命
科学科、食料資源学科、国際園芸農学科、地域環境工学科
●設立：昭和24年 ●学生数：5,964名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：岩谷元彰弘前大学育英基金、弘前大学生活協同組合支援学
生支援金給付事業など ●独自の減免制度：入学料、授業料減免制度

●住所：青森県弘前市大字小比内3丁目18-1
●電話番号：0172-27-1001（代表）
、口腔衛生学科（3年制）
●学科：救急救命学科（3年制）
●設立：平成14年
●学生数：147名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：特待生奨学金制度2020、在学生・卒業生の親族入学優遇
制度、ホスピタリティー奨学金2020、
●独自の減免制度：在学生特別奨学金制度2011、入学金免除制度
※別科 介護福祉科 学生数：30名（2年生）
※別科 調理師養成・1年課程 学生数：30名（1年生）

資料請求

柴田学園大学短期大学部
独自の奨学金制度

私立短期大学／2年制

学生寮（女子のみ）

資料請求

☎ 0172-27-1001〈広報室〉
e-mail：ofﬁce@jyoto-gakuen.ac.jp

八戸学院大学

私立大学／4年制
【高等教育無償化制度対象校】

独自の減免制度

※詳細はウェブサイトでご確認ください

資料請求

☎ 0178-25-8000〈入試部〉
e-mail：nyuusi@hi-tech.ac.jp

八戸学院大学短期大学部

取得できる資格・免許

取得できる資格・免許

取得できる資格・免許

取得できる資格・免許

●生活科／栄養士、医療管理秘書士、ビジネス実務
士、上級ビジネス実務士、情報処理士、上級情報処理
士、プレゼンテーション実務士、ウェブデザイン実務士、
ITパスポート、フードサイエンティスト
●保育科／幼稚園教諭二種免許状、保育士、認定ベ
ビーシッター

●地域経営学科／教員免許状（高等学校一種［商業、情報］）、
税理士、ITパスポート、基本情報技術者など ●人間健康学科／
教員免許状（高等学校一種［保健体育、保健、看護］、中学校一
種［保健体育、保健］、養護教諭一種）、国家試験受験資格（社会
福祉士）、健康管理士一般指導員、JATI認定トレーニング指導者
など ●看護学科／国家試験受験資格（看護師、保健師）

●幼児保育学科／幼稚園教諭二種免許状、保育士
資格など
●介護福祉学科／介護福祉士国家試験受験資格
社会福祉主事任用資格、レクリエーションインストラ
クター（日本レクリエーション協会認定）など

●住所：青森県弘前市大字清原1丁目1-16
●電話番号：0172-33-2289（代表）
●学部：生活創生学部…健康栄養学科、こども発達学科
●設立：昭和44年
●学生数：283名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：柴田学園奨学金
●独自の減免制度：入学時特待生制度

●住所：青森県弘前市上瓦ヶ町25
●電話番号：0172-32-6151（代表）
●学部：生活科、保育科
●設立：昭和25年
●学生数：208名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：柴田学園奨学金
●独自の減免制度：なし

※詳細はウェブサイトでご確認ください

資料請求

☎0172-33-2289
e-mail：zimu2@tojo.ac.jp

●住所：青森県八戸市美保野13-98
●電話番号：0178-25-2711（代表）
●学部：地域経営学部…地域経営学科
健康医療学部…人間健康学科、看護学科
●設立：昭和56年
●学生数：942名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：なし
●独自の減免制度：学業特待生制度、資格特待生制度、修学奨励生制度、
創造育成特待生制度、法人内進学生制度

※詳細はウェブサイトでご確認ください

資料請求

☎0172-32-6151〈学務課〉
e-mail：gakumuka@toutan.ac.jp

●住所：青森県八戸市美保野13-384
●電話番号：0178-25-4411（代表）
●学部：幼児保育学科、介護福祉学科（2019年4月開設）
●設立：昭和46年
●学生数：205名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：なし
●独自の減免制度：学業特待生制度、資格特待生制度、修学奨励生制度、
創造育成特待生制度、法人内進学生制度

※詳細はウェブサイトでご確認ください

資料請求

☎0178-30-1700〈キャリア支援課〉
e-mail：career@hachinohe-u.ac.jp

私立短期大学／2年制
【高等教育無償化制度対象校】

独自の減免制度

学生寮（女子のみ）

●健康栄養学科／管理栄養士国家試験受験資格、栄
養士免許、栄養教諭一種免許、高等学校教諭一種免
許（家庭）、中学校教諭一種免許（家庭）、食品衛生監
視員、食品衛生管理者
●こども発達学科／小学校教諭一種免許、幼稚園教
諭一種免許、保育士資格

【高等教育無償化制度対象校】

●住所：青森県八戸市大字妙字大開88-1
●電話番号：0178-25-3111（代表）
●学部：工学部工学科…機械工学コース、電気電子通信工学コース、システム情
報工学コース、生命環境科学コース、建築・土木工学コース
感性デザイン学部…感性デザイン学科
●設立：昭和47年 ●学生数：1,186名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：H.I.T.特別養成プログラム、特待生制度（学業及びスポー
ツ・文化活動等）
、資格特待生制度、奨学生制度
●独自の減免制度：同窓減免制度、兄弟姉妹減免制度、私費留学生減免制度

※詳細はウェブサイトでご確認ください

※詳細はウェブサイトでご確認ください

☎ 0172-39-3122〈入試課〉
e-mail：nyushi@hirosaki-u.ac.jp

【高等教育無償化制度対象校】

●住所：青森県弘前市大字小比内3丁目18-1
●電話番号：0172-27-1001（代表）
●学部：保健学部…看護学科、医療技術学科
●設立：平成21年
●学生数：484名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：特待生奨学金制度2019、在学生・卒業生の親族入学優遇
制度、ホスピタリティー奨学金
●独自の減免制度：在学特待生授業料減免制度、入学金免除制度

※詳細はウェブサイトでご確認ください

資料請求

私立大学／4年制

●看護学科／看護師国家試験受験資格、保健師国家
試験受験資格
●医療技術学科／作業療法士国家試験受験資格、
言語聴覚士国家試験受験資格

●住所：青森県弘前市稔町13-1
●電話番号：0172-34-5211（代表）
●学部：文学部…英語・英米文学科、日本語・日本文学科
社会福祉部…社会福祉学科 看護学部…看護学科
●設立：明治19年
●学生数：732名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：特待生制度、弘前学院奨学金、弘前学院大学ハンドベル・
クワイア所属学生授業料免除制度
●独自の減免制度：弘前学院大学学内奨学金

※詳細はウェブサイトでご確認ください

資料請求

公立大学校／2年制

弘前学院大学

※詳細はウェブサイトでご確認ください

資料請求

☎ 0178-30-1700〈キャリア支援課〉
e-mail：career@hachinohe-u.ac.jp

北里大学獣医学部

私立大学／4年、6年制
【高等教育無償化制度対象校】

独自の奨学金制度

八戸工業高等専門学校
独自の奨学金制度

独自の減免制度

国立高等専門学校／5年、2年制

学生寮 【高等教育無償化制度対象校】

取得できる資格・免許

取得できる資格・免許

●獣医学科／獣医師国家試験受験資格●動物資源科学科
／家畜人工授精師（牛・豚／牛体内・体外受精卵移植を含
む）、高等学校教諭一種免許状（理科）、中学校教諭一種免
許状（理科）●生物環境科学科／測量士補、自然再生士補、
修習技術者（技術士補）、高等学校教諭一種免許状（農業）

●機械・医工学コース：三級自動車整備士受験資格、第
一種ボイラー・タービン主任技術者免状●電気情報工学
コース：第二種電気主任技術者免状、第三種電気主任
技術者免状●マテリアル・バイオ工学コース：甲種危険
物取扱者試験の受験資格、火薬類製造保安責任者試験
の受験資格●環境都市・建築デザインコース：測量士
補、二級・木造建築士試験の受験資格

●住所：
〈十和田キャンパス〉
青森県十和田市東二十三番町35-1
●電話番号：0176-23-4371（代表）
●学部：獣医学科（6年制）
、動物資源科学科、生物環境科学科（4年制）
●設立：昭和41年
●学生数：1,607名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：北里大学学生表彰による奨学金（北島賞）
など
●独自の減免制度：なし
※詳細はウェブサイトでご確認ください

☎ 042-778-9760〈入学センター〉
e-mail：nyushi@kitasato-u.ac.jp

資料請求

青森県営農大学校
独自の減免制度

公立専修学校／2年制
【高等教育無償化制度対象校】

学生寮

取得できる資格・免許

独自の減免制度

取得できる資格・免許

大型特殊自動車免許（農耕用）、けん引免許（農耕
用）、毒物劇物取扱者（一般）、家畜人工授精師
（畜産課程対象）、危険物取扱者（乙種第4類）
食品衛生責任者（6次産業化コース対象）など

パターンメーキング技術検定、ファッション販売能
力検定、ファッションビジネス能力検定、ファッショ
ン色彩能力検定、洋裁技術認定試験、ビジネス能
力検定、日商PC検定ほか

●住所：青森県上北郡七戸町字大沢48-8
●電話番号：0176-62-3111（代表）
●学科：畑作園芸課程、果樹課程、畜産課程
●設立：昭和55年
●学生数：75名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：なし
●独自の減免制度：授業料免除

●住所：青森県青森市横内字神田12-1
●電話番号：017-728-0145（代表）
●学科：トータルファッション科・
・
・アパレル専攻、ファッション販売専攻
●設立：昭和21年
●学生数：17名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：なし
●独自の減免制度：設置校減免制度、子弟入学入学金減免制度、特待生制度

※詳細はウェブサイトでご確認ください

☎ 0176-62-3112〈教務研修課〉
e-mail：einodai@pref.aomori.lg.jp

資料請求

青森中央経理専門学校
独自の減免制度

私立専修学校／2年制
【職業実践専門課程認定校】
【高等教育無償化制度対象校】

学生寮

資料請求

青森歯科医療専門学校

私立専修学校／2年、3年制

日商簿記検定、全経簿記能力検定、日商PC検定、ファ
イナンシャルプランニング技能検定、全経計算実務能
力検定、医事コンピュータ技能検定、電子カルテ実技
検定、調剤事務管理士技能試験、メディカルクラーク、
総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管
理者試験、旅行地理検定、観光英語検定など

●住所：青森県青森市横内字神田12-1
●電話番号：017-728-0145（代表）
●学科：経理情報科・
・
・経理事務コース、医療事務コース、観光コンシェルジュコース
●設立：昭和21年
●学生数：35名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：なし
●独自の減免制度：子弟入学入学金減免制度、特待生制度、設置校減免制度

●歯科衛生士科／歯科衛生士国家試験受験資格
●歯科技工士科／歯科技工士国家試験受験資格

●住所：青森県青森市大字三内字稲元122-2
●電話番号：017-782-3040（代表）
●学科：歯科衛生士科（3年制）
、歯科技工士科（2年制）
●設立：昭和45年
●学生数：105名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：なし
●独自の減免制度：特待生制度

☎017-776-3838〈広報課〉
e-mail：kinamigakuen@kinami.ac.jp

青森ビジネス専門学校

資料請求

☎017-782-3040〈事務局〉
e-mail：info@aomori-dental.ac.jp

●住所：青森県青森市勝田2丁目13
●電話番号：017-735-3353（代表）
●学科：保育科
●設立：昭和42年
●学生数：72名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：なし
●独自の減免制度：なし

私立専修学校／1年、2年制

※詳細はウェブサイトでご確認ください

資料請求

☎017-735-3353〈担当者〉
e-mail：jimu@tousen213.com

青森県ヘアアーチスト専門学校

独自の減免制度

独自の奨学金制度

取得できる資格・免許

取得できる資格・免許

簿記全般、税務会計、ITパスポート、Webクリエイ
ター、デジ絵、販売士、登録販売者、医療事務、
調剤事務、医事コンピュータ、医師事務作業補助者、
オフィスソフト全般

●理容科／理容師国家試験受験資格
●美容科／美容師国家試験受験資格
●理容科・美容科共通／AFT色彩検定1・2・3級、
SBS（接遇・マナー2・3級、メイク2級、ネイル1・2
級、着付け2・3級、エステ3級）

●住所：青森県青森市篠田3丁目1-14
●電話番号：017-766-0665（代表）
●学科：情報経理学科、IT情報学科、販売実務学科、医療事務学科
総合実務学科・経理コース・ITコース・販売コース・医療コース
●設立：昭和34年
●学生数：22名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：なし
●独自の減免制度：特待生制度

独自の減免制度

資料請求

☎ 017-766-0665〈事務局〉
e-mail：abs@actv.ne.jp

弘前厚生学院

私立専修学校／1年、2年制
【高等教育無償化制度対象校】

※詳細はウェブサイトでご確認ください

資料請求

サンモードスクールオブデザイン
独自の奨学金制度

●こども学科／※通信制短大併修
保育士、幼稚園教諭二種免許、社会福祉主事任用
資格
●介護福祉科／介護福祉士（国家試験受験資格）

●スタイリスト学科／ファッションビジネス能力検
定、洋裁教員資格●アパレル工学科／パターンメ
イキング技術検定、洋裁技能検定●アパレルデザ
イン学科／ファッション販売能力検定、色彩能力検
定●和裁士学科／和裁技術検定、和裁教員資格
ほか多数

●住所：青森県弘前市下白銀町12
●電話番号：0172-32-0129（代表）
●学科：スタイリスト学科（2年制）
、アパレル工学科（3年制）
、和裁士学科（3年制）
、
アパレルデザイン学科（4年制）
●設立：昭和20年
●学生数：7名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：新入生奨学金制度
●独自の減免制度：なし
※詳細はウェブサイトでご確認ください

※詳細はウェブサイトでご確認ください

資料請求

私立専修学校／2年、3年、4年制
【高等教育無償化制度対象校】

学生寮

取得できる資格・免許

☎0172-33-2102〈入学係〉
e-mail：nyugakugakari@h-kouseigakuin.jp

【高等教育無償化制度対象校】

☎0172-31-2200〈教務部〉
e-mail：FJP31473＠nifty.com

取得できる資格・免許

●住所：青森県弘前市御幸町8-10
●電話番号：0172-33-2102（入学係）
●学科：こども学科（2年制）
、介護福祉科（1年制）
●設立：昭和17年
●学生数：85名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：なし
●独自の減免制度：なし

私立専修学校／2年制

●住所：青森県弘前市大字表町6-4
●電話番号：0172-31-2200（代表）
●学科：理容科、美容科
●設立：平成12年
●学生数：66名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：学校法人青森山田学園奨学金
●独自の減免制度：あり

※詳細はウェブサイトでご確認ください

※詳細はウェブサイトでご確認ください

※詳細はウェブサイトでご確認ください

☎ 017-728-0145〈事務局〉
e-mail：ao3@aomoricgu.ac.jp

【高等教育無償化制度対象校】

学生寮

※詳細はウェブサイトでご確認ください

資料請求

私立専修学校／2年制

幼稚園教諭二種免許状、保育士資格
レクリエーションインストラクター

●住所：青森県青森市久須志1丁目45-2
●電話番号：017-776-3838（代表）
●学科：理容科、美容科、
トータルビューティー科、メディカルビジネス科
●設立：昭和37年
●学生数：120名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：なし
●独自の減免制度：優秀者特待生制度

【職業実践専門課程認定校】
【高等教育無償化制度対象校】

独自の減免制度

東奥保育・福祉専門学院
取得できる資格・免許

※詳細はウェブサイトでご確認ください

☎ 017-728-0145〈事務局〉
e-mail：ao3@aomoricgu.ac.jp

取得できる資格・免許

取得できる資格・免許

資料請求

私立専修学校／2年制
【職業実践専門課程認定校】
【高等教育無償化制度対象校】

学生寮

【職業実践専門課程認定校】
【高等教育無償化制度対象校】

独自の減免制度

●理容科／理容師国家試験受験資格●美容科／美容
師国家試験受験資格●理容科・美容科共通／准福祉
理美容士●トータルビューティー科／メイクアップ技術
検定、ネイリスト技能検定、ジェルネイル検定、日本エス
テティック協会認定エステティシャン●メディカルビジネ
ス科/登録販売者、医療事務、調剤報酬請求事務 など

☎ 0178-27-7233〈学生課〉
e-mail：nyushi-o@hachinohe-ct.ac.jp

青森中央文化専門学校

私立専修学校／2年制

取得できる資格・免許

●住所：青森県八戸市大字田面木字上野平16-1
●電話番号：0178-27-7223（代表）
●学科：本科（5年制）
／産業システム工学科（機械・医工学コース、電気情報工学コース、マテ
リアル・バイオ工学コース、環境都市・建築デザインコース）専攻科（2年制）／産業システム工学専攻（機械シス
テムデザインコース、電気情報システム工学コース、マテリアル・バイオ工学コース、環境都市・建築デザインコース）
●設立：昭和38年
●学生数：875名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：あり
●独自の減免制度：あり
※詳細はウェブサイトでご確認ください

資料請求

青森県ビューティー&メディカル専門学校

資料請求

☎0172-32-0129〈入学係〉
e-mail：sun@smsd.info

独立行政法人国立病院機構

弘前総合医療センター附属看護学校

私立専修学校／3年制

【高等教育無償化制度対象校】
独自の奨学金制度 【専門実践教育訓練指定講座】
取得できる資格・免許

※詳細はウェブサイトでご確認ください

独自の奨学金制度

☎0172-32-7771〈入学事務局〉
e-mail：106-Kangaku@mail.hosp.go.jp

独自の減免制度

【高等教育無償化制度対象校】
独自の減免制度 【専門実践教育訓練指定講座】
（看護学科のみ）

●准看護学科／准看護師資格試験受験資格、看
護師養成課程（２年課程）受験資格
●看護学科／看護師国家試験受験資格、保健師・
助産師学校受験資格

●住所：青森県弘前市大字富野町1
●電話番号：0172-32-7771（代表）
●学科：看護学科
●設立：昭和28年
●学生数：127名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：国立病院機構病院奨学金
●独自の減免制度：なし

S.K.K.情報ビジネス専門学校

私立専修学校／1年、2年、3年制
【高等教育無償化制度対象校】

取得できる資格・免許

●住所：青森県弘前市野田2丁目7-1
●電話番号：0172-33-2209（准看護学科）
、0172-34-9086（看護学科）
●学科：准看護学科（2年制）
、看護学科（3年制2年課程夜間定時制）
●設立：昭和34年/弘前市医師会付属准看護学院、昭和44年/弘前市医師会付属
高等看護学院、平成22年/弘前市医師会看護専門学校
●学生数：255名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：なし
●独自の減免制度：あり
●放送大学併修制度あり
※詳細はウェブサイトでご確認ください

資料請求

☎准看護学科:0172-33-2209、看護学科:0172-34-9086
e-mail：准／jyunkan@hirosaki.aomori.med.or.jp
看／koukan@hirosaki.aomori.med.or.jp

専門学校 アレック情報ビジネス学院
独自の奨学金制度

独自の減免制度

【職業実践専門課程認定校】
【高等教育無償化制度対象校】

●ITエンジニア科／基本情報技術者試験
●事務ビジネス科／日商簿記検定
●医療事務・ドクターズクラーク科／医師事務作業
補助技能認定試験（ドクターズクラーク）など
●建築科／2級建築士受験資格

●住所：本部校舎 青森県弘前市徳田町1-3
●電話番号：0172-35-5151（代表）
、ＩＴ・デザイン学科（2年制）
、総合ビジネス学科
●学科：ＩＴエキスパート学科（3年制）
（2年制）
、公務員学科（2年制）
、公務員速修学科（1年制）
●設立：平成2年
●学生数：175名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：S.K.K.奨学金制度
●独自の減免制度：家族割引制度、資格特待生制度、公務員優待生制度

☎ 0120-433-226〈Ｓ.Ｋ.Ｋ.入学情報センター〉
e-mail：nyugaku@net-skk.co.jp

八戸保健医療専門学校

私立専修学校／3年制
【高等教育無償化制度対象校】

独自の減免制度

資料請求

八戸理容美容専門学校
独自の奨学金制度

独自の減免制度

取得できる資格・免許

歯科衛生士国家試験受験資格
柔道整復師国家試験受験資格
介護予防運動指導員

●理容科／理容師国家試験受験資格
●美容科／美容師国家試験受験資格
●理容科・美容科共通／日本エステティック協会認
定3級、ＪＮＡジェルネイル技能検定試験初級・中
級、まつ毛エクステンション美容技能3級、理美容
学校連絡協議会認定フェイシャルエステティシャン

独自の減免制度

学生寮（女性のみ）

私立専修学校／2年制

東北メディカル学院

【高等教育無償化制度対象校】

看護師国家試験受験資格
保健師・助産師学校受験資格

●作業療法学科／作業療法士国家試験受験資格
●理学療法学科／理学療法士国家試験受験資格
●高度専門士

●住所：青森県八戸市大字河原木字北沼22-41
●電話番号：0178-28-4002（代表）
●学科：看護学科
●設立：平成2年
●学生数：136名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：SGグループ奨学金制度
●独自の減免制度：特待生制度

●住所：青森県三戸郡五戸町苗代沢3-638
●電話番号：0178-61-0606（代表）
●学科：作業療法学科、理学療法学科
●設立：平成15年
●学生数：215名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：なし
●独自の減免制度：特待生制度

※詳細はウェブサイトでご確認ください

資料請求

☎ 0178-28-4002〈事務課〉
LINE@ID:@hachikan

一般財団法人済誠会

附属十和田准看護学院

私立専修学校／4年制

独自の減免制度
取得できる資格・免許

※詳細はウェブサイトでご確認ください

☎0178-61-0606
e-mail：info@rinken.ac.jp

資料請求

私立各種学校／2年制

一般財団法人双仁会

厚生看護専門学校

独自の奨学金制度

独自の奨学金制度

取得できる資格・免許

取得できる資格・免許

私立専修学校／2年、3年制

看護師寮（女性のみ・空きがある場合）

●看護学科／看護師国家試験受験資格
保健師・助産師学校受験資格
●准看護学科／准看護師資格試験受験資格
看護師養成課程（2年課程）受験資格

●住所：青森県十和田市西二十三番町1-2
●電話番号：0176-23-5683
●学科：准看護学科
●設立：昭和39年
●学生数：33名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：一般財団法人済誠会奨学金制度
●独自の減免制度：なし

※詳細はウェブサイトでご確認ください

☎0176-23-5683
e-mail：towajun@saiseikai-gr.or.jp

青森市医師会立青森准看護学院

私立各種学校／2年制

●住所：青森県黒石市大字黒石字建石9-1
●電話番号：0172-53-6060
●学科：看護学科（2年課程定時制 3年）
、准看護学科（全日制 2年）
●設立：昭和44年
●学生数：102名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：一般財団法人双仁会看護師等修学資金制度
（奨学金返還免除制度あり。条件：免許取得後、財団運営病院に就職・一定期間
就業すること）
●独自の減免制度：なし
※詳細はウェブサイトでご確認ください

☎0172-53-6060〈看護学科、准看護学科〉
e-mail：kouseins@kousei-hp.com

資料請求

八戸市医師会立八戸准看護学院

私立各種学校／2年制

【高等教育無償化制度対象校】
取得できる資格・免許

取得できる資格・免許

准看護師資格試験受験資格

准看護師資格

看護師養成課程（2年課程）受験資格

●住所：青森県青森市勝田1丁目16-16
●電話番号：017-776-7130
●学科：准看護師課程
●設立：昭和37年
●学生数：76名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：なし
●独自の減免制度：なし

※詳細はウェブサイトでご確認ください

資料請求

私立専修学校／3年制

取得できる資格・免許

資料請求

●住所：青森県八戸市小中野3丁目5-1
●電話番号：0178-22-0553（代表）
●学科：理容科（昼間）
、美容科（昼間）
●設立：昭和27年
●学生数：102名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：八理美奨学金制度
●独自の減免制度：授業料特待制度、遠方生活サポート制度、研修特待制度、
指定校推薦制度

※詳細はウェブサイトでご確認ください

☎ 0178-24-5127〈事務局〉
e-mail：azuma̲810@royal.ocn.ne.jp

独自の奨学金制度

※詳細はウェブサイトでご確認ください

☎ 0178-24-6611〈事務局〉
e-mail：alec@alec.ac.jp

取得できる資格・免許

●住所：青森県八戸市田向二丁目11-15
●電話番号：0178-24-5127（代表）
●学科：歯科衛生士学科、スポーツ柔整学科
●設立：平成21年
●学生数：146名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：なし
●独自の減免制度：特待生制度

八戸看護専門学校

准看護師受験資格
看護師養成課程（2年課程）受験資格

●住所：青森県八戸市廿三日町11
●電話番号：0178-24-6611（代表）
●学科：ITエンジニア科、事務ビジネス科、医療事務・ドクターズクラーク科、
公務員科、建築科
●設立：昭和62年
●学生数：158名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：アレック特別奨学金制度
●独自の減免制度：入学金免除制度

※詳細はウェブサイトでご確認ください

資料請求

私立専修学校／2年制

取得できる資格・免許

●ＩＴエキスパート学科／応用情報技術者試験、ウェブデ
ザイン技能検定 ●ＩＴ・デザイン学科／基本情報技術
者試験、Ｗｅｂクリエイター能力認定試験 ●総合ビジネ
ス学科／診療報酬請求事務能力認定試験(医科)、医師事
務作業補助者事務能力認定試験、登録販売者、ＷＢＪ認
定ウエディングプランナー認定試験、日商簿記検定ほか

資料請求

私立専修学校／2年、3年制

取得できる資格・免許

看護師の国家試験受験資格
保健師・助産師学校及び養護教諭課程（1年課程）
の受験資格
4年制の看護大学・その他の編入学を認めている
大学への編入学資格

資料請求

弘前市医師会看護専門学校

☎ 0178-22-0553〈広報〉
e-mail：ribiyoko@hi-net.ne.jp

●住所：青森県八戸市青葉2丁目17-4
●電話番号：0178-43-4946
●学科：准看護師課程
●設立：昭和35年
●学生数：37名（令和3年度）
●独自の奨学金制度：なし
●独自の減免制度：なし

※詳細はウェブサイトでご確認ください

※詳細はウェブサイトでご確認ください

資料請求

☎ 017-776-7130
e-mail：aoijun@circus.ocn.ne.jp

資料請求

☎0178-43-4946
e-mail：jimukyoku@hachinohe.aomori.med.or.jp

