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業界別 全国主要私立 専門学校・各種スクール他 学校一覧《2018年度》

主な分野・資格

p.1公務員・警察・消防・郵政業界 02

公務員／警察／消防／郵政

北海道 専門学校 大原法律公務員専門学校

北海道 専門学校 大原簿記公務員情報医療専門学校函館校

北海道 専門学校 日本工学院北海道専門学校

北海道 専門学校 北海道エコ・動物自然専門学校

北海道 専門学校 北海道情報専門学校

北海道 専門学校 北海道どうぶつ・医療専門学校

北海道 専門学校 北海道ハイテクノロジー専門学校

北海道 専門学校 吉田学園医療歯科専門学校（医科系）

北海道 専門学校 吉田学園情報ビジネス専門学校（公務員系）

青森 専門学校 専門学校アレック情報ビジネス学院

岩手 専門学校 大原スポーツ公務員専門学校盛岡校

宮城 専門学校 仙台大原簿記情報公務員専門学校

宮城 専門学校 東京法律専門学校仙台校

宮城 各種スクール ヒューマンアカデミー仙台校

山形 専門学校 大原スポーツ公務員専門学校山形校

茨城 専門学校 大原簿記情報公務員専門学校水戸校

茨城 専門学校 晃陽看護栄養専門学校

茨城 専門学校 つくば栄養医療調理製菓専門学校

茨城 専門学校 日本危機管理専門学校

栃木 専門学校 宇都宮ビジネス電子専門学校

栃木 専門学校 大原スポーツ公務員専門学校宇都宮校

栃木 専門学校 国際情報ビジネス専門学校

栃木 専門学校 さくら総合専門学校

群馬 専門学校 大原スポーツ公務員専門学校高崎校

埼玉 専門学校 大原法律公務員専門学校大宮校

埼玉 専門学校 東京IT会計法律専門学校大宮校

千葉 専門学校 大原簿記公務員医療情報ビジネス専門学校津田沼校

千葉 専門学校 大原簿記公務員専門学校千葉校

千葉 専門学校 大原簿記法律専門学校柏校

千葉 専門学校 東京IT会計法律専門学校千葉校

東京 専門学校 大原情報ビジネス専門学校

東京 専門学校 大原法律専門学校

東京 専門学校 大原簿記医療秘書公務員専門学校町田校

東京 専門学校 大原簿記公務員医療福祉保育専門学校立川校

東京 専門学校 駿台電子情報＆ビジネス専門学校

東京 専門学校 東京工学院専門学校

東京 専門学校 東京商科・法科学院専門学校

東京 専門学校 東京法律専門学校

東京 専門学校 東京法律専門学校杉並校



http://dricomeye.net/

都道府県 教育機関名 学校名

業界別 全国主要私立 専門学校・各種スクール他 学校一覧《2018年度》

主な分野・資格

p.2公務員・警察・消防・郵政業界 02

公務員／警察／消防／郵政

東京 専門学校 日本外国語専門学校

神奈川 専門学校 大原法律公務員専門学校横浜校

神奈川 専門学校 東京IT会計法律専門学校横浜校

山梨 専門学校 大原スポーツ公務員専門学校甲府校

長野 専門学校 大原スポーツ公務員専門学校

長野 専門学校 大原スポーツ公務員専門学校松本校

愛知 専門学校 ELICビジネス＆公務員専門学校

愛知 専門学校 東京法律専門学校名古屋校

京都 専門学校 大原簿記法律専門学校京都校

京都 専門学校 京都IT会計法律専門学校

大阪 専門学校 大阪法律専門学校

大阪 専門学校 大阪法律専門学校天王寺校

大阪 専門学校 大原法律公務員&スポーツ専門学校大阪校

大阪 専門学校 大原簿記専門学校大阪校

大阪 専門学校 大原簿記法律専門学校梅田校

大阪 専門学校 大原簿記法律専門学校難波校

兵庫 専門学校 大原簿記専門学校神戸校

兵庫 専門学校 大原簿記情報法律専門学校姫路校

和歌山 専門学校 大原簿記法律＆美容製菓専門学校和歌山校

島根 専門学校 専門学校松江総合ビジネスカレッジ

岡山 専門学校 専門学校岡山情報ビジネス学院

広島 専門学校 穴吹医療福祉専門学校

広島 専門学校 広島公務員専門学校

広島 専門学校 広島Law&Business専門学校

山口 専門学校 専門学校公務員ゼミナール山口校（各種学校から専門学校への変更認可申請中　現：公務員ゼミナール山口校）

香川 専門学校 専門学校穴吹ビジネスカレッジ

福岡 専門学校 麻生公務員専門学校北九州校

福岡 専門学校 麻生公務員専門学校福岡校

福岡 専門学校 大原スポーツ公務員専門学校福岡校

福岡 専門学校 大原簿記公務員専門学校小倉校

福岡 専門学校 公務員ビジネス専門学校

福岡 専門学校 公務員ビジネス専門学校　救急救命士学科

福岡 短期大学 西日本短期大学

佐賀 専門学校 専門学校公務員ゼミナール佐賀校

長崎 専門学校 公務員ゼミナール佐世保校

熊本 専門学校 大原スポーツ公務員専門学校熊本校

熊本 専門学校 専修学校熊本壺溪塾

大分 専門学校 IVY総合技術工学院

大分 専門学校 大原簿記公務員専門学校大分校
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大分 専門学校 各種学校

大分 専門学校 大分スクールオブビジネス

宮崎 専門学校 大原簿記公務員専門学校宮崎校

宮崎 専門学校 宮崎ビジネス公務員専門学校

鹿児島 専門学校 鹿児島情報ビジネス公務員専門学校

沖縄 専門学校 沖縄大原簿記公務員専門学校

沖縄 専門学校 沖縄情報経理専門学校沖縄校

沖縄 専門学校 沖縄情報経理専門学校名護校

沖縄 専門学校 沖縄情報経理専門学校那覇校

沖縄 専門学校 海邦電子ビジネス専門学校

沖縄 専門学校 専門学校尚学院国際ビジネスアカデミー

沖縄 専門学校 SOLA沖縄保健医療工学院

沖縄 専門学校 大育情報ビジネス専門学校

沖縄 専門学校 専門学校那覇日経ビジネス

沖縄 専門学校 専門学校日経ビジネス

沖縄 各種スクール ヒューマンアカデミー那覇校


