
令和３年８月３１日
埼 　　玉 　　県

（公立大学）

確認大学等の名称 確認大学等の所在地 設置者の名称 設置者の主たる事務所の所在地 備考

埼玉県立大学 埼玉県越谷市三野宮820番地 公立大学法人埼玉県立大学 埼玉県越谷市三野宮820番地

（公立専門学校）

確認大学等の名称 確認大学等の所在地 設置者の名称 設置者の主たる事務所の所在地 備考

埼玉県立高等看護学院 埼玉県熊谷市板井1696 埼玉県 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1

埼玉県農業大学校 埼玉県熊谷市樋春2010 埼玉県 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1

（私立専門学校）

確認大学等の名称 確認大学等の所在地 設置者の名称 設置者の主たる事務所の所在地 備考

葵メディカルアカデミー 埼玉県深谷市西島町3-14-4 学校法人葵学園 埼玉県上尾市井戸木2-2-1

秋草学園福祉教育専門学校 埼玉県所沢市東所沢1-11-11 学校法人秋草学園 埼玉県所沢市泉町1789

上尾市医師会上尾看護専門学校 埼玉県上尾市原市3494-4 一般社団法人上尾市医師会 埼玉県上尾市春日2-10-33

上尾中央医療専門学校 埼玉県上尾市大字平塚678-1 学校法人康学舎 埼玉県上尾市大字平塚678-1

アルスコンピュータ専門学校 埼玉県熊谷市鎌倉町124 学校法人郷学舎 埼玉県熊谷市鎌倉町124

浦和学院専門学校 埼玉県さいたま市桜区田島9-4-10 学校法人明星学園 埼玉県さいたま市緑区代山172

浦和専門学校 さいたま市浦和区東高砂町30番8号 学校法人古藤学園 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町30番8号

大川学園医療福祉専門学校 埼玉県飯能市下加治345 学校法人大川学園 埼玉県飯能市下加治345

大原医療秘書福祉専門学校大宮校 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-61-1 学校法人大原学園 東京都千代田区西神田1-2-10

大原こども専門学校 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-6 学校法人大原学園 東京都千代田区西神田1-2-10

大原法律公務員専門学校大宮校 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-111-1 学校法人大原学園 東京都千代田区西神田1-2-10

大原簿記情報ビジネス専門学校大宮校 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-13-2 学校法人大原学園 東京都千代田区西神田1-2-10

大宮医療秘書専門学校 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-197-1 学校法人三幸学園 東京都文京区本郷3-23-16

大宮国際動物専門学校 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-289-2 学校法人シモゾノ学園 東京都世田谷区上馬４丁目３番２号

大宮こども専門学校 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-197-1 学校法人三幸学園 東京都文京区本郷3-23-16

大宮歯科衛生士専門学校 埼玉県さいたま市大宮区下町3-47 一般社団法人大宮歯科医師会 埼玉県さいたま市大宮区下町3-47

大宮スイーツアンドカフェ専門学校 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-389-3 学校法人三幸学園 東京都文京区本郷3-23-16

大宮ビューティーアンドブライダル専門学校 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-389-3 学校法人三幸学園 東京都文京区本郷3-23-16

大宮理容美容専門学校 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-92 学校法人藤森学園 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-92

川口文化服装専門学校 埼玉県川口市幸町3-5-33 学校法人文化学園 埼玉県川口市幸町3-5-33

関東福祉専門学校 埼玉県鴻巣市中央23-10 学校法人恵済学園 埼玉県さいたま市岩槻区飯塚50

北里大学看護専門学校 埼玉県北本市荒井6-102 学校法人北里研究所 東京都港区白金5-9-1

大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号）
による修学支援の対象機関となる大学等（確認大学等）について

https://www.spu.ac.jp/about/disclosure/
https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0715/index.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/b0921/admission/index.html
https://www.aoi.ac.jp/medical/news/1858/index.html
https://www.akikusa-wf.ac.jp/?page_id=712
https://www.ageons.jp/entranceguide/scholarship.html
https://acmc.ac.jp/about/disclosure.php
https://www.arsnet.ac.jp/school/information.html
https://ugs.ac.jp/school/rules/
https://urasen.jp/about/report/
https://www.ohkawa.jp/情報公開/修学支援の情報/
https://www.o-hara.ac.jp/about/joho/
https://www.o-hara.ac.jp/about/joho/
https://www.o-hara.ac.jp/about/joho/
https://www.o-hara.ac.jp/about/joho/
https://www.sanko.ac.jp/omiya-med/
https://www.iac.ac.jp/school-report.html
https://www.sanko.ac.jp/omiya-child/
http://www.odhs.info/app-def/S-101/html/admission_kyoiku.html#koutou
https://www.sanko.ac.jp/omiya-sweets/
https://www.sanko.ac.jp/omiya-beauty/
http://omiyaribi.ac.jp/assessment/
http://www.fashionbunka.jp/college/document.html
https://kantofukushi.ac.jp/disclosure/
https://www.kitasato-u.ac.jp/kango-gko/about/release.html


（私立専門学校）

確認大学等の名称 確認大学等の所在地 設置者の名称 設置者の主たる事務所の所在地 備考

呉竹医療専門学校 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-185-1 学校法人呉竹学園 東京都新宿区四谷三栄町16-12

国際航空専門学校 埼玉県所沢市久米354 学校法人浅野学園 埼玉県所沢市久米354

越谷保育専門学校 埼玉県越谷市東越谷3-10-2 学校法人ワタナベ学園 埼玉県吉川市保1-21-7

埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校 埼玉県川越市鴨田1940-1 学校法人埼玉医科大学 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38

埼玉医療福祉会看護専門学校 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38 社会福祉法人埼玉医療福祉会 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38

埼玉医療福祉専門学校 埼玉県上尾市井戸木2-2-1 学校法人葵学園 埼玉県上尾市井戸木2-2-1

埼玉県理容美容専門学校 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-4-24 学校法人埼玉県理容美容専門学校 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-4-24

埼玉コンピュータ＆医療事務専門学校 埼玉県さいたま市大宮区上小町1450-3 学校法人実学舎 埼玉県さいたま市大宮区上小町1450ｰ3

埼玉福祉保育医療専門学校 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-88-2 学校法人東京滋慶学園 東京都大田区大森北1-18-2

埼玉ベルエポック製菓調理専門学校 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-25 学校法人東京滋慶学園 東京都大田区大森北1-18-2

坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校 埼玉県坂戸市大字石井2326-16 一般社団法人坂戸鶴ヶ島医師会 埼玉県坂戸市大字石井2327-5

幸手看護専門学校 埼玉県幸手市香日向4-5-1 学校法人橘心学園 埼玉県幸手市香日向4-5-1

西武学園医学技術専門学校 埼玉県所沢市泉町1806 学校法人文理佐藤学園 埼玉県所沢市泉町1806

西武調理師アート専門学校 埼玉県所沢市松葉町4-23 学校法人文理佐藤学園 埼玉県所沢市泉町1806

専門学校越生自動車大学校 埼玉県入間郡越生町上野東1-3-2 学校法人一川学園 埼玉県入間郡越生町上野東1-3-2

専門学校関東工業自動車大学校 埼玉県鴻巣市糠田2618-8 学校法人正興学園 埼玉県鴻巣市糠田2618-8

専門学校埼玉自動車大学校 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室1123 学校法人佐藤栄学園 埼玉県さいたま市大宮区上小町476

専門学校東萌ビューティーカレッジ 埼玉県越谷市七左町1-337-3 学校法人小池学園 埼玉県越谷市新越谷2-18-6

専門学校日本医科学大学校 埼玉県越谷市七左町1-314-1 学校法人村上学園 東京都豊島区南大塚1-58-7

中央情報専門学校 埼玉県新座市東北2-33-10 学校法人中央情報学園 埼玉県新座市東北2-33-10

テクノ・ホルティ園芸専門学校 埼玉県行田市埼玉4758-1 学校法人伊東学園 埼玉県行田市埼玉4758-1

東京ＩＴ会計公務員専門学校大宮校 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-152-1 学校法人立志舎 東京都墨田区錦糸1-2-1

東武医学技術専門学校 埼玉県さいたま市岩槻区飯塚50 学校法人恵済学園 埼玉県さいたま市岩槻区飯塚50

戸田中央看護専門学校 埼玉県戸田市本町1-8-16 医療法人社団東光会 埼玉県戸田市本町1-19-3

獨協医科大学附属看護専門学校三郷校 埼玉県三郷市彦成3-11-21 学校法人獨協学園 埼玉県草加市学園町1-1

ホンダテクニカルカレッジ関東 埼玉県ふじみ野市鶴ヶ岡5-2-2 学校法人ホンダ学園 埼玉県ふじみ野市鶴ヶ岡5-2-2

ミス・パリ・ビューティ専門学校大宮校 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-46 学校法人ミスパリ学園 愛知県名古屋市東区桜1-8-3

山手ビジネスカレッジ 埼玉県坂戸市千代田4-10-8 学校法人愛光学園 埼玉県坂戸市千代田4-10-8

吉川福祉専門学校 埼玉県吉川市保1-23-14 学校法人ワタナベ学園 埼玉県吉川市保1-21-7

（※１）国公私立の別、学校種別の一覧表とする。
（※２）「備考」欄は、確認の辞退の届出があった場合などに、その情報を表示する。

http://www.kuretakeiryo.ac.jp/about/public_info.html
http://www.asano-kac.ac.jp/outline/information-disclosure/
https://www.koshigaya-hoiku.ac.jp/school/info.php
https://www.saitama-med-kango.jp/about/greeting.php
http://www.moro-nurs-col.ac.jp/overview/educational-philosophy.html
https://aoi.ac.jp/saitama/jouhou/index.html
http://r.goope.jp/penginweb/menu/c370087
https://www.saitama-cmcc.ac.jp/2021/school/pub_burden-reduction.html
https://www.scw.ac.jp/school/jyouhou/
https://www.saitamabelle.ac.jp/belle/jyouhou/
https://www.sakatsuru-kango.ac.jp/admission.html
http://www.satte-kango.ac.jp/info/enter/3570/
https://www.bunri-c.ac.jp/data/index.html
https://www.bunri-c.ac.jp/data/index.html
http://www.ogosejidai.ac.jp/%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%85%ac%e9%96%8b/%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%ad%89%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e4%bf%ae%e5%ad%a6%e3%81%ae%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e6%b3%95
https://kanto-koudai.com/school/#information
https://www.saijidai.ac.jp/info/evaluation/
http://www.toho-beauty.jp/information
http://nihon-ika.ac.jp/school-info/1923/
http://www.ccmc.ac.jp/information/
https://www.ito.ac.jp/about/#a_info
https://www.all-japan.ac.jp/disclosure/#omiya
https://www.tobuigaku.ac.jp/intelligence
https://www.toda-ns.ac.jp/information-disclosure/study-support/
https://www.dokkyomed.ac.jp/misato/school/study-support.html
http://www.hondacollege.ac.jp/honda_e/about/disclosure/
https://www.miss-paris.ac.jp/omiya/info/
https://aiko.ac.jp/data/
https://www.yoshikawa-fukushi.ac.jp/about/data.html

