
（注）設置する学科等の詳細については、各学校へお問い合わせください。

○専修学校(専門課程：1年以上2年未満)

国公
私立別

学校名 課程名 学　科　名

製菓1年制学科 1年 （昼）

〒802-0002 TEL 093-551-0820 医療事務1年制学科 1年 （昼）

〒803-0841 TEL 093-561-3914

〒802-0002 TEL 093-551-0820

〒803-0812 TEL 093-583-3346

整体セラピスト学科 1年 （昼）

〒802-0077 TEL 093-932-5100 生涯トータルビューティ学科 1年 （昼）

〒810-0041 TEL 092-731-7421

〒810-0021 TEL 092-737-3153

福岡市中央区赤坂1-10-10

〒810-0042 TEL 092-716-0094

〒812-0011 TEL 092-441-0034

公務員公安職学科 1年 （昼）

〒812-0011 TEL 092-441-0035 公務員行政職学科 1年 （昼）

〒815-0035 TEL 092-512-7978

〒812-0026 TEL 092-271-2281

調理師科1年コース 1年 （昼）

〒810-0014 TEL 092-523-0411 調理師科夜間コース 1.5年 （夜）

製パン学科 1年 （昼）

製菓衛生師科 1年 （昼）

歯科アシスタント科 1年 （昼）

〒812-0013 TEL 092-481-3354 医療事務科 1年 （昼）

〒812-0887 TEL 092-501-3261

公務員専攻科 1年 （昼）

〒812-0016 TEL 092-415-2314 公務員中上級教養本科 1年 （昼）

公務員中上級専攻科 1年 （昼）

公務員本科 1年 （昼）

〒812-0016 TEL 092-432-3591 公務員専攻科 1年 （昼）

〒810-0003 TEL 092-711-0401

エステ科 1年 （昼）

〒830-0039 TEL 0942-32-3809 メイク科 1年 （昼）

調理師本科 1年 （昼）

〒838-0197 TEL 0942-72-8881 製菓衛生師本科 1年 （昼）

専門課程　計 32

平岡調理･製菓専門学校
小郡市大保１４５１

専門課程

20

福岡南美容専門学校
久留米市花畑１－１－１

専門課程

ＫＣＳ福岡情報専門学校
福岡市中央区春吉１－１１－８

専門課程 情報ライセンス科（10月入校） 1年 （昼）

麻生公務員専門学校
福岡校

福岡市博多区博多駅南１－１４－１４

専門課程

専門学校公務員ゼミナール
福岡市博多区博多駅南２－１４－５

専門課程

福岡国土建設専門学校
福岡市博多区三筑２－７－８

専門課程 測量技術科 1年 （昼）

中村調理製菓専門学校

福岡市中央区平尾２－１－２１

専門課程

福岡医療秘書福祉専門学校
福岡市博多区博多駅東１－１６－２２

専門課程

公務員本科1年制学科 1年

福岡市中央区今泉1-4-18
Ｆ・Ｃフチガミ医療福祉専門学校 専門課程 医療事務科 1年

1年

（昼）

専門学校ＣＫＧビジネスカレッジ
（旧：専門学校コンピュータ教育学院大橋校）

福岡市南区向野２－１０－３０
専門課程

大原スポーツ公務員専門学校
福岡校

福岡市博多区上川端町１４－１３
専門課程

ビジネスライセンス科

（昼）

福岡デザイン専門学校 専門課程 リカレントデザイン科 1年 （昼）

令和３年度  若年者専修学校等技能習得資金貸与事業対象校名簿

令和３年１月末現在

住所（電話番号） 修業年限

私
　
　
　
　
　
　
　
　
立

大原医療福祉製菓専門学校
小倉校

北九州市小倉北区京町３－１５－４
専門課程

専門学校九州テクノカレッジ
北九州市小倉北区清水４－８－１

1年 （昼）

専門課程

大原簿記公務員専門学校
小倉校

北九州市小倉北区京町３－９－２０
専門課程

医療ビジネス専門学校
福岡市博多区博多駅前３－２８－１１

専門課程

公務員ビジネス専門学校
福岡市博多区博多駅前３－２９－８

専門課程

ＩＬＰお茶の水医療福祉専門学校
福岡市中央区大名１－９－５１

（注）変更になっている場合がありますので、ご注意ください。

（昼）メディカルアシスタント科

麻生公務員専門学校
北九州校

北九州市小倉北区室町３－２－６２
専門課程

専門課程 総合情報科 1年 （昼）

九州医療スポーツ専門学校
北九州市小倉北区馬借１－１－２

（昼）公務員専攻科 1年

医療事務科 1年 （昼）専門課程

公務員本科1年制学科 1年 （昼）



○専修学校(高等課程：1年以上)

国公
私立別

学校名 課程名 学　科　名

〒804-0093 TEL 093-871-4794

〒802-0076 TEL 093-551-3183

〒805-0062 TEL 093-671-1507

〒814-0001 TEL 092-852-1530

〒836-0843 TEL 0944-52-7698

〒830-0013 TEL 0942-34-4189

〒822-0034 TEL 0949-22-0512

〒820-0040 TEL 0948-22-3559

〒825-0002 TEL 0947-42-3267

〒832-0827 TEL 0944-72-8086

〒834-0063 TEL 0943-24-4877

〒824-0002 TEL 0930-22-1804

〒828-0021 TEL 0979-82-0607

〒818-0132 TEL 092-922-5684

〒811-3216 TEL 0940-42-7928

〒810-0001 TEL 092-761-6155

〒810-0041 TEL 092-741-3897

17

○専修学校（一般課程：1年以上）

国公
私立別

学校名 課程名 学　科　名

調理師科1年コース 1年 （昼）

〒802-0001 TEL 093-522-1415 製菓衛生師科 1年 （昼）

〒810-0001 TEL 092-761-6155

1年 （昼）

〒812-0018 TEL 092-471-1901 1年 （夜）

洋裁科 4年 （昼）

〒836-0046 TEL 0944-52-5716 洋裁科 2年 （夜）

〒830-0044 TEL 0942-32-3786

調理師本科 1年 （昼）

〒838-0197 TEL 0942-72-8881 製菓衛生師本科 1年 （昼）

9

○各種学校

国公
私立別

学校名

2年 （昼）

〒805-0061 TEL 093-663-2223 2年 （昼）

〒810-0074 TEL 092-712-1494

〒811-3305 TEL 0940-52-0169

平岡調理・製菓専門学校
小郡市大保１４５１

一般課程

一般課程　計 6

住所（電話番号） 学　科　名

美容科 2年

修業年限

私
　
　
　
　
　
　
　
　
立

北九州調理製菓専門学校
北九州市小倉北区浅野２－１８－２８

一般課程

福岡調理師専門学校
福岡市中央区天神３－６－３５

一般課程 調理師本科 1.5年

専修学校紫苑学院
大牟田市本町３－５－２０

一般課程

（夜）

（夜）

各種学校　計 3 4

修業年限

公立 北九州市立高等理容美容学校
北九州市八幡東区西本町２－２－１ 理容科

美容科

（昼）

私
立

田中重子製帽専門学院
福岡市中央区大手門２－４－４

制帽科 3年 （昼）

宮地嶽神社附属高等女子文華学園
福津市宮司１３０４

洋・和裁本科 1年

調理師本科 1年 （昼）

九州電気専門学校
福岡市博多区住吉４－４－５

一般課程 電気工事士科

専門学校久留米ドレスメーカー女学院
久留米市本町１８－２７

一般課程 洋裁科 1年

（昼）福岡理容美容専門学校
福岡市中央区大名２－２－９

高等課程

高等課程　計 17

住所（電話番号）

福岡調理師専門学校
福岡市中央区天神３－６－３５

高等課程

筑紫看護高等専修学校
太宰府市国分３－１３－１

高等課程 准看護師科 2年 （昼）

高等課程 准看護師学科 2年 （昼）福間看護高等専修学校
福津市花見が浜１－５－１

豊前築上医師会看護高等専修学校
豊前市八屋１５２２－２

高等課程 准看護師科 2年 （昼）

京都医師会看護高等専修学校
行橋市東大橋２－９－２

高等課程 准看護師科 2年 （昼）

八女筑後看護専門学校
八女市本村６５６－１

高等課程 准看護科 2年 （昼）

柳川山門医師会看護高等専修学校
柳川市三橋町蒲船津１４０１－１０

高等課程 准看護科 2年 （昼）

田川看護高等専修学校
田川市伊田２７３５－２３

高等課程 准看護師科 2年 （昼）

飯塚医師会看護高等専修学校
飯塚市吉原町1-1　サンメディラック飯塚3F 

高等課程 准看護師科 2年 （昼）

2年

直方看護専修学校
直方市山部８０８－１３

高等課程 准看護師科 2年 （昼）

久留米医師会看護専門学校
久留米市櫛原町４５

高等課程 准看護科 2年 （昼）

北九州小倉看護専門学校
北九州市小倉北区中島１－１９－１７

高等課程 准看護師科 2年 （昼）

私
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立

八幡医師会看護専門学院
北九州市八幡東区平野２－１－１

高等課程 准看護師科

（昼）

大牟田医師会看護専門学校
大牟田市不知火町３－１０４

高等課程 准看護科 2年 （昼）

2年 （昼）

福岡市医師会看護専門学校
福岡市早良区百道浜１－６－９

高等課程 准看護師科

令和３年１月末現在

住所（電話番号） 修業年限

公立 北九州市立戸畑高等専修学校
北九州市戸畑区沢見１－３－４７

高等課程 クリエイティブ･ファッション科 3年 （昼）

令和３年度  若年者専修学校等技能習得資金貸与事業対象校名簿


