
（８）専修学校

宇都宮市　（３０校）
電話番号 設置者 認可年月日
(FAX番号) （代表者） （法人認可年月日）

8613 ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾋﾞｼﾞﾈｽﾗﾝｹﾞｰ
ｼﾞ専門学校

028-660-1155 〒321-0954 宇都宮市元今泉6-3-10 学校法人 永井学園 小林 節子 商業実務専門 ﾎﾃﾙ学科 ２年 60名 昭51. 3.30

(662-7554) （小林 節子） 文化教養専門 ﾗﾝｹﾞｰｼﾞ学科 ２年 40名 (昭27. 2.28)

ﾗﾝｹﾞｰｼﾞ特別専攻科 １年 15名

工業専門 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ学科 ２年 60名

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ特別専攻科 １年 15名

服飾・家政専門 ﾌｧｯｼｮﾝ学科 ２年 60名

ﾌｧｯｼｮﾝ特別専攻科 １年 10名

8651 石山和装専門学校 028-622-0619 〒321-0966 宇都宮市今泉1-4-34 小寺　敏子 小寺　敏子 服飾・家政専門 和裁科 ３年 30名 昭51. 3.30

(621-3366) 技術研究科 １年 30名

和裁科（夜） ３年 25名

服飾・家政高等 和裁科 ３年 20名

8653 和氣和裁専門学校 028-633-5922 〒320-0812 宇都宮市一番町2-18 和氣 由利子 和氣 由利子 服飾・家政専門 和裁科 ３年 25名 昭51. 3.30

(635-6261) 研究科 １年 20名

8718 028-621-4398 〒320-8580 宇都宮市中戸祭1-10-37 独立行政法人国立病院
機構

田村 明彦 医療専門 看護学科 ３年 40名 昭51. 4. 1

(621-4398) (平16. 4. 1)

8704 済生会宇都宮病院看護専
門学校

028-626-5533 〒321-0974 宇都宮市竹林町945-1 野間　重孝 医療専門 看護学科 ３年 40名 昭27. 4. 1

(626-5782) (昭 6. 5.26)

8659 明美和装専門学校 028-643-6439 〒320-0074 宇都宮市細谷町371-12 池田 洋子 池田 洋子 服飾・家政専門 和裁科 ３年 40名 昭53. 3.13

(643-6440) 研究科 １年 20名

8791 宇都宮美容専門学校 028-658-2793 〒321-0108 宇都宮市春日町16-4 益子 登美江 有吉 幸子 衛生専門 美容学科 ２年 40名 昭53. 3.13

(658-2954) 衛生高等 美容学科 ２年 40名

ﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨ学科 １年 40名

8792 栃木県美容専門学校 028-651-5210 〒321-0945 宇都宮市宿郷2-10-11 栃木県美容業生活衛生
同業組合

長谷川 潤 衛生専門 美容科 ２年 70名 昭53.12. 6

(634-9679) 衛生高等 美容科 ２年 20名

8782 ｱｲ･ｴﾌ･ｼｰ大学校 028-662-7166 〒321-0901 宇都宮市平出町3580-3 学校法人 三友学園 梅野　仁 衛生専門 調理師科 １年 ４０名 昭56. 3. 9

調理技術マネジメント科 1年 20名

発酵醸造科 1年 40名

(662-7167) （高久 和男） 　 製菓衛生師科 1年 60名

法人番号　9060005000816

学校
番号

学校名 所在地

法人番号　1013205001281

法人番号　7060005000611

校長 課程 学科・修業年限・入学定員法人番号

独立行政法人国立病院機
構栃木医療センター附属
看護学校

社会福祉法人 恩賜財団
済生会支部栃木県済生
会

法人番号　5060005000828
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電話番号 設置者 認可年月日
(FAX番号) （代表者） （法人認可年月日）

学校
番号

学校名 所在地 校長 課程 学科・修業年限・入学定員法人番号

8821 宇都宮ﾒﾃﾞｨｱ･ｱｰﾂ専門学
校

028-610-7070 〒320-0806 宇都宮市中央1-10-12 学校法人 宇都宮美術学
院

法人番号　3060005000805 島田 繁雄 文化教養専門 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ科 ２年 40名 昭56. 3.30

(632-8050) （清水　崇司） 放送・映像・音響科 ２年 25名 (昭57. 3.29)

まんがｱｰﾄ科 ２年 25名

ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ研究科 １年 20名

工業専門 建築ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ科 ２年 20名

建築ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ研究科 １年 20名

文化教養一般 美術大学受験科昼間部 １年 20名

美術大学受験科夜間部 １年 40名

8708 028-625-2217 〒321-0974 宇都宮市竹林町968 公益財団法人 宇都宮市医
療保健事業団

法人番号　6060005007624 北條 茂男 医療専門 歯科衛生士科 ３年 50名 昭58. 3. 1

(625-2326) (昭57. 2.26)

8709 028-625-2216 〒321-0974 宇都宮市竹林町968 公益財団法人 宇都宮市医
療保健事業団

法人番号　6060005007624 松本　国彦 医療高等 准看護学科 ２年 40名 昭58. 3.22

(625-2580) (昭57. 2.26)

8841 宇都宮ﾋﾞｼﾞﾈｽ電子専門学
校

028-635-3211

(635-3210)

〒320-0867 宇都宮市大寛1-1544 大久保 知裕 羽石 良久 工業専門 電子情報処理科 ２年
３年

80名
30名

昭59. 2.28

情報処理科（夜） ２年 10名

商業実務専門 経営ﾋﾞｼﾞﾈｽ科 ２年 30名

医療秘書科 ２年 40名

情報経理科 ２年 25名

公務員ﾋﾞｼﾞﾈｽ科 １年
２年

40名
40名

幼児保育ﾋﾞｼﾞﾈｽ科 ３年 25名

経営情報科 ４年 40名

公益財団法人宇都宮市医
療保健事業団附属宇都宮
歯科衛生士専門学校

公益財団法人宇都宮市医
療保健事業団附属宇都宮
准看護高等専修学校
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電話番号 設置者 認可年月日
(FAX番号) （代表者） （法人認可年月日）

学校
番号

学校名 所在地 校長 課程 学科・修業年限・入学定員法人番号

8843 国際情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 028-622-8110 〒320-0811 宇都宮市大通り1-2-5 学校法人 ﾃｨﾋﾞｨｼｨ学院 法人番号　8060005000825 大森　義紀 工業専門 昭60. 3.16

(625-7330) （齋藤 武士） (昭60. 3.16)

AIエンジニア学科 ２年 20名

ゲームアプリクリエイター学科 ２年 20名

商業実務専門 総合ビジネス学科 ２年 20名

国際ホテル観光サービス学科 ２年 20名

国際ＩTﾋﾞｼﾞﾈｽ学科

１．５年
２年
３年
４年

130名

文化教養専門 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｸﾘｴｲﾀｰ学科 ２年 30名

eスポーツ学科 ２年 20名

公務員学科 １年 30名

公務員総合学科 ２年 20名

日本語学科 １.５年
２年 40名

8711 栃木介護福祉士専門学校 028-652-5070 〒320-0061 宇都宮市宝木町2-988-5 社会福祉法人 蓬愛会 法人番号　9060005003042 絹木 憲司 教育社会福祉専門 介護福祉学科 ２年 40名 平 3. 3.20

(652-5077) (昭60. 6.17)

8852 宇都宮日建工科専門学校 028-639-0510 〒321-0934 宇都宮市簗瀬4-3-13 学校法人 日建学園 法人番号　4060005000829 高野　益幸 工業専門 建築設計科 ２年 80名 平 4. 3.10

(639-0511) （伊藤 登） 建築ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ科 ２年 40名 (平 4. 3.10)

建築設計研究科 １年 60名

建築士養成科（通信制） ２年 30名

文化・教養一般 日本語学科 １年
1.5年
２年

20名
20名
20名

8853 専修学校宇都宮書道学校 028-645-5480 〒321-0155 宇都宮市西川田南1-8-12 見目 光治 吉田　道夫 文化・教養一般 書道本科 １年 80名 平 4. 3.10

(658-5815)

8784 ｱｲ･ｴﾌ･ｼｰ栄養専門学校 028-663-4511 〒321-0901 宇都宮市平出町3580-5 学校法人 三友学園 梅野　仁 衛生専門 栄養士養成学科 ２年 80名 平 7. 3.31

(663-7088) （高久 和男） (昭56. 3. 9)

４年
３年
２年

10名
10名
20名

情報処理学科

法人番号　9060005000816
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電話番号 設置者 認可年月日
(FAX番号) （代表者） （法人認可年月日）

学校
番号

学校名 所在地 校長 課程 学科・修業年限・入学定員法人番号

8605 宇都宮ｱｰﾄｱﾝﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ専門
学校

028-610-5800 〒320-0867 宇都宮市大寛1-2165 学校法人 大久保育英会 市田 英雄 文化教養専門 声優・ｱﾅｳﾝｽ科 ２年 ３５名 平11. 2.24

(632-7640) （大久保 知裕） 芸術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 ２年 ３５名 (平11. 2.24)

文芸創作科 ２年 15名

ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ科 ２年 15名

商業実務専門 情報ビジネス科 ２年 30名

情報ビジネス専修科 ２年 20名

ｽﾎﾟｰﾂﾋﾞｼﾞﾈｽ科 ２年 35名

8606 国際看護介護保育専門学
校

028-622-8199 〒320-0811 宇都宮市大通り1-2-5 学校法人 ﾃｨﾋﾞｨｼｨ学院 大森　義紀 教育・社会福祉専門 介護福祉学科 ２年 60名 平11. 3. 1

(625-7330) （齋藤 武士） 福祉総合学科 ２年 30名 (昭60. 3.16)

こども学科 ３年 40名

こども保育学科 ２年 20名

商業実務専門 医療事務学科 ２年 40名

医療専門 看護学科 ３年 40名

8847 ｵﾘｵﾝＩＴ専門学校 028-614-3410 〒320-0851 宇都宮市鶴田町2765-4 石川 尚子 石川 尚子 商業実務専門 情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ科昼間部 ２年 120名 平16.11.25

(614-3411) 情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ科夜間部 ２年 40名

8793 国際ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｭｰﾃｨ専門学
校

028-614-2336 〒320-0804 宇都宮市二荒町6-6 学校法人 ﾃｨﾋﾞｨｼｨ学院 刑部　節 文化・教養専門 ﾌｧｯｼｮﾝ学科 ２年 20名 平16.12.28

(614-2452) （齋藤 武士） ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ学科 ２年 22名 (昭60. 3.16)

衛生専門 ｴｽﾃﾃｨｯｸﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨ１年学科 １年 ２名

ｴｽﾃﾃｨｯｸﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨ学科 ２年 16名

ﾒｲｸ･ﾈｲﾙ学科 ２年 20名

8854 国際ﾍﾟｯﾄ総合専門学校 028-614-2337 〒320-0804 宇都宮市二荒町6-6 学校法人 ﾃｨﾋﾞｨｼｨ学院 刑部　節 文化・教養専門 ﾍﾟｯﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ学科 ３年 20名 平16.12.28

動物看護師学科 ２年 20名 (昭60. 3.16)

(614-2452) （齋藤 武士） ﾄﾘﾏｰ学科 ２年 25名

ﾄﾞｯｸﾞﾄﾚｰﾅｰ＆ｱﾆﾏﾙｹｱ学科 ２年 30名

8719 報徳看護専門学校 028-688-4040 〒321-0106 宇都宮市上横田町1302-12 医療法人 報徳会 山根　美智子 医療専門 看護学科 ３年 40名 平18.12.22

(688-4041) (昭35.12.24)

法人番号　1060005000963

法人番号　1060005000807

法人番号　8060005000825

法人番号　8060005000825

法人番号　8060005000825
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電話番号 設置者 認可年月日
(FAX番号) （代表者） （法人認可年月日）

学校
番号

学校名 所在地 校長 課程 学科・修業年限・入学定員法人番号

8855 大原簿記情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ医療
専門学校宇都宮校

028-637-9100 〒321-0953 宇都宮市東宿郷2-5-4 学校法人 大原学園 高橋 研 商業実務専門 経理本科２年制学科 ２年 150名 平24. 3.21

(637-9101) （中川　和久） 　 経理本科１年制学科 １年 30名 (昭54. 4.1)

8856 大原ｽﾎﾟｰﾂ公務員専門学
校宇都宮校

028-637-9100 〒321-0953 宇都宮市東宿郷2-5-4 学校法人 大原学園 高橋 研 文化・教養専門 ｽﾎﾟｰﾂ学科 ２年 30名 平24. 3.21

(637-9101) （中川　和久） 　 公務員学科 ２年
１年

80名
40名

(昭54. 4.1)

8857 国際ﾃｸﾆｶﾙ理容美容専門
学校

028-622-3091 〒320-0811 宇都宮市大通り4-1-19 学校法人 ﾃｨﾋﾞｨｼｨ学院 小林 芳靖 衛生専門 理容学科 ２年 25名 平24. 3.21

(622-3092) （齋藤 武士） 　 美容学科 ２年 60名 (昭60. 3.16)

衛生一般 理容師養成科 ２年 5名

8858 国際テクニカル調理製菓専
門学校

028-622-3090 〒320-0811 宇都宮市大通り4-1-19 学校法人 ﾃｨﾋﾞｨｼｨ学院 小林 芳靖 衛生専門 調理経営学科 ２年 80名 平24. 3.21

調理師学科 １年 40名

(622-3092) （齋藤 武士） 　 製菓衛生師養成学科 １年 20名 (昭60. 3.16)

8859 国際TBC高等専修学校 028-627-9237 〒321-0966 宇都宮市今泉2-10-12 学校法人 ﾃｨﾋﾞｨｼｨ学院 大森　義紀 文化教養高等 総合ｷｬﾘｱ学科 ３年 120名 平24. 3.21

(627-9238) （齋藤 武士） (昭60. 3.16)

8861 セントメリー外語専門学校 028-627-9211 〒320-0811 宇都宮市大通り4-2-10 黒岩 美沙 黒岩 美沙 文化教養専門 通訳学科 ２年 160名 平26. 3.18

(627-9219)

法人番号　8060005000825

法人番号　3010005002310

法人番号　8060005000825

法人番号　8060005000825

法人番号　3010005002310
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電話番号 設置者 認可年月日
(FAX番号) （代表者） （法人認可年月日）

学校
番号

学校名 所在地 校長 課程 学科・修業年限・入学定員法人番号

8741 専門学校足利ｺﾐｭﾆﾃｨｰｶ
ﾚｯｼﾞ

0284-41-6131 〒326-0803 足利市家富町6-3 学校法人 大貫学園 法人番号　7060005006377 大貫 輝 服飾家政専門 ｱﾊﾟﾚﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ科 ２年 40名 昭51. 3.30

(44-0723) （大貫 輝） ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ科 １年 20名 (昭26. 2. 6)

文化教養専門 日本語学科 (４月) １年 40名

日本語学科 (10月) １．５年 40名

8621 足利ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾋﾞｭｰﾃｨ専門学
校

0284-72-2981 〒326-0822 足利市田中町914 学校法人 白百合学園 清水 博 文化教養専門 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ科 ２年 40名 昭51.12.24

(70-1981) （田鶴 志郎） ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ科 ２年 20名 (昭42. 3. 6)

ﾌﾟﾚ・ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ科 1年 10名

ﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻科 １年 5名

服飾・家政専門 ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ科 ２年 40名

ﾌｧｯｼｮﾝ研究科 １年 10名

衛生専門 美容総合科 ２年 120名

美容ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ科 １年 5名

ﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨ科 ２年 40名

ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ･ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ科 ２年 30名

8717 足利製菓専門学校 0284-70-1414 〒326-0822 足利市田中町914 学校法人 白百合学園 法人番号　5060005006379 清水 博 教育・社会福祉専門 福祉医療秘書学科 ２年 40名 平 9. 3.14

(70-1470) （田鶴 志郎） 衛生専門 パティシエ科 ２年 40名 (昭42. 3. 6)

調理製菓科 ２年 40名

8683 専門学校Tochigi Global
Fashion Business College

0282-22-1222 〒328-0053 栃木市片柳町1-30-20 学校法人 荒川学園 荒川 貴美子 服飾・家政専門 ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ科 ２年 150名 昭51. 3.30

(24-6256) （荒川 泰幸） (昭51.10.13)

8742 ﾔﾏﾄﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学
校

0282-23-1211 〒328-0051 栃木市柳橋町7-7 学校法人 ヤマト学園 出井 國介 服飾・家政専門 ファッションビジネス科 ２年 320名 昭51. 9. 2

(23-1405) （出井　國介） ファッションビジネス専攻科 １年 60名 (平25.3.18)

8715 ﾏﾛﾆｴ医療福祉専門学校 0282-28-0030 〒328-0027 栃木市今泉町2-6-22 学校法人 産業教育事業
団

羽山　潔 教育・社会福祉専門 福祉心理学科 ４年 － 平 7. 3.31

(28-1139) （最能　香） 社会福祉学科 ３年 － (昭59.12.24)

介護福祉学科 ２年 20名

医療専門 理学療法学科 ４年 28名

作業療法学科 ４年 24名

看護学科 ３年 80名

助産学科 １年 30名

法人番号　4060005005456

足利市　（３校）

栃木市　（３校）

法人番号　3060005007866

法人番号　5060005006379

法人番号　7060005005461
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電話番号 設置者 認可年月日
(FAX番号) （代表者） （法人認可年月日）

学校
番号

学校名 所在地 校長 課程 学科・修業年限・入学定員法人番号

8864 NIKKO外語観光専門学校 0288-25-3701 〒321-2522 日光市鬼怒川温泉大原字坂
ノ下851-1

学校法人　行廣国際学
園

法人番号　5060005009555 行廣　智明 文化・教養専門 通訳・ガイド学科 ２年 40名 平31.3.7

（行廣　智明） 通訳・ガイド実践学科 １年 40名 (平31.3.7)

　小山市　（８校）

8712 中央福祉医療専門学校 0285-28-2941 〒323-0812 小山市土塔234-2 学校法人 中央学園 宮杉 早苗江 教育・社会福祉専門 介護福祉科 ２年 80名 平 3. 3.20

(28-2940) （宮杉 早苗江） (平元.12.19)

8822 国際ﾃｸﾆｶﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ･自動車
専門学校

0285-28-0777 〒323-0821 小山市三峯1-10-21 学校法人 ﾃｨﾋﾞｨｼｨ学院 法人番号　8060005000825 渡邉 吉一 工業専門 自動車整備学科 ２年 65名 平 3. 9.27

(28-3586) （齋藤 武士） 一級自動車整備士学科 ４年 15名 (昭60. 3.16)

商業実務専門 国際ＩＴｷｬﾘｱ学科 １．５年
２年
４年

90名

医療事務学科 ２年 30名

文化教養専門 ﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾘｴｲﾀｰ学科 ２年 40名

ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ学科 ２年 20名

eスポーツ学科 ２年 15名

日本語学科 １．５年
２年

20名
20名

8783 国際TBC調理・パティシエ
専門学校

0285-28-0525 〒323-0821 小山市三峯1-10-21 学校法人 ﾃｨﾋﾞｨｼｨ学院 渡邉 吉一 衛生専門 シェフ（調理経営）学科 ２年 40名 平 4. 3. 6

(28-3586) （齋藤 武士） 　 調理師学科 1年 40名 (昭60. 3.16)

パティシエ（製菓衛生師）学科 2年 40名

衛生高等 調理科 3年 30名

8794 ｾﾝｽﾋﾞｭｰﾃｨｰｶﾚｯｼﾞ 0285-28-1098 〒323-0829 小山市東城南3-13-11 ヘアービジネス協同組合 伊藤 圭太朗 衛生一般 美容科 ２年 30名 平16.11.25

8795 国際ﾃｸﾆｶﾙ美容専門学校 0285-21-3991 〒323-0807 小山市城東1-6-33 学校法人 ﾃｨﾋﾞｨｼｨ学院 渡邉 吉一 衛生専門 ﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨ学科 2年 30名 平17.12.27

（齋藤 武士） 美容学科 2年 40名

(21-3994) 　 ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ・ﾎﾃﾙ学科 2年 30名 (昭60. 3.16)

8823 小山歯科衛生士専門学校 0285-20-3550 〒323-0807 小山市城東1-3-3 学校法人 産業教育事業
団

伏木　克行 医療専門 歯科衛生学科 3年 40名 平22.3.24

(20-3560) （最能　香） 　 歯科衛生学科（夜） 3年 20名 (昭59.12.24)

8862 国際ティビィシィ小山看護
専門学校

0285-39-6371 〒323-0827 小山市大字神鳥谷字足形
2247-11

学校法人 ﾃｨﾋﾞｨｼｨ学院 大和田 英子 医療専門 看護学科 ３年 80名 平27.3.13

(39-6372) （齋藤 武士） 　 (昭60. 3.16)

8863 中央アートスクール 0285-24-3715 〒323-0022 小山市駅東通り2-24-28 学校法人 中央学園 宮杉 早苗江 文化・教養専門 アート科 ２年 160名 平27.3.27

(24-3717) （宮杉 早苗江） 　 (平元.12.19)

日光市　（１校）

法人番号　8060005000825

法人番号　7060005005412

法人番号　8060005000825

法人番号　8060005005122

法人番号　8060005005122

法人番号　4060005005456

法人番号　8060005000825
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電話番号 設置者 認可年月日
(FAX番号) （代表者） （法人認可年月日）

学校
番号

学校名 所在地 校長 課程 学科・修業年限・入学定員法人番号

大田原市　（１校）

8845 国際自動車･ﾋﾞｭｰﾃｨ専門学
校

0287-23-8484 〒324-0058 大田原市紫塚2-2609-2 学校法人 ﾃｨﾋﾞｨｼｨ学院 法人番号　8060005000825 山口　真利子 工業専門 二級自動車整備士学科 ２年 ５名 平 2. 3.20

(23-8344) （齋藤 武士） 商業実務専門 国際ITビジネス学科 ２年 40名 (昭60. 3.16)

文化･教養専門 日本語学科 １.５年
２年

＿

衛生専門 美容師学科 ２年 20名

商業実務高等 ITビジネス科 3年

自動車ﾋﾞｼﾞﾈｽ科 3年 40名

ﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨ科 3年

矢板市  （１校）

8714 国際医療福祉大学塩谷看
護専門学校

0287-44-2322 〒329-2145 矢板市富田77-6 学校法人 国際医療福祉
大学

須田　康文 医療専門 看護学科 ３年 40名 平 6. 3.31

(44-2199) （高木 邦格） (平 6.12.21)

那須塩原市　（２校）

8801 ｱｼﾞｱ農村指導者養成専門
学校

0287-36-3111 〒329-2703 那須塩原市槻沢442-1 学校法人 アジア学院 荒川　朋子 農業専門 農村開発科 1年 80名 昭53. 3.13

(37-5833) （星野　正興） 研究科 1年 10名 (昭48. 3.31)

農業一般 農村開発科 1年 20名

8860 那須看護専門学校 0287-67-1188 〒329-3135 那須塩原市前弥六54-1 社会医療法人 博愛会 屋代　隆 医療専門 看護学科 ３年 40名 平23.11.28

(67-2280) (平21. 1. 1)

さくら市  （１校）

8716 さくら総合専門学校 028-681-1301 〒329-1321 さくら市馬場410 学校法人 東洋育英会 西川　鎭央 教育・社会福祉専門 介護福祉科 ２年 40名 平 9. 2.25

(681-1304) （西川　鎭央） 文化･教養専門 公務員学科 1年 ー (平 9. 2.25)

医療専門 救急救命科 ２年 35名

臨床工学科 ３年 40名

河内郡  （１校）

8831 専門学校日産栃木自動車
大学校

0285-56-3585 〒329-0604 河内郡上三川町上郷南西原
2120

学校法人 日産学園 中村　光之 工業専門 自動車整備科 ２年 50名 昭58. 2.15

(56-3385) （伊藤　由紀夫） 一級自動車工学科 ４年 55名 (昭58. 2.15)

自動車整備･ｽﾎﾟｰﾂﾒｶﾆｸｽ科 ３年 15名

国際自動車整備科 ３年 50名

下都賀郡　（１校）

8707 獨協医科大学附属看護専
門学校

0282-87-2250 〒321-0293 下都賀郡壬生町北小林880 学校法人 獨協学園 板倉 朋世 医療専門 看護学科 ３年 100名 昭57.12. 3

(86-6336) （吉田　謙一郎） (昭26. 3.10)

法人番号　4060005001406

法人番号　2030005005840

法人番号　6060005004332

法人番号　8060005004058

法人番号　6060005003771

法人番号　6060005001635
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