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1 専修学校 大原和服専門学園 ○ 631-0078 奈良市富雄元町1-13-41 0742-47-1111 0742-47-1130 大原 敏敬 S53.3.28 学校法人 大原学園 ○ 家政専門
和裁科,和裁専攻科,和裁研究科,着物染織
科,着物工芸科

2 専修学校 辰巳ドレスメーカー専門学校 ○ 630-8113 奈良市法蓮町7-2 0742-26-3971 0742-26-3986 辰巳 忠子 S51.11.18 学校法人 辰巳学園 ○ 服飾専門 洋裁科 休

3 専修学校 関西学研医療福祉学院 ○ 631-0805 奈良市右京1丁目1番5 0742-72-0600 0742-72-0635 井坂 惠一 H10.4.1 学校法人 青丹学園 ○ ○ 社会福祉専門,医療専門
介護福祉学科,作業療法学科,理学療法学科,
言語聴覚学科,看護学科

4 専修学校 奈良きもの芸術専門学校 ○ 630-8226 奈良市小西町33-2 0742-26-5055 0742-20-2225 吉川 志津子 S51.4.1 学校法人 吉川学園 ○ 家政専門 和裁総合科,和裁科,和裁専攻科

5 専修学校 奈良高等学園 ○ 630-8121 奈良市三条宮前町4-29 0742-35-6303 0742-35-0688 島田 喜文 H10.3.25 学校法人 奈良家庭学園 ○ 教養高等 一般教養科（高） 休

6 専修学校 奈良高等専修学校 ○ 630-8121 奈良市三条宮前町4-29 0742-33-0095 0742-35-0688 島田 喜文 S51.4.1 学校法人 奈良家庭学園 ○ 家政高等,商業高等 ﾌｧｯｼｮﾝ科,情報処理科(高) 休

7 専修学校 奈良コンピュータ専門学校 ○ 631-0832 奈良市西大寺新田町1-15 0742-41-5001 0742-41-5007 永井 宏昌 S59.3.21 学校法人 永井学園 ○ 工業専門 情報ｼｽﾃﾑ科,ITﾘﾃﾗｼｰ科

8 専修学校 奈良歯科衛生士専門学校 ○ 630-8002 奈良市二条町2-9-2 0742-33-6474 0742-33-1860 伊藤　美智代 H4.10.20 一般社団法人
奈良県歯科医師
会

○ 歯科衛生士専門 歯科衛生士学科

9 専修学校 奈良総合ビジネス専門学校 ○ 631-0832 奈良市西大寺新田町1-15 0742-41-5001 0742-41-5007 永井 宏昌 H6.8.25 学校法人 永井学園 ○ 商業実務専門
情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ科,医療秘書科,ﾋﾞｼﾞﾈｽ･日本語
学科

10 専修学校 奈良文化専門学園 ○ 630-8113 奈良市法蓮町1095-2 0742-22-3269 0742-23-6111 金澤 都代子 S55.12.24 学校法人 奈良文化学園 ○ 服飾専門
洋裁本科,師範科,夜間科,和裁本科,師範科,
夜間科

休

11 専修学校 奈良保育学院 ○ 630-8121 奈良市三条宮前町3-6 0742-33-3622 0742-35-2312 中室　雄敏 S51.4.1 学校法人 白藤学園 ○ 教育保育専門 保育科

12 専修学校 奈良理容美容専門学校 ○ ○ 630-8325 奈良市西木辻町57-1 0742-24-0461 0742-24-0461 江﨑　輝雄 S54.4.2 学校法人 奈良整容学園 ○
理容美容専門,理容美容
高等

理容科,美容科,理容科（高）,美容科（高）

13 専修学校 藤影きもの専門学校 ○ 631-0832 奈良市西大寺新田町 1-15 0742-41-5001 0742-41-5007 永井 宏昌 S51.4.1 学校法人 永井学園 ○ 家政専門 和裁科

14 専修学校 若羽調理専門学校 ○ 630-8325 奈良市西木辻町191-2 0742-63-1855 0742-63-1833 田中 賀洋子 S51.4.1 学校法人 若羽学園 ○ 家政専門 料理専科

15 専修学校 ｱﾎﾟﾛ学院ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 ○ 635-0095 大和高田市大中176 0745-53-0357 0745-53-0358 西村 典久 S51.4.1 学校法人 美芸学園 ○ 服飾専門 ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ科 休

16 専修学校 美芸学園高等専修学校 ○ 635-0095 大和高田市大中176 0745-53-0357 0745-53-0358 西村 典久 S51.4.1 学校法人 美芸学園 ○ ○ 家政高等,商業高等
ｱﾊﾟﾚﾙ・ｿｰｲﾝｸﾞ科（高）,情報会計ﾋﾞｼﾞﾈｽ
科（高）

17 専修学校 田北看護専門学校 ○ 639-1016 大和郡山市城南町3-25 0743-52-2244 0743-52-1236 田北 武彦 S51.4.1 社会医療法人 田北会 ○ 医療専門 看護学科

18 専修学校 橿原美容専門学校 ○ ○ 634-0831 橿原市曽我町915-1 0744-22-1660 0744-22-1654 西岡　英明 S42.7.19 事業協同組合
奈良県美容業生
活衛生同業組合

○ 美容専門,美容高等 美容科,美容科（高）

19 専修学校 奈良県医師会看護専門学校 ○ 634-8502 橿原市内膳町5-5-8 0744-22-3430 0744-24-7550 竹村　惠史 S55.1.27 一般社団法人 奈良県医師会 ○ 医療専門 看護学科

20 専修学校 奈良県病院協会看護専門学校 ○ 634-0061 橿原市大久保町454-10 0744-25-7374 0744-25-4160 青山　信房 H10.3.25 一般社団法人 奈良県病院協会 ○ 看護専門 看護学科

21 専修学校 奈良ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校 ○ 630-0213 生駒市東生駒1-77-3 0743-73-9861 0743-73-9862 栗岡　英行 H12.4.1 学校法人 栗岡学園 ○ 医療専門 理学療法学科

22 専修学校 阪奈中央看護専門学校 ○ ○ 630-0243 生駒市俵口町450　　 0743-74-9058 0743-74-9089 陰山   克 S55.3.27 学校法人 栗岡学園 ○ 看護専門,看護高等 看護学科,准看護科（高）

23 専修学校 ﾊｰﾄﾗﾝﾄﾞしぎさん看護専門学校 ○ 636-0815 生駒郡三郷町勢野北4-13-1 0745-73-6600 0745-32-8155 竹林　由浩 S51.4.1 一般財団法人 信貴山病院 ○ 医療専門 看護学科

24 専修学校 奈良県立病院機構看護専門学校 ○ 636-0802 生駒郡三郷町三室1-14-1 0745-72-9412 0745-72-9420 杉元　佐知子 H29.2.28 地方独立行政法人
奈良県立病院機
構

○
医療専門課程（看護師
課程）

看護学科

学校名簿（専修学校）


