
令和3年度 高等教育の修学支援新制度の確認大学等（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 申請書を公表するHPアドレス

1 スペースチャイナ外語学院 沖縄県那覇市天久2丁目29番25号 学校法人育学園 理事長 沖縄県那覇市天久2-29-25 https://spacechina.ac.jp/

2 沖縄歯科衛生士学校 沖縄県浦添市港川1丁目36番3号 一般社団法人沖縄県歯科医師会 会長 沖縄県島尻郡南風原町字新川218番地１ http://www.okisi.org/

3 尚学院国際ビジネスアカデミー 沖縄県那覇市泊2丁目17番4号 学校法人尚学院 理事長 沖縄県那覇市泊2丁目17番4号 https://www.siba.ac.jp/disclosure/

4 ぐしかわ看護専門学校 沖縄県うるま市字昆布長尾原1832番地1 一般社団法人中部地区医師会 会長 沖縄県中頭郡北谷町字宮城1番地584 https://www.gushikawa-ns.ac.jp/

5 専門学校沖縄ブライダルモード学園 沖縄県中頭郡北谷町伊平204番地 新垣 紀子 沖縄県中頭郡北谷町伊平204番地 https://www.bmg.ac.jp/

6 専修学校沖縄大原簿記公務員専門学校 沖縄県那覇市旭町114番地5 学校法人KBC学園 理事長 沖縄県那覇市壷川3丁目5番地3号 https://www.okinawa-o-hara.ac.jp/school/information/

7 専修学校インターナショナルリゾートカレッジ 沖縄県那覇市金城5丁目8番6号 学校法人KBC学園 理事長 沖縄県那覇市壷川3丁目5番地3号 https://www.irc.ac.jp

8 専修学校エルケア医療保育専門学校 沖縄県那覇市旭町114番地5 学校法人KBC学園 理事長 沖縄県那覇市壷川3丁目5番地3号 https://www.lcare.ac.jp/schoollife/information/

9 専修学校沖縄ペットワールド専門学校 沖縄県那覇市東町19番地20 学校法人KBC学園 理事長 沖縄県那覇市壷川3丁目5番地3号 https://www.pet.ac.jp

10 専修学校ビューティーモードカレッジ 沖縄県那覇市東町23番地５ 学校法人KBC学園 理事長 沖縄県那覇市壷川3丁目5番地3号 https://www.bmode.ac.jp

11 専修学校インターナショナルデザインアカデミー 沖縄県浦添市牧港1丁目60番14号 学校法人KBC学園 理事長 沖縄県那覇市壷川3丁目5番地3号 https://www.ida.ac.jp/

12 専修学校国際電子ビジネス専門学校 沖縄県那覇市壷川3丁目5番3号 学校法人KBC学園 理事長 沖縄県那覇市壷川3丁目5番地3号 https://www.kbc.ac.jp

13 沖縄医療工学院 沖縄県宜野湾市大山7丁目9番8号 学校法人SOLA沖縄学園 理事長 沖縄県宜野湾市大山7丁目9番8号 https://sola.ac.jp/

14 沖縄ホテル観光専門学校 沖縄県宜野湾市大山7丁目9番8号 学校法人SOLA沖縄学園 理事長 沖縄県宜野湾市大山7丁目9番8号 https://sola.ac.jp/

15 学校法人湘央学園浦添看護学校 沖縄県浦添市当山2丁目30番1号 学校法人湘央学園 理事長 神奈川県綾瀬市小園1424番地4号 https://ssl.urasoe-ns.ac.jp/

16 沖縄アカデミー専門学校 沖縄県豊見城市真玉橋387番地1 学校法人湘央学園 理事長 神奈川県綾瀬市小園1424番地4号 https://ssl.coa.ac.jp

17 那覇市医師会那覇看護専門学校 沖縄県豊見城市渡橋名289番地23 一般社団法人那覇市医師会 会長 沖縄県那覇市東町26番1号 http://www.nma-nahakango.ac.jp

18 専門学校沖縄統合医療学院 沖縄県浦添市伊祖4丁目1番19号 学校法人松正学園 理事長 沖縄県浦添市伊祖4丁目1番19号 http://www.ocim.jp

19 沖縄情報経理専門学校 沖縄県沖縄市仲宗根町8番11号 吉本 勇一 沖縄県沖縄市仲宗根町8番11号 https://www.oac.ac.jp/

20 沖縄情報経理専門学校那覇校 沖縄県那覇市泊2丁目1番8号 吉本 勇一 沖縄県那覇市泊2丁目1番8号 https://www.oac.ac.jp/

21 沖縄情報経理専門学校名護校 沖縄県名護市宇茂佐915番11号 吉本 勇一 沖縄県名護市宇茂佐915番11 https://www.oac.ac.jp/

22 専門学校大育 沖縄県那覇市大道88番地5 学校法人石川学園 理事長 沖縄県那覇市大道88番地5 http://www.daiiku.ac.jp/

23 大育理容美容専門学校 沖縄県那覇市大道5番1 学校法人石川学園 理事長 沖縄県那覇市大道88番地5 http://www.daiiku.ac.jp/

24 沖縄ラフ&ピース専門学校 沖縄県那覇市松尾2丁目1番29号 学校法人ラフ&ピース 理事長 沖縄県那覇市松尾2丁目1番29号 https://laughandpeace.org/public_info

25 専修学校パシフィックテクノカレッジ 沖縄県宜野湾市真志喜3丁目29番1号 学校法人パシフィックテクノカレッジ学園 理事長 沖縄県宜野湾市真志喜3丁目29番1号 http://www.ptc.ac.jp/

26 沖縄看護専門学校 沖縄県島尻郡与那原町字板良敷1380番地1 学校法人おもと会 理事長 沖縄県島尻郡与那原町字板良敷1380番地1 http://omoto-kango.ac.jp/

27 公益社団法人北部地区医師会北部看護学校 沖縄県名護市為又1219番91号 公益社団法人北部地区医師会 代表理事 沖縄県名護市字宇茂佐の森5丁目2番7号 北部会館4階 http://www.hokukan.ac.jp/

28 琉球調理師専修学校 沖縄県浦添市宮城５丁目2番3号 学校法人みのり学園 理事長 沖縄県浦添市宮城５丁目2番3号 http://minori-gakuen.ac.jp/ryucho/

29 学校法人フジ学園専門学校ITカレッジ沖縄 沖縄県那覇市樋川1丁目1番77号 学校法人フジ学園 理事長 沖縄県那覇市樋川1丁目1番77号 https://www.it-college.ac.jp/

30 専門学校琉球リハビリテーション学院 沖縄県国頭郡金武町字金武4348番地2 学校法人智睛学園 理事長 沖縄県国頭郡金武町字金武4348番地2 http://www.ryukyu.ac.jp/

31 専門学校那覇日経ビジネス 沖縄県那覇市安里1丁目1番53号 島袋 永伸 沖縄県那覇市安里1丁目1番53号 https://www.n-nikkei.ac.jp



32 専門学校日経ビジネス 沖縄県沖縄市諸見里1丁目25番1号 島袋 永伸 沖縄県沖縄市諸見里1丁目25番1号 https://www.n-nikkei.ac.jp

33 沖縄福祉保育専門学校 沖縄県那覇市久米1丁目5番17号 学校法人大庭学園 理事長 沖縄県那覇市久米1丁目5番17号 https://ooba-gakuen.ac.jp

34 ソーシャルワーク専門学校 沖縄県中頭郡北中城村字屋宜原212番地1 学校法人大庭学園 理事長 沖縄県那覇市久米1丁目5番17号 https://ooba-gakuen.ac.jp

35 専門学校沖縄中央学園  沖縄県中頭郡北谷町伊平204番地 学校法人沖縄中央学園 理事長 沖縄県中頭郡北谷町伊平204番地 https://www.ocg.ac.jp/

36 学校法人南星学園サイ・テク・カレッジ美浜 沖縄県中頭郡北谷町美浜1丁目5番地16号 学校法人南星学園 理事長 沖縄県那覇市天久2丁目1番13号 https://www.sci-tec.ac.jp/

37 学校法人南星学園サイ・テク・カレッジ那覇 沖縄県那覇市天久2丁目1番13号 学校法人南星学園 理事長 沖縄県那覇市天久2丁目1番13号 https://www.stc-naha.ac.jp/

38 沖縄こども専門学校 沖縄県那覇市泊1丁目38番1号 学校法人三幸学園 理事長 東京都文京区本郷3丁目23番16号 https://www.sanko.ac.jp/okinawa-child/yoshiki.pdf

39 沖縄ブライダルアンドホテル観光専門学校 沖縄県那覇市泊1丁目38番1号 学校法人三幸学園 理事長 東京都文京区本郷3丁目23番16号 https://www.sanko.ac.jp/okinawa-bridal/yoshiki.pdf

40 海邦電子ビジネス専門学校 沖縄県うるま市赤道360番地2号 真栄城 玄静 沖縄県うるま市赤道360番地2号 http://www.kaiho.ac.jp

41 琉美インターナショナルビューティーカレッジ 沖縄県那覇市牧志2丁目6番25号 学校法人琉美学園 理事長 沖縄県那覇市牧志2丁目6番25号 http://www.ryubi-ac.com/syokugyou/

42 沖縄ビジネス外語学院 沖縄県那覇市久茂地1丁目2番20号 7F 鉢嶺 清浩 沖縄県那覇市久茂地1丁目2番20号 7F https://gaigo.biz/about/disclosure/

43 中部美容専門学校 沖縄県沖縄市比屋根1丁目10番2号 一般財団法人沖縄美容学園 理事長 沖縄県沖縄市比屋根1丁目10番2号 http://www.okinawa1chu-bi.jp/

44 学校法人新島学園沖縄調理師専門学校 沖縄県那覇市久米1丁目18番7号 学校法人新島学園 理事長 沖縄県那覇市久米1丁目18番7 https://okicho.ac.jp/

45 沖縄リゾートアンドスポーツ専門学校 沖縄県那覇市上之屋1丁目３番13号 学校法人三幸学園 理事長 東京都文京区本郷3丁目23番16号 https://www.sanko.ac.jp/okinawa-sports/

46 沖縄ビューティーアート専門学校 沖縄県那覇市上之屋1丁目３番13号 学校法人三幸学園 理事長 東京都文京区本郷3丁目23番16号 https://www.sanko.ac.jp/okinawa-beauty/

47 沖縄リハビリテーション福祉学院 沖縄県島尻郡与那原町字板良敷1380-1 医療法人おもと会 理事長 沖縄県那覇市安里１丁目７番３号 http://omoto-okiriha.ac.jp

48 専修学校 育成保育カレッジ学院 沖縄県宜野湾市字宇地泊548番地 仲村 義明 沖縄県宜野湾市字宇地泊548番地 http://www.ikusei-h.ac.jp

49 尚学院公務員法律専門学校 沖縄県那覇市泊２丁目16番地の３ ４階５階 学校法人尚学院 理事長 沖縄県那覇市泊２丁目17番地の４ http://www.spula.ac.jp


