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≪受験可能校一覧（専修学校）≫ ※都道府県順

学校コード 学校法人名等 学校名 学科・コース名 都道府県

S15-00101 学校法人工藤学園 愛犬美容看護専門学校 動物看護科

S15-00701 学校法人高橋学園 エス・ワン動物専門学校 動物看護学科

S15-02301 学校法人経専学園 経専北海道どうぶつ専門学校 ペットプロデュース学科　動物看護師科

S15-05301 学校法人産業技術学園 北海道エコ・動物自然専門学校 動物看護師学科

S15-05901 学校法人吉田学園 吉田学園動物看護専門学校 動物看護学科

S15-06601 学校法人北海道安達学園 北海道どうぶつ・医療専門学校 ペット学科動物看護専攻

S15-05701 動物看護師科

S15-05702 ペットマスター科

S15-00601 動物看護専修学科　動物看護コース

S15-00602 動物看護研究学科　動物看護コース

S15-03301 学校法人滋慶学園 仙台コミュニケーションアート専門学校 エコ・コミュニケーション科内 動物看護師

S15-03401 学校法人菅原学園 仙台総合ペット専門学校 動物衛生看護科

S15-04201 学校法人仙都学園 専門学校東北動物看護学院 動物看護総合学科

S15-06501 学校法人孔明学園 東北愛犬専門学院 動物看護学科

S15-00301 学校法人佐山学園 アジア動物専門学校 動物総合学科　ベテリナリーテクニシャン

S15-04001 学校法人つくば文化学園 つくば国際ペット専門学校 動物看護福祉コース

S15-03001 動物看護師学科

S15-03002 ペットスペシャリスト学科

S15-01301 学校法人MGL学園 太田動物専門学校 ペットビジネス学科　動物看護コース

S15-02201 学校法人HAC学園 群馬動物専門学校 動物総合学科・動物看護師コース

S15-03601 学校法人MGL学園 高崎動物専門学校 ペットビジネス学科　動物看護コース

S15-03801 学校法人中央総合学園 中央動物看護専門学校 国際動物看護学科

S15-01501 学校法人シモゾノ学園 大宮国際動物専門学校 動物看護・栄養学科 埼玉県

S15-03701 学校法人中村学園 専門学校ちば愛犬動物フラワ－学園 動物看護科 千葉県

S15-02601 動物看護・理学療法学科

S15-02602 動物看護・栄養学科

S15-03901 動物看護科

S15-03902 動物看護研究科

S15-03903 動物共生研究科

S15-03904 動物共生総合科

S15-04101 エコ・コミュニケーション科　動物理学療法

S15-04103 エコ・コミュニケーション科　動物看護師専

S15-04701 学校法人立志舎 日本動物専門学校 動物管理学科　動物看護コース

S15-04801 学校法人立志舎 専門学校日本動物21 動物看護コース

S15-04901 ペット学科　動物看護専攻

S15-04902 ペット学科　動物理学療法専攻

S15-05801 動物看護・美容学科

S15-05802 動物看護学科

S15-06801 学校法人タイケン学園 日本ペット＆アニマル専門学校
ペット動物マネージメント科 動物看護・リ

ハビリテーション専攻

S15-07001 ペットビジネス学科総合コース

S15-07002 ペットビジネス学科動物看護コース

S15-03201 学校法人湘央学園 湘央生命科学技術専門学校 応用生物科学科　動物看護コース 神奈川県

S15-02701 動物看護師・栄養学科

S15-02702 動物看護師・美容学科

S15-02801 ペット総合学科　動物看護・福祉コース

S15-02802 イオンペット社員養成学科　動物看護コース

S15-01401 学校法人大原学園 大原キャリアビジネス＆ペット専門学校 動物看護コース

S15-02901 学校法人国際ビジネス学院 国際ペット専門学校　福井 ペット総合学科　動物看護福祉コース

S15-05601 学校法人未来学舎 専門学校未来ビジネスカレッジ 動物看護師学科 長野県

S15-03101 学校法人高村育英会 国際ペットビジネス専門学校　熱海校 ペットビジネス学科

S15-06001 学校法人爽青会 専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー 動物看護師科

S15-00201 学校法人IPC学園 愛知ペット専門学校 動物看護科

S15-03501 学校法人秋田学園 専門学校セントラルトリミングアカデミー 動物美容・管理学科　動物看護師コース

S15-04301 学校法人滋慶コミュニケーションアート 名古屋コミュニケーションアート専門学校 動物看護師専攻

S15-04401 学校法人東京安達学園 専門学校名古屋スクールオブビジネス ペットビジネス学科　動物看護師コース

S15-04501 学校法人立志舎 名古屋動物専門学校 動物看護コース

S15-02101 学校法人南京都学園 京都動物専門学校 動物看護師コース

S15-06101 学校法人京都中央学院 YIC京都ペット総合専門学校 動物看護科

S15-00801 動物看護師専攻

S15-00802 動物看護福祉専攻

S15-00803 動物理学療法専攻

S15-00901 学校法人則天学園 大阪動植物海洋専門学校 動物飼育看護学科　動物看護コース

S15-01001 学校法人立志舎グループ 大阪動物専門学校 動物看護コース

S15-01101 学校法人立志舎グループ 大阪動物専門学校　天王寺校 動物看護コース

S15-01201 動物看護学科

S15-01202 動物看護福祉学科

S15-02401 学校法人神戸学園 神戸動植物環境専門学校
1年次スモールアニマルコース、2年次動物

看護師ゼミ選択の者のみ

S15-02501 総合コース

S15-02502 動物看護コース

S15-05401 学校法人坪内学園 専門学校松江総合ビジネスカレッジ 動物看護師コース（動物看護コース） 島根県

S15-01601 動物看護学科　看護医療コース

S15-01602 動物看護学科　高度看護医療・臨床検査コー

S15-00401 動物看護総合学科

S15-00402 動物健康管理学科　動物看護師専攻

S15-05001 動物看護学科・動物看護コース（2年制）

S15-05002 動物看護学科・動物看護コース（3年制）

S15-06201 学校法人YIC学院 YICビジネスアート専門学校 ペット総合学科　動物看護コース 山口県

S15-05201 ペットビジネス学科　総合コース

S15-05202 ペットビジネス学科　動物看護コース

S15-00501 動物看護総合学科

S15-00502 動物衛生看護学科

S15-01901 学校法人河原学園 河原アイペットワールド専門学校 動物看護・栄養管理学科 愛媛県

S15-06401 学校法人日米学院 高知ペットビジネス専門学校 環境ペット学科　動物看護コース 高知県

S15-02001 ペット学科動物看護専攻

S15-02002 ペット学科動物看護＆トリマー専攻

S15-02003 ペット学科トレーナー＆動物看護専攻

S15-05101
エコ・コミュニケーション科　ドッグマス

ター専攻

S15-05104 エコ・コミュニケーション科　動物看護師専

S15-05105
エコ・コミュニケーション科　動物看護福祉

＆理学療法専攻

S15-06301 動物看護専攻

S15-06302 動物理学療法専攻

S15-06901 学校法人昭德学園 九州動物学院 動物看護学科 熊本県

S15-05501 学校法人宮崎総合学院 宮崎ペットワールド専門学校 動物看護師学科　動物看護師コース 宮崎県

S15-01701 動物看護師コース（2年制）

S15-01702 動物看護師コース（3年制）

≪募集停止学科および受験年度限定学科≫

学校コード 学校法人名等 学校名 学科・コース名 都道府県 備考

S15-04601 学校法人盈科学園 日本危機管理専門学校 動物医療学科 茨城県

S15-04102 学校法人滋慶学園 東京コミュニケーションアート専門学校
エコ・コミュニケーション科　ドッグスペ

シャリスト専攻
東京都

S15-00804 学校法人コミュニケーションアート 大阪ECO動物海洋専門学校 ドッグマスター専攻（2015年度試験のみ）
2015年度試験のみ対

象。募集は継続中。

S15-06701 学校法人Adachi学園 大阪ビジネスカレッジ専門学校 ペットビジネス学科　動物看護師専攻

S15-05102 エコ・コミュニケーション科　動物看護福祉

S15-05103 エコ・コミュニケーション科　動物理学療法

S15-01801 学校法人原田学園 鹿児島キャリアデザイン専門学校 動物看護科 鹿児島県

北海道

学校法人龍澤学館 盛岡ペットワールド専門学校 岩手県

学校法人日本環境科学学院 専門学校アニマルインターカレッジ

宮城県

学校法人シモゾノ学園 国際動物専門学校

東京都

学校法人中央工学校 中央動物専門学校

茨城県

学校法人TBC学院 国際ペット総合専門学校 栃木県

群馬県

学校法人国際ビジネス学院 国際ペット専門学校　金沢 石川県

学校法人滋慶学園 東京コミュニケーションアート専門学校

学校法人安達文化学園 専門学校ビジョナリーアーツ（東京校）

学校法人ヤマザキ学園 ヤマザキ動物専門学校

学校法人 野上学園 東京ブレーメン動物専門学校

学校法人国際総合学園 国際ペットワールド専門学校 新潟県

福井県

静岡県

愛知県

京都府

学校法人コミュニケーションアート 大阪ECO動物海洋専門学校

大阪府

学校法人宮﨑学園 大阪ペピイ動物看護専門学校

学校法人野上学園 ブレーメン愛犬クリエイティブ専門学校 徳島県

兵庫県

学校法人野上学園 神戸ブレーメン動物専門学校

学校法人加計学園 岡山理科大学専門学校 岡山県

学校法人穴吹学園 穴吹動物専門学校

広島県

学校法人英数学園 広島アニマルケア専門学校

学校法人穴吹学園 専門学校穴吹動物看護カレッジ 香川県

学校法人安達学園 専門学校九州スクールオブビジネス

福岡県
学校法人滋慶文化学園 福岡ECO動物海洋専門学校

学校法人福岡安達学園 専門学校福岡ビジョナリーアーツ

動物看護福祉＆理学

療法専攻に統合。

学校法人KBC学園 沖縄ペットワールド専門学校 沖縄県

大阪府

学校法人滋慶文化学園 福岡ECO動物海洋専門学校 福岡県


