
令和２年６月

高等教育機関名 専門課程 郵便番号 住所

1 三重大学 514-8507 津市栗真町屋町1577

2 三重県立看護大学 514-0116 津市夢が丘１丁目１−１

3 四日市大学 512-8512 四日市市萱生町1200番地

4 四日市看護医療大学 512-8045 四日市市萱生町1200番地

5 鈴鹿医療科学大学 510-0293 鈴鹿市岸岡町1001-1

6 鈴鹿大学 510-0298 鈴鹿市郡山町663番地222

7 皇學館大学 516-8555 伊勢市神田久志本町1704番地

8 三重短期大学 514-0112 津市一身田中野157

9 ユマニテク短期大学 510-0066 四日市市南浜田町4-21

10 鈴鹿大学短期大学部 510-0298 鈴鹿市郡山町663番地222

11 高田短期大学 514-0115 津市一身田豊野195番地

12 鈴鹿工業高等専門学校 510-0294 鈴鹿市白子町

13 鳥羽商船高等専門学校 517-8501 鳥羽市池上町1-1

14 近畿大学工業高等専門学校 518-0459 名張市春日丘7番町1番地

15 桑名文化専門学校 家政専門課程 511-0068 桑名市中央町一丁目92番地

16 桑名医師会立桑名看護専門学校 医療専門課程 511-0835 桑名市本願寺市之縄262-1

17 ユマニテクライフデザイン専門学校 文化教養専門課程 515-0067 四日市市浜田町12-17

18 ユマニテク看護助産専門学校 医療専門課程 515-0067 四日市市浜田町13-4

19 ユマニテク調理製菓専門学校 衛生専門課程 515-0067 四日市市浜田町13-29

20 専門学校ユマニテク医療福祉大学校
医療専門課程
社会福祉専門課程

510-0854 四日市市塩浜本町2-36

21 中部ライテクビジネス専門学校 家政専門課程 510-0067 四日市市浜田町4-15

22 中部調理製菓専門学校（休校中） 衛生専門課程 510-0067 四日市市浜田町4-15

23 中部水耕栽培福祉専門学校 農業専門課程 510-0067 四日市市浜田町4-15

24 専門学校ミエ・ヘア・アーチストアカデミー 衛生専門課程 510-0002 四日市市羽津中二丁目5番19号

25 四日市情報外語専門学校 ビジネス専門課程 510-0075 四日市市安島一丁目2番5号

26 四日市福祉専門学校 社会福祉専門課程 512-1111 四日市市山田町549１

27 四日市医師会看護専門学校 医療専門課程 510-0087 四日市市西新地14番20号

28 聖十字看護専門学校 医療専門課程 510-1232 三重郡菰野町大字宿野字八岡1346番地

29 鈴鹿オフィスワーク医療福祉専門学校
商業実務専門課程
教育社会福祉専門課程

513-0826 鈴鹿市住吉二丁目24-9

30 徳風技能専門学校 商業実務コンピュータ専門課程 519-0145 亀山市和賀町1789-4

31 三重調理専門学校 衛生専門課程 514-0007 津市大谷町240番地

32 三重介護福祉専門学校 社会福祉専門課程 514-0007 津市大谷町240番地

33 津文化服装専門学校 家政専門課程 514-0042 津市新町一丁目1-36

34 旭美容専門学校 衛生専門課程 514-0008 津市上浜町一丁目14

35 三重中央医療センター附属三重中央看護学校 看護専門課程 514-1101 津市久居明神町2158-5

36 津看護専門学校 医療専門課程 514-2325 津市安濃町田端上野970-10

37 三重看護専門学校 医療専門課程 514-0002 津市島崎町97-1

38 大原簿記医療観光専門学校津校 商業実務専門課程 514-0007 津市大谷町148番7

39 大原法律公務員専門学校津校 文化教養専門課程 514-0007 津市大谷町148番7

40 松阪看護専門学校 医療専門課程 515-0005 松阪市鎌田町145-4

41 英心専門学校 商業実務専門課程 516-0009　 伊勢市河崎一丁目3の25

42 伊勢調理製菓専門学校 衛生専門課程 516-0009 伊勢市河崎一丁目10-47

43 伊勢保健衛生専門学校 医療専門課程 516-0018 伊勢市黒瀬町562の13

44 勢京ビジネス専門学校 商業実務専門課程 516-0071 伊勢市一之木四丁目15-14

45 伊勢志摩リハビリテーション専門学校 医療専門課程 516-0805 伊勢市御薗町高向1658

46 伊勢理容美容専門学校 衛生専門課程 516-0076 伊勢市八日市場町17番27号

47 社会医療法人畿内会岡波看護専門学校 看護専門課程 518-0842 伊賀市上野桑町1734

48 三重文化経済専門学校 文化教養専門課程 510-0243 鈴鹿市白子1丁目18-2

49 三重県公衆衛生学院 514-0116 津市夢が丘1丁目1番地の17

50 三重県農業大学校 515-2316 松阪市嬉野川北町530

51 名張市立看護専門学校 518-0485 名張市百合が丘西5番町32番地

52 四日市工業高等学校 ものづくり創造専攻科 510-0886 四日市市日永東3-4-63

53 桑名高等学校 衛生看護専攻科 511-0811 桑名市大字東方1795番地

54 水産高校 漁業専攻科、機関専攻科 517-0703 志摩市志摩町和具2578

55 特別支援学校 聖母の家学園 高等部専攻科 510-0961 四日市市波木町330-5

56 愛農学園農業高等学校 専攻科 518-0221 伊賀市別府690

※高等専門学校は、「本科４・５学年及び専攻科」が対象

※専修学校は、「専門課程」が対象.

※高等学校は、「専攻科」が対象
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