大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号）
による修学支援の対象機関となる大学等（確認大学等）について
令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日
宮
城
県
（公立大学）
確認大学等
の名称
宮城大学
（公立専門学校）
確認大学等
の名称
宮城県高等看護学校
宮城県農業大学校
（私立専門学校）
確認大学等
の名称
（変更前）
葵会仙台看護専門学校
（変更後）
葵会仙台看護専門学校
赤門鍼灸柔整専門学校
石巻赤十字看護専門学校
キャスウェルホテルアンドブライダル専門学校

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

黒川郡大和町学苑1番地1

公立大学法人宮城大学

黒川郡大和町学苑1番地1

確認大学等
の所在地
名取市愛島塩手字中田35番1
名取市高舘川上字東金剛寺1

確認大学等
の所在地

設置者の
名称
宮城県
宮城県

設置者の
名称

設置者の主たる
事務所の所在地

（変更前）
仙台ECO動物海洋専門学校
（変更後）
仙台ECO動物海洋専門学校

備考

仙台市青葉区本町3丁目8-1
仙台市青葉区本町3丁目8-1

設置者の主たる
事務所の所在地

備考

仙台市若林区伊在2-14-5

学校法人医療創生大学 東京都千代田区内幸町1-1-1 令和3年1月1日

仙台市若林区伊在2-14-5

学校法人医療創生大学 千葉県柏市小青田一丁目3-4

設置者の主た
る所在地変更

仙台市青葉区荒巻字青葉33番地の1 学校法人赤門宏志学院 仙台市青葉区荒巻字青葉33番地の1

石巻市蛇田字西道下71番地

日本赤十字社宮城県支部

仙台市青葉区堤通雨宮町4-17

仙台市青葉区五橋二丁目1-13 学校法人東北外語学園 仙台市青葉区五橋二丁目1-13

国際マルチビジネス専門学校 仙台市青葉区中央4丁目8番32号 学校法人東杜学園 仙台市青葉区中央4丁目8番32号
（変更前）
仙台医健・スポーツ＆こど 仙台市若林区新寺2丁目1-11 学校法人滋慶文化学園 福岡県福岡市博多区石城町21-2
も専門学校
（変更後）
仙台医健・スポーツ専門学校 仙台市若林区新寺2丁目1-11 学校法人滋慶学園 東京都江戸川区東葛西6-16-2
仙台医療秘書福祉専門学校 仙台市宮城野区榴岡4-4-21 学校法人三幸学園 東京都文京区本郷3-23-16
仙台市青葉区中央四丁目7番20号 学校法人北杜学園 仙台市青葉区中央四丁目7番20号
仙台医療福祉専門学校
仙台ウェディングアンドブライダル専門学校

備考

令和3年4月1日
校名変更・設
置者の名称変
更・設置者の
主たる所在地
変更

仙台市宮城野区車町102-5 学校法人三幸学園 東京都文京区本郷3-23-16
仙台市宮城野区榴岡2丁目4-19 学校法人滋慶文化学園 福岡県福岡市博多区石城町21-2
仙台市宮城野区榴岡2丁目4-19 学校法人滋慶学園 東京都江戸川区東葛西6-16-2

令和3年4月1日
設置者の名称
変更・設置者
の主たる所在
地変更

仙台大原簿記情報公務員専門学校 仙台市青葉区中央四丁目2番25号 学校法人北杜学園 仙台市青葉区中央四丁目7番20号
仙台市青葉区中央四丁目7番20号 学校法人北杜学園 仙台市青葉区中央四丁目7番20号
仙台工科専門学校
仙台市若林区新寺1-4-16 学校法人三幸学園 東京都文京区本郷3-23-16
仙台こども専門学校

（変更前）
仙台コミュニケーションアート専門学校

仙台市若林区新寺2丁目1-11 学校法人滋慶文化学園 福岡県福岡市博多区石城町21-2

（変更前）
仙台カフェ・パティシエ＆調理専門学校

仙台市若林区新寺2丁目1-11 学校法人滋慶文化学園 福岡県福岡市博多区石城町21-2

（変更前）
仙台カフェ・パティシエ＆調理専門学校

仙台市若林区新寺2丁目1-11 学校法人滋慶学園 東京都江戸川区東葛西6-16-2

（変更後）
仙台農業テック＆カフェ・パティシエ専門学校

仙台市若林区新寺2丁目1-11 学校法人滋慶学園 東京都江戸川区東葛西6-16-2

仙台総合ビジネス公務員専門学校 仙台市青葉区本町1-15-1 学校法人菅原学園 仙台市青葉区本町2丁目11番10号

仙台市医師会看護専門学校

令和2年4月1日
校名変更

仙台市泉区八乙女3丁目1番1号

一般社団法人仙台市医師会

仙台市若林区舟丁64-12

仙台スイーツアンドカフェ専門学校 仙台市宮城野区榴岡3-8-5 学校法人三幸学園 東京都文京区本郷3-23-16

令和3年4月1日
設置者の名称
変更・設置者
の主たる所在
地変更
令和4年4月1日
校名変更

確認大学等
確認大学等
設置者の
設置者の主たる
の名称
の所在地
名称
事務所の所在地
仙台市宮城野区福室3-4-16
学校法人東北柔専
仙台市宮城野区福室3-4-16
仙台接骨医療専門学校
仙台市青葉区本町2-11-20 学校法人菅原学園 仙台市青葉区本町2丁目11番10号
仙台総合ペット専門学校
SENDAI中央理容美容専門学校 仙台市宮城野区新田東2丁目11番4 学校法人宮城中央学園 仙台市宮城野区新田東2丁目11番4
仙台市青葉区五橋一丁目7番18号 学校法人北杜学園 仙台市青葉区中央四丁目7番20号
仙台デザイン専門学校
仙台市太白区茂庭台1-3-4 医療法人徳洲会 大阪府大阪市北区梅田一丁目3番1-1200号
仙台徳洲看護専門学校
仙台ビューティーアート専門学校 仙台市宮城野区榴岡3-8-25 学校法人三幸学園
仙台市青葉区中央三丁目4番8号 学校法人守末学園
仙台ヘアメイク専門学校
仙台保健福祉専門学校
仙台市泉区明通2-1-1 学校法人菅原学園
仙台リゾートアンドスポーツ専門学校 仙台市宮城野区榴岡5-13-3 学校法人三幸学園
仙台リハビリテーション専門学校 仙台市泉区長命ケ丘4丁目15-1 学校法人仙台北学園

備考

東京都文京区本郷3-23-16
仙台市青葉区中央三丁目4番8号
仙台市青葉区本町2丁目11番10号

東京都文京区本郷3-23-16
仙台市泉区長命ケ丘4丁目15-1

（変更前）
仙台YMCA国際ホテル製菓専門学校 仙台市青葉区立町9番7号

学校法人仙台YMCA学園

仙台市青葉区立町9番7号

（変更後）
仙台YMCA国際ホテル専門学校 仙台市青葉区立町9番7号

令和4年4月1日
校名変更

学校法人仙台YMCA学園 仙台市青葉区立町9番7号
専門学校赤門自動車整備大学校 仙台市青葉区川内川前丁61 学校法人赤門学院 仙台市青葉区川内川前丁61
専門学校花壇自動車大学校 仙台市青葉区花壇8番1号 学校法人角川学園 仙台市青葉区中央2丁目7番30号

専門学校デジタルアーツ仙台 仙台市青葉区本町2丁目11番10号 学校法人菅原学園 仙台市青葉区本町2丁目11番10号
専門学校日本デザイナー芸術学院 仙台市若林区新寺三丁目2番1号 学校法人英智学園 仙台市若林区新寺三丁目2番1号
専門学校宮城高等歯科衛生士学院 仙台市青葉区国分町一丁目5番1号 一般社団法人宮城県歯科医師会 仙台市青葉区国分町一丁目5番1号
専門学校東北動物看護学院 仙台市泉区高玉町8-12 学校法人仙都学園 仙台市泉区高玉町8-12

（変更前）
東京IT会計専門学校仙台校
（変更後）

仙台市青葉区中央1-1-6 学校法人立志舎 東京都墨田区錦糸1-2-1

東京ITプログラミング＆会計専門学校仙台校

仙台市青葉区中央1-1-6 学校法人立志舎 東京都墨田区錦糸1-2-1

（変更前）
東京法律専門学校仙台校
（変更後）

仙台市青葉区中央1-1-6 学校法人立志舎 東京都墨田区錦糸1-2-1

東京法律公務員専門学校仙台校 仙台市青葉区中央1-1-6 学校法人立志舎 東京都墨田区錦糸1-2-1

東北外語観光専門学校
東北歯科技工専門学校
東北電子専門学校
東北文化学園専門学校
東北保健医療専門学校
東日本医療専門学校
東日本航空専門学校
宮城調理製菓専門学校
宮城文化服装専門学校
（変更前）
仙台スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

仙台市太白区向山四丁目27-8 一般社団法人五常会 仙台市太白区向山四丁目27-8

仙台市青葉区花京院1-3-1

学校法人日本コンピュータ学園

仙台市青葉区花京院1-3-1

仙台市青葉区国見六丁目45番16号 学校法人東北文化学園大学 仙台市青葉区国見六丁目45番1号

仙台市青葉区花京院1-3-1

学校法人日本コンピュータ学園

仙台市青葉区花京院1-3-1

仙台市太白区中田4丁目4-35 学校法人健生学園 仙台市太白区中田4丁目4-35

岩沼市下野郷字菱沼84

仙台市青葉区花京院1-3-1
学校法人勝山学園
仙台市青葉区葉山町1-10
仙台市青葉区葉山町1-10
仙台市青葉区中央三丁目4番8号 学校法人守末学園 仙台市青葉区中央三丁目4番8号
学校法人日本コンピュータ学園

仙台市若林区新寺2丁目1-11 学校法人滋慶文化学園 福岡県福岡市博多区石城町21-2
仙台市若林区新寺2丁目1-11 学校法人滋慶学園 東京都江戸川区東葛西6-16-2

（変更前）
仙台デザイン＆テクノロジー専門学校 仙台市若林区新寺2丁目1-11 学校法人滋慶文化学園 福岡県福岡市博多区石城町21-2

（変更後）
仙台デザイン＆テクノロジー専門学校 仙台市若林区新寺2丁目1-11 学校法人滋慶学園 東京都江戸川区東葛西6-16-2

（変更前）
気仙沼リアス調理専門学校
（変更後）

令和3年4月1日
校名変更
※令和2年度以
前の入学者に
は従前の学校
名を適用す
る。

仙台市青葉区五橋2丁目1-13 学校法人東北外語学園 仙台市青葉区五橋2丁目1-13

（変更後）
仙台スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

令和3年4月1日
校名変更
※令和2年度以
前の入学者に
は従前の学校
名を適用す
る。

気仙沼市南町2丁目2番12号 学校法人晃陽学園 茨城県古河市東1-5-26

気仙沼リアス調理製菓専門学校 気仙沼市南町2丁目2番12号 学校法人晃陽学園 茨城県古河市東1-5-26
仙台市太白区富沢南2丁目18-1 社会福祉法人仙台市社会事業協会 仙台市青葉区葉山町8-1
仙台理容美容専門学校
ファッション文化専門学校DOREME 仙台市青葉区支倉町1番33号 学校法人支倉学園 仙台市青葉区支倉町1番33号

※確認大学等の名称には，確認申請書が公表されるページへのリンクを設定しておりま
す。（学校名をクリックするとリンク先のページが表示されます。）

令和3年4月1日
設置者の名称
変更・設置者
の主たる所在
地変更

令和3年4月1日
設置者の名称
変更・設置者
の主たる所在
地変更

令和4年4月1日
校名変更

