
【大学・短大・専門学校一覧】

○大学

学部 学科・課程
入学
定員

所在地

国際資源学部 国際資源学科 120

学校教育課程 110

地域文化学科 100

医学科 124

保健学科 106

生命科学科 45

物質科学科 110

数理・電気電子情報学科 120

システムデザイン工学科 120

機械工学科 60

知能メカトロニクス学科 60

情報工学科 40

建築環境システム学科 40

経営システム工学科 40

応用生物科学科 40

生物生産科学科 40

生物環境科学科 30

アグリビジネス学科 40 南秋田郡大潟村字南２－２（３・４年次）

国際教養学部 国際教養学科 175 秋田市雄和椿川字奥椿岱

美術学部 美術学科 100 秋田市新屋大川町12-3

経済学部 経済学科 120

法律学科 100

国際観光学科 60

看護学科 50

医療福祉学科 40

看護学部 看護学科 100 秋田市上北手猿田字苗代沢17-3

○短期大学

学部 学科・課程
入学
定員

所在地

栄養学科 80 秋田市下北手桜守沢46-1

保育科 100 秋田市保戸野すわ町1-58

生活文化科 160 秋田市寺内高野10-33

介護福祉学科 30 秋田市上北手猿田字苗代沢17-3

○高等専門学校

学部 学科・課程
入学
定員

所在地

創造システム工学科 160 秋田市飯島文京町１-１

学校名

国際教養大学

秋田公立美術大学

日本赤十字秋田看護大学

学校名

秋田栄養短期大学

聖園学園短期大学

聖霊女子短期大学

日本赤十字秋田短期大学

学校名

秋田工業高等専門学校

秋田市手形学園町１－１
教育文化学部

医学部 秋田市本道１－１－１

理工学部 秋田市手形学園町１－１

システム科学技術学部 由利本荘市土谷字海老ノ口８４－４

生物資源科学部
秋田市下新城中野字街道端西２４１－４３８

ノースアジア大学 秋田市下北手桜守沢46-1
法学部

秋田看護福祉大学 看護福祉学部 大館市清水2-3-4

秋田大学

秋田県立大学

https://www.akita-u.ac.jp/honbu/
https://www.akita-pu.ac.jp/
https://web.aiu.ac.jp/
https://www.akibi.ac.jp/
https://www.nau.ac.jp/
https://www.well.ac.jp/
https://www.rcakita.ac.jp/
https://www.akita-eiyo.ac.jp/
http://www.misono-jc.ac.jp/
https://www.akita-seirei.ac.jp/tandai/
https://www.rcakita.ac.jp/
https://www.akita-nct.ac.jp/


○専門学校
学校名 課程 分野 修業

入学
定員

所在地

秋田県立衛生看護学院 専門 医療 保健科 １年 15 横手市前郷二番町10-2

助産科 １年 10

看護科 ３年 40

秋田情報ビジネス専門学校 専門 工業 経営情報科 ４年 10 秋田市中通四丁目3-11

情報システム科 ２年 15

商業実務 医療福祉ビジネス科 ２年 20

総合ビジネス科 ２年 10

ビジネス専攻科 1年 10

ペットビジネス科 ２年 10

秋田社会福祉専門学校 専門 教育・社会福祉 保育・福祉・心理学科 幼稚園・保育コース 秋田市中通四丁目3-11

（大学併修4年コース） 社会福祉コース

心理コース

保育・福祉・心理学科
（短大併修３年コース）

幼稚園・保育コース ３年 5

総合福祉学科 医薬販売・福祉コース

介護・医療事務コース

健康福祉コース

秋田県理容美容専門学校 専門 衛生 美容科 ２年 75 秋田市千秋明徳町4-53

秋田リハビリテーション学院 専門 医療 理学療法学科 ４年 40 秋田市茨島一丁目4ｰ80

秋田コア　ビジネスカレッジ 専門 工業 情報システム科 IT・アプリコース 秋田市中通五丁目4-12

Web・CGデザインコース

高度職業実践科 ITスペシャリストコース

Web･CGクリエイターコース

商業実務 ビジネスマネジメント科 ２年 30

２年 30

ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ科 ﾎﾃﾙ･ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙｺｰｽ ２年

国際実践コース ３年

秋田ヘアビューティカレッジ 専門 衛生 美容科 ２年 40 秋田市中通六丁目18-13

中通高等看護学院 専門 医療 看護学科 ３年 50 秋田市楢山登町3-18

秋田市医師会立秋田看護学校 専門 医療 看護学科 ３年 40 秋田市八橋南一丁目8-11

秋田県歯科医療専門学校 専門 医療 歯科衛生士科 ３年 50 秋田市八橋南一丁目8-8

秋田しらかみ看護学院 専門 医療 看護学科 ３年 40 能代市落合字下悪土120

由利本荘医師会立由利本荘看護学校 専門 医療 看護学科 ３年 40 由利本荘市水林457-7

石塚洋裁専門学校 専門 服飾・家政 洋裁科（専修ｺｰｽ） １年 20 秋田市保戸野鉄砲町2-21

洋裁科（専修ｺｰｽ） ２年 20

専門（夜） 服飾・家政 洋裁科（夜間ｺｰｽ） ２年 15

学科名（ｺｰｽ名）

医療事務科

４年 10

２年 20

２年 30

３年 10

30

https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000002146_00/annai.pdf
https://www.ito-gakuen.ac.jp/aibc/
https://www.ito-gakuen.ac.jp/social/
http://www.akita-beauty.ac.jp/ribiyou_index2/
https://core-akita.ac.jp/arc/
https://core-akita.ac.jp/abc/
http://www.hairbeauty-akita.com/
http://www.meiwakai.or.jp/kangaku/
http://www.acma.or.jp/school/
https://college.akita-da.or.jp/
http://www.asnursing.ac.jp/
http://yurihon-kango.jp/
https://www.ishizuka-yousai.com/

