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スポーツ・保育・医療・リハビリ・食・農業・健康美の総合校！

地下鉄東山線・名城線「栄」駅
８番出口より徒歩８分
地下鉄名城線「矢場町」駅
６番出口より徒歩６分
地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅
５番出口より徒歩９分

 

■スポーツマネジメントテクノロジー科（４年制）　
・プロスポーツAIトレーナーコース
・スポーツマネジメントテクノロジーコース
・スポーツウェルネステクノロジーコース

■スポーツ科学科（２年制）
・スポーツトレーナーコース
アスレティックトレーナー専攻／パーソナルトレーナー専攻／
チャイルドスポーツ専攻
・スポーツインストラクターコース
フィットネスインストラクター専攻／ダンスエクササイズインス
トラクター専攻／ボディメイク＆ビューティー専攻
・スポーツビジネスコース
スポーツビジネス専攻

■柔道整復科（３年制）
・Ⅰ部　午前集中コース
・Ⅱ部　午後集中コース

■鍼灸科（３年制）
・Ⅰ部（昼間）

■理学療法科（３年制）
・Ⅰ部（昼間）

■作業療法科（３年制）
・Ⅰ部（昼間）

■歯科衛生科（３年制）
・Ⅰ部（昼間）

■こども保育科（３年制）
・Ⅰ部（昼間）
こどもスポーツ専攻／こども音楽＆ダンス専攻／こども料理・アウ
トドア専攻／こども医療福祉＆心理専攻／こども公務員専攻

■農芸テクノロジー科（４年制）（認可申請中）
・アグリテックマネジメントコース
・オーガニック＆健康美コース

■食健康テクノロジー科（３年制）（認可申請中）
・パティシエ＆ショコラティエコース
・製菓＆製パンコース
・調理総合コース
・カフェ総合マネジメントコース

 

アスレティックトレーナー／パーソナルトレーナー／エアロビックダン
スインストラクター／アシスタントマネジャー／健康運動実践指導者／
柔道整復師／はり師／きゅう師／理学療法士／作業療法士／歯科衛生
士／保育士資格／幼稚園教諭２種免許／社会福祉主事任用資格／幼児
体育指導者／野菜ソムリエ検定／日本農業技術検定（２級・３級）など

 

ミズノスポーツサービス株式会社／セントラルスポーツ株式会社
／安井鍼灸接骨院／つつみ整形外科クリニック／すずらん鍼灸接
骨院／株式会社アーチ アーチ鍼灸整骨院／医療法人白山会 白山リ
ハビリテーション病院／医療法人医仁会 さくら総合病院／ホワイ
トエッセンス吉田歯科医院／中央出版株式会社 アイン保育園／株
式会社アイグラン 鈴鹿中央総合病院 院内保育所あおぞらなど

 

奨学金制度／学生割引／各種教育ローン／学生寮

学科説明

取得資格

卒業後の進路状況（過去３年間卒業生実績）

特典

　本校は、全国で８６校の専門学校等を運営する滋慶学園グループ
の一員として、「職業人教育を通して社会に貢献する」ことをミッ
ションに掲げています。現在では、全国に専門学校・教育機関を
設置し業界における真のニーズとは何かを見つめ、時代と社会の
変化や変動に応じて、即戦力となる人材の養成を行うため、業界
に直結した専門学校を目指しています。
■学科を越えた学び！『多職種連携教育』
　複数の学科が合同で授業を行ったり、様々な職種の教員から
授業を受けることができる「多職種連携教育」を実践していま
す。在学中から多職種連携を学ぶことで、柔軟な発想力・対応
力を養います。

■他学科の授業が受講できる！『選択ゼミ』
　自らの興味に合わせて授業が選べます。自らの専門分野＋α
の技術や知識を身につけ、卒業後の可能性を広げます。※全学
科対象・授業料無料
［開講ゼミ一覧］トレーニングゼミ、アロマゼミ、ツボゼミ、
新感覚介助ゼミ、就活メイクゼミ、こども心理ゼミ等

■幅広い分野で活躍をめざす『Wメジャーカリキュラム』
　自らのコース以外の授業・資格対策を受けることができ、卒
業後の活躍の幅が広がります。
※スポーツ・食・農業系学科対象、授業料無料

■グループ力を活かした『国家試験サポート』
　滋慶学園グループでは、国家試験の現状や動向把握、分析、
模擬試験の作成などを行っています。また、万が一不合格になっ
た場合、卒業後も授業料免除で合格するまでサポートしています。

■アスレティックトレーナー資格を２年間で目指せます！
　本校では日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナーの
資格を２年間で目指せます。滋慶学園グループの連携したサ
ポート体制で、全国姉妹校合計９１２名が合格しています。（２０２２
年１２月現在）

■実際の現場経験を積む！『実習・インターンシップ』
　学んだ知識や技術をスポーツ現場、接骨院、鍼灸院、医療・
福祉施設、歯科医院、保育施設、ホテル、飲食店、農場などの
現場で実践します。中には、そのまま実習先やインターンシッ
プ先に内定をもらう学生もいます。

■お客様に喜ばれる商品づくりを学ぶ！『企業プロジェクト』
　企業から出される課題に対して、お客様に喜ばれる商品をイ
メージし、食材選びやコストに配慮したメニュー開発を行いま

す。また、企業に採用
された商品は実際の店
舗で販売されることも
あります！
※食・農業系学科対象

■就職を全力でサポート！
『キャリアセンター』
　１人ひとりに合わせ、
担任とキャリアセン
ターが一緒になってサ
ポートします。また、
卒業後のステップアッ
プや独立開業のための
サポートも行います。

〔理事長〕近藤 雅臣 〔校長〕久保田 一 入学事務局   ０１２０‐５３２‐３０５

学校法人　滋慶コミュニケーションアート

名古屋医健スポーツ専門学校

〒４６０‐０００８　愛知県名古屋市中区栄３‐２０‐３

TEL ０１２０‐５３２‐３０５　FAX（０５２）２３８‐３４６５

ホームページアドレス　https://www.nagoya-iken.ac.jp

Ｅメールアドレス　info@nagoya-iken.ac.jp

本校の特色

本校への交通機関

　

　NSM…名古屋スクールオブミュージック＆ダンス
専門学校（姉妹校）

　名古屋ECO…名古屋ECO動物海洋専門学校（姉妹
校）

　名古屋デザイン…名古屋デザイン＆テクノロジー
専門学校（姉妹校）

就職状況（２０２３年３月１日現在）

２０２１年度２０２２年度

２７３２５８卒業者数

２２９２１４就職希望者数

２１５１８５関連分野　 就職者数

１４１８関連外分野 就職者数

９１４進学者数

１,７５１２,０９５求人会社数

２,３７９２,６９８求人人数
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学科・コース名
（昼・夜）

★は職業実践専門課程
　認定学科です

修業年数

募集定員

願書受付期間

推薦入試

推薦基準

選考方法

選考料

推薦定員

専願・併願区分

願書受付期間

一般入試
選考方法

試験科目

選考料

ＡＯ入試

一般科目年
間
授
業
時
間

授
業
時
数

専門科目

実習

週授業時数

入学金

学費 年間授業料

設備費など

教材費
経費

その他の経費

食健康テクノロジー科（昼）
（認可申請中）
パティシエ＆ショコラティエコース
製菓＆製パンコース
調理総合コース
カフェ総合マネジメントコース

農芸テクノロジー科（昼）
（認可申請中）
アグリテックマネジメントコース
オーガニック＆健康美コース

こども保育科（昼）★
Ⅰ部

歯科衛生科（昼）★
Ⅰ部

作業療法科（昼）★
Ⅰ部

理学療法科（昼）★
Ⅰ部

鍼灸科（昼）★
Ⅰ部

柔道整復科（昼）★
Ⅰ部（午前集中コース）
Ⅱ部（午後集中コース）

スポーツ科学科（昼）★
スポーツトレーナーコース
スポーツインストラクターコース
スポーツビジネスコース

スポーツマネジメント
テクノロジー科（昼）
プロスポーツAIトレーナーコース
スポーツマネジメントテクノロジーコース
スポーツウェルネステクノロジーコース

３年４年３年３年３年３年３年３年２年４年

４０名２０名２０名４０名４０名４０名３０名６０名８０名２０名

２０２３年１０月１日～

本校学科に興味を持ち、将来プロとして活躍する意欲があると認められている者。

書類選考・面接書類選考・面接書類選考・面接書類選考・面接書類選考・面接・筆記試
験（現代文または生物）

書類選考・面接・筆記試
験（現代文または生物）

書類選考・面接・筆記試
験（現代文または生物）

書類選考・面接・筆記試
験（現代文または生物）書類選考・面接書類選考・面接

３０,０００円（指定校推薦のみ選考料免除）

募集定員の３０％

専願

２０２３年１０月１日～

書類選考・面接書類選考・面接書類選考・面接書類選考・面接書類選考・面接・筆記試験書類選考・面接・筆記試験書類選考・面接・筆記試験書類選考・面接・筆記試験書類選考・面接書類選考・面接

現代文または生物現代文または生物現代文または生物現代文または生物

３０,０００円

有（専・６／１!～・募集定員の６０％）

 ２,７００時間～ ３,６００時間～

３７５時間１５０時間２４０時間２４０時間２１０時間２４０時間

 １,７４０時間～ ３,４８０時間～ １,２７０時間７９５時間１,５７５時間１,５３０時間１,８７５時間１,７７０時間

１,２３０時間１,８４５時間１,３９５時間１,３５０時間６３０時間７６５時間

３０時間～３０時間～３０時間～３０時間～３０時間～３０時間～３０時間～２５時間～３０時間～３０時間～

１００,０００円１００,０００円１００,０００円２５０,０００円２５０,０００円２５０,０００円２５０,０００円２５０,０００円１００,０００円１００,０００円

８５０,０００円（分割納入可）８５０,０００円（分割納入可）５５０,０００円（分割納入可）６５０,０００円（分割納入可）９００,０００円（分割納入可）９００,０００円（分割納入可）９００,０００円（分割納入可）９５０,０００円（分割納入可）７５０,０００円（分割納入可）９００,０００円（分割納入可）

２００,０００円２００,０００円１２０,０００円１２０,０００円２００,０００円２００,０００円１００,０００円１００,０００円１２０,０００円２００,０００円

コース別
（１００,０００～１２０,０００円）

コース別
（１００,０００～１２０,０００円）約１５０,０００円約３５０,０００円約３００,０００円約３００,０００円約２１０,０００円約２５０,０００円約２５０,０００円約２５０,０００円

３７０,０００円３７０,０００円３１０,０００円３１０,０００円３６０,０００円３６０,０００円２８０,０００円２８０,０００円３１０,０００円３２０,０００円

１７９名（常勤　４３名　非常勤　１３６名）教　　員　　数平成２５年４月１日創立

［２０２２年度］　８４３名（男子 ４４３名　　女子 ４００名）
在籍学生総数

平成２５年３月２８日認可

［２０２１年度］　８６０名（男子 ４４６名　　女子 ４１４名）滋慶コミュニケーションアート法人名称

５,８４９㎡校舎面積医療専門課程、文化・教養専門課程、衛生専門課程課程名

鉄骨鉄筋コンクリート造　建物の構造滋慶学園グループの３つの教育理念である「実学教
育」「人間教育」「国際教育」を柱に、即戦力となる
人材育成に力を注いでいます。最新の設備、一流の
プロの講師陣の指導のもとで産学連携教育を通して、
産業界で文字通り“即戦力”となる教育を目指して
います。

建学の精神（沿革）
教育方針

有寮

全教室冷暖房完備、附属接骨院、附属鍼灸院、図書室、実
習室（トレーニングルーム、ダンススタジオ、柔道場、レ
クリエーションルーム、機能訓練室、日常動作訓練室、ユ
ニット実習室、ファントム実習室、ピアノ室、保育実習室、
PCルーム、カフェスペース、製菓実習室、調理実習室、
製パン実習室、ドリンク実習室、その他実習室など）

主な施設設備の概要
（厚生施設を含む）

利用できる奨学制度・特待生制度課外活動の種類就職あっ旋の方法

!日本学生支援機構奨学金
!兄弟姉妹学費免除制度
!既修得単位認定制度
!国の教育ローン（日本政策金融公庫）
!民間金融機関の教育ローン
!高等教育の修学支援新制度

!クラブ活動
柔道部、野球部、バスケットボール部、テニス部、バ
レーボール部、バドミントン部、フットサル部、ハ
ンドボール部など（２０２３年１月現在）
!行事
入学式、新入生オリエンテーション、学園祭、海
外実学研修、スポーツ大会、合同企業説明会、就
職セミナー、卒業式など

就職専門のキャリアセンターのスタッフが、一人
ひとりフォローします。在学生の就職意識を高め
る就職出陣式を最終学年進級前に実施。また業界
研修や個別カウンセリングを通じて就職希望者全
員就職を目標に指導しています。

特記事項（体験入学・見学会・その他）

●体験入学　毎週開催
　参加無料
　友達、保護者と参加可
　内容：学校・学科説明、入試説明、体験授業、校舎見学、保護者説明会
　※ホームページまたはお電話にて日程をご確認ください。（  ０１２０－５３２－３０５）

全国高等学校進路指導協議会統一様式準拠

医療
分野


