
やまがたの学校一覧（県内の大学・短大・専門学校等）

学校名 特色 学部・学科 お問合せ先

山形大学

山形大学は４つのキャンパス、６つの学部
から構成され、約９千人の学生が学ぶ東
日本でも有数の総合大学です。有機ＥＬ、
ナスカの地上絵、分子疫学など最先端の
研究が行われています。

◆人文社会科学部
人文社会科学科

◆地域教育文化学部
地域教育文化学科

◆理学部
理学科

〒990-8560 
山形市小白川町一丁目4-12
TEL: 023(628)4006

◆医学部
医学科／看護学科

〒990-9585
山形市飯田西二丁目2-2
TEL: 023(633)1122

◆工学部
高分子・有機材料工学科／
化学・バイオ工学科／
情報・エレクトロニクス学科／
機械システム工学科／
建築・デザイン学科／
システム創成工学科

〒992-8510
米沢市城南四丁目3-16
TEL: 0238(26)3005

◆農学部
食料生命環境学科

〒997-8555 
鶴岡市若葉町1-23
TEL: 0235(28)2805

山形県立保健医療大学

看護師、保健師、助産師、理学療法士、作
業療法士を養成する東北有数の大学です。
少人数教育、「チーム医療」を重視し、自ら
学び、考える保健医療のプロフェッショナ
ルを育成します。

◆保健医療学部
看護学科／理学療法学科／
作業療法学科

〒990-0055
山形市上柳260
TEL: 023(686)6611

山形県立米沢栄養大学

管理栄養士を養成する県内唯一の単科大
学です。少人数教育により個々の能力を最
大限伸ばし、県民の健康で豊かな暮らしの
実現に寄与する栄養のプロフェッショナル
を育成します。

◆健康栄養学部
健康栄養学科

〒992-0025

米沢市通町6-15-1
TEL: 0238(22)7330

大学 ※学校名をクリックすると各学校のホームページに移動します

https://www.yamagata-u.ac.jp/jp/
https://www.yachts.ac.jp/
http://www.u.yone.ac.jp/


学校名 特色 学部・学科 お問合せ先

東北芸術工科大学

芸術学部、デザイン工学部に16学科・コー

スがあり、地域と連携した実践的な演習や
プロジェクトを通じて、これからの社会に最
も求められている「創造的に社会を変える
人材」を育成しています。

◆芸術学部
文化財保存修復学科／
歴史遺産学科／美術科／文芸学科

◆デザイン工学部
プロダクトデザイン学科／
建築・環境デザイン学科／
グラフィックデザイン学科／
映像学科／企画構想学科／
コミュニティデザイン学科

〒990-9530

山形市上桜田3-4-5

TEL: 023(627)2000

東北公益文科大学

公益学部・公益学科に「経営」「政策」「地域
福祉」「国際教養」「観光・まちづくり」「メディ
ア情報」コースを設置。コース横断の学び
やデータサイエンス教育、海外留学支援も
充実しています。

◆公益学部
公益学科

〒998-8580

酒田市飯森山3-5-1

TEL: 0234(41)1111

東北文教大学

人間科学部に「子ども教育学科」と「人間関
係学科」の２学科を設置。教育・保育・コミュ
ニケーション・心理・福祉の専門的知識と技
術を身につけ、人間性豊かな、社会に貢献
できる人材を育てます。

◆人間科学部
子ども教育学科／人間関係学科／
留学生別科

〒990-2316

山形市片谷地515

TEL: 023(688)2298

放送大学山形学習センター

大学教育と生涯学習の機会を広く県民の
皆さまに提供するため設置された文部科学
省認可の通信制の大学です。ＢＳ放送、イ
ンターネット等で場所や時間を問わずどな
たでも学習できます。

◆教養学部
教養学科

〒990-8580

山形市城南町一丁目1-1

霞城セントラル10F

TEL: 023(646)8836

https://www.tuad.ac.jp/
https://www.koeki-u.ac.jp/
http://www.t-bunkyo.jp/
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/yamagata/


短期大学

学校名 特色 学部・学科 お問合せ先

山形県立米沢女子短期大学

４つの専門学科を設置する全国有数の総
合短期大学です。多彩な教養教育、実践
力を養う専門教育、きめ細かなキャリア支
援により、高い就職率と４年制大学編入学
率を誇ります。

国語国文学科／
英語英文学科／
日本史学科／
社会情報学科

〒992-0025
米沢市通町6-15-1

TEL: 0238(22)7330

東北文教大学短期大学部

「子ども学科」「現代福祉学科」の2学科を

設置。保育や介護福祉の専門的な知識と
技能を身につけ、現代社会で貢献できる質
の高い人材を育てます。

子ども学科／現代福祉学科

〒990-2316

山形市片谷地515

TEL: 023(688)2298

羽陽学園短期大学

本学は幼児教育者及び介護福祉従事者の
養成校で、小規模大学の利点を活かし学
生一人ひとりに向き合った教育を実践して
います。新しくなった実習施設で学んでみ
ませんか。

幼児教育科／専攻科（福祉専攻）

〒994-0065

天童市大字清池1559

TEL: 023(655)2385

高等専門学校

学校名 特色 学部・学科 お問合せ先

鶴岡工業高等専門学校

高等専門学校は５年制の技術教育によっ
て創造性豊かな技術者を養成する高等教
育機関で、高等学校卒業者は４年次編入
学が可能です。高い就職率だけでなく大学
等への進学実績も豊富です。

創造工学科／
専攻科生産システム工学専攻

〒997-8511

鶴岡市井岡字沢田104

TEL: 0235(25)9014

http://www.yone.ac.jp/
http://www.t-bunkyo.jp/
http://www.uyo.ac.jp/
https://www.tsuruoka-nct.ac.jp/


分野 学校名 特色 学部・学科 お問合せ先

医
療
・看
護

山形市立病院済生館高等看護学院

山形市の中心部に位置する済生館に隣
接し、１学年定員30名の看護学校です。

臨床に即した授業、実習をとおし、市民
の健康の担い手として活躍できる専門職
業人の育成をめざしています。

看護学科

〒990-8533

山形市七日町1-3-26

TEL: 023(634)7125

鶴岡市立荘内看護専門学校 学生総数60名という少人数の3年制看護
専門学校です。教育方針として①1学年
20名の少人数制で個々に合わせた手厚

い学習支援としてチューター制をとってい
ます。②充実した実習を行うため教育機
関や地域施設と連携し、庄内の特色ある
実習環境を整備しています。本校では、
地域住民の輝く命と心身の健康を守りそ
の人らしく生きていくことを支える看護師
の育成を目指しています。

看護学科

〒997-0035

鶴岡市馬場町2-1

TEL: 0235(22)1919

酒田市立酒田看護専門学校

本校は全日制、3年課程、1学年30名の
学校です。経験豊かな9名の専任教員と
約90名の講師により、熱意あふれる講

義を展開し、地域医療を支える担い手と
なる看護師の育成をめざしています。

看護学科

〒998-0044

酒田市中町3-7-16

TEL: 0234(24)2260

独立行政法人国立病院機構

山形病院附属看護学校
全国に34校ある国立病院機構病院附属
看護学校の１校として、山形病院を母体
に臨床と連携した教育を実践し、共に看
護を語り合い、真に優しく即戦力となる看
護師を育成しています。

豊かな環境、新校舎で学ぶ看護実践能
力をもった専門職になるために
３年連続国家試験 合格率 100％

看護学科

〒990-0876

山形市行才126番地2

TEL: 023(681)2301

専門学校・各種学校

https://www.saiseikan.jp/Outline/school
http://www.shonai-n-school.jp/
http://www.sakata-kango.jp/
https://yamagata.hosp.go.jp/kangaku/
https://yamagata.hosp.go.jp/kangaku/


分野 学校名 特色 学部・学科 お問合せ先

医
療
・看
護

山形厚生看護学校

地域社会で暮らす人々と関わり、社会に
貢献できる看護師の育成をめざします。
令和５年度より助産師養成課程を開設し
ます。（指定申請中）

看護学科／助産学科（指定申請中）

〒990-2305

山形市蔵王半郷字
八森959

TEL: 023(688)6258

三友堂看護専門学校

看護師になるための基礎的専門教育を
行い、知識・技術・態度・価値観などを学
びながら、患者さんとの心からのコミュニ
ケーションを通して信頼関係を築ける真
の看護の心を育てます。

看護学科

〒992-0045

米沢市中央7-5-3-1

TEL: 0238(23)6470

山形医療技術専門学校

理学療法士及び作業療法士を養成する
４年制の専門学校です。
全国トップクラスの国家試験合格率を誇
り、自ら学び、考え、行動する人材を育成
しています。

理学療法学科／作業療法学科

〒990-2352

山形市大字前明石字
水下367

TEL: 023(645)1123

山形歯科専門学校

県内唯一の歯科衛生士養成校です。明
るく思いやりのある、意欲にあふれた歯
科医療専門職の育成をめざします。県歯
科医師会立であり、各学習や就職等に
強力な支援をいただいています。

歯科衛生士科

〒990-0031

山形市十日町2-4-35

TEL: 023(624)8935

デ
ザ
イ
ン

山形デザイン専門学校

一科で多分野のデザインが学べる、マル
チなスキル修得が可能なカリキュラム。
基礎の徹底を大切にしつつ、団体や企業
から寄せられた相談に取り組む実践的な
授業も行っています。

ビジュアルデザイン科／
環境デザイン科

〒990-0054

山形市六日町5-26

TEL: 023(631)3572

https://yamagata-kouseikango.com/
http://school.sanyudo.or.jp/
https://ymisn.ac.jp/
https://shikasen.keishi.org/
https://www.yacd.ac.jp/


分野 学校名 特色 学部・学科 お問合せ先

農
業

山形県立農林大学校

稲作、果樹、野菜、花き、畜産、農産加工、
林業の７つの学科で、農林業の実践的な
知識と技術を学べます。４つの進路（就農、
雇用就農、就職、進学）に対する指導も
充実しています。

稲作経営学科／果樹経営学科／
野菜経営学科／花き経営学科／
畜産経営学科／農産加工経営学科／
林業経営学科

〒996-0052

新庄市大字角沢1366

TEL: 0233(22)1527

調
理

山形調理師専門学校

きめ細かい指導とプロの手ほどきで、調
理技術を身に付けます。２年課程の調理
高度技術科は、オープンキャンパス参加
が必須のＡＯ入学Ｓ型で、奨学費支給。
調理師科は１年で免許取得可能。

調理師科／調理高度技術科

〒990-0054

山形市六日町7-42

TEL: 023(641)8345

酒田調理師専門学校

多彩な知識・教養をもつプロフェッショナ
ルの育成を目指す学校。日本海・鳥海
山・月山・庄内平野・最上川が育む豊か
な食材で学ぶことができます！卒業と同
時に調理師免許を取得できます。

調理科／高度調理技術科

〒998-0023

酒田市幸町2-10-12

TEL: 0234(22)0397

理
容
・美
容

山形美容専門学校

ヘアー、メイク、ネイル、エステ、着付けな
ど美容の仕事をトータルで学べます。就
職、国家試験合格に絶対の自信がある
山美であなたの「夢」を実現させません
か？

美容科

〒990-0053

山形市薬師町1-4-25

TEL: 023(632)0167

山形理容学校

理容師は、お客様に寄り添い１人１人に
合ったヘアスタイルを作り、癒しを提供す
る仕事です。本校は昼間課程、通信課程
を設置し、在学中に理容免許の取得を目
指します。

理容科

〒990-0055

山形市相生町8-52

TEL: 023(622)5305

http://ynodai.ac.jp/
http://www.uyo.ac.jp/chourisi/
https://www.sakacho.click/
https://www.yakushinomori.ac.jp/
https://yama-riyou.jp/


分野 学校名 特色 学部・学科 お問合せ先

事
務
・情
報
・介
護
福
祉
等

専門学校山形Ｖ.カレッジ

建築、ＡＩ、ＩＣＴ、ファッション、医療事務な
どを学ぶことができる専門学校です。職
業実践専門課程設置校であり、地元企業
と連携し実習・演習も充実しています。

AI・情報システム科／ICTクリエイト科／

建築科／サイバーシステム科／
ファッション・プロモート科／
医療事務・企業会計科／
医療事務科／公務員科／
アロマケアサポート科

〒990-0834

山形市清住町1-4-41

TEL: 023(644)1122

新庄コアカレッジ
最上８市町村の支援を得た公設民営の
専門学校として地域の人材を育てます。
学科横断的な「選択科目制」の導入で、
IT×介護、介護×医療、医療×ITのダブ
ルライセンス取得のチャンスがあり、柔軟
な対応力と将来に向けて広い選択肢を持
つことができます。

情報システム科／ビジネスIT科／

医療ビジネス科／介護福祉科

〒996-0091

新庄市十日町6162-11

TEL: 0233(29)2121

大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校
山形校

高度な資格取得はもちろんのこと、企業
で即戦力になるための実習を豊富に取り
入れ、税理士、システムエンジニア、経理
事務・販売営業、医療事務、介護福祉士
等、なりたい自分を目指せます。

ビジネス科／税理士科／情報IT科／
医療事務科／介護福祉科

〒990-0827

山形市城南町1-18-10

TEL: 023(674)0660大原スポーツ公務員専門学校山形校
スポーツコースはトレーニング実習等、豊
富な実習で楽しみながら資格を取得でき
ます。
公務員コースは分かりやすい授業で筆記
試験対策だけでなく面接トレーニングも行
い試験対策は万全です！

スポーツ科／公務員科

第一貨物流通技能専門校

本校は、職業運転者に必要な専門的でし
かも実践的な知識・技能、それにふさわし
い人間性を育てる企業内学校として創設
されました。現在も社会に貢献できる多く
の人材を育成しています。

流通技能科

〒994-0067

天童市大字芳賀895
TEL: 023(655)3131

https://www.ycb.ac.jp/
https://shinjo.core-gakuen.com/
https://school.o-hara.ac.jp/yamagata/
https://school.o-hara.ac.jp/yamagata_koumuin/


職業能力開発施設

学校名 特色 学部・学科 お問合せ先

山形県立産業技術短期大学校

最先端機器と少人数教育による手厚い指
導で『ものづくり』の未来を担う技術者を育
成します。就職率１００％、県内就職率約９
０％。安価な学費で支援制度も充実。学生
寮や食堂も完備です。

機械システム系デジタルエンジニアリング科
／機械システム系メカトロニクス科／
知能電子システム科／情報システム科／
建築環境システム科／
土木エンジニアリング科／
産業技術専攻科

〒990-2473

山形市松栄2丁目2-1

TEL: 023(643)8431
Mail： nyushi@yamagata-cit.ac.jp

山形県立産業技術短期大学校庄内校

２年間のカリキュラムで幅広い専門知識や
最新の技術を習得し、企業が求める即戦
力となるプロフェッショナルを育成します。
低額の学費、就職率ほぼ100％。各種資格

取得が可能です。

生産エンジニアリング科／
情報通信システム科／
IT会計ビジネス科

〒998-0102

酒田市京田3丁目57-4

TEL: 0234(31)2300

Mail： All-kyomu@shonai-cit.ac.jp

山形工科短期大学校

建築設計・施工、大工技能、木工の実践的
技術を学ぶ。建設企業に入社し研究生とな
るため、授業料は企業負担で、給与を受給
しながら学ぶ。卒業後はその企業の即戦力
として活躍！

居住システム系住居環境科

〒993-0021

長井市上伊佐沢6958-1

TEL: 0238(88)1971

山形県立職業能力開発専門校

自動車整備士及び建築大工の即戦力とな
るスペシャリストを育成しています。少人数
のグループ制により、卒業後の整備工場や
建設現場を想定した実践的な教育を行って
います。

自動車科／建設技術科

〒990-2473

山形市松栄2丁目2-1

TEL: 023(644)9227

山形県立庄内職業能力開発センター
未経験者でも工場板金・製缶・構造物鉄
工・機械加工業界で活躍できるよう、板金・
溶接・機械加工等ものづくりの基本となる
知識及び加工技術を学ぶことができます。
学費は無料です。

金属技術科

〒998-0102

酒田市京田3丁目57-4

TEL: 0234(31)2700

http://www.yamagata-cit.ac.jp/
mailto:nyushi@yamagata-cit.ac.jp
https://www.shonai-cit.ac.jp/
mailto:All-kyomu@shonai-cit.ac.jp
http://yit.ac.jp/
http://www.yamagatanoukai.jp/
https://www.shonai-noukai.jp/

