
修了者が専門士と称することができる専修学校専門課程の一覧

学　校　名 課　程　名

東京都 ＥＳＰアニメーション声優専門学校 文化・教養専門課程声優科 平成25年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 ＥＳＰアニメーション声優専門学校 文化・教養専門課程声優科３年制 平成28年2月29日 ～ 平成31年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 ＨＡＬ東京 テクノロジ専門課程ＣＧ学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
ＨＡＬ東京 デジタル専門課程ＣＧ学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 ＨＡＬ東京 テクノロジ専門課程ＷＥＢ学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
ＨＡＬ東京 デジタル専門課程ＷＥＢ学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 ＨＡＬ東京 テクノロジ専門課程ゲーム学科（昼間部） 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
ＨＡＬ東京 デジタル専門課程ゲーム学科（昼間部） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 ＨＡＬ東京 テクノロジ専門課程情報工学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
ＨＡＬ東京 デジタル専門課程情報工学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 ＨＡＬ東京 テクノロジ専門課程情報処理学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
ＨＡＬ東京 デジタル専門課程情報処理学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 ＨＡＬ東京 テクノロジ専門課程ミュージック学科（２年制） 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
ＨＡＬ東京 デジタル専門課程ミュージック学科（２年制） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 ＨＡＬ東京 デジタル専門課程ＣＧ学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 ＨＡＬ東京 デジタル専門課程ＷＥＢ学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 ＨＡＬ東京 デジタル専門課程ゲーム学科（昼間部） 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 ＨＡＬ東京 デジタル専門課程情報工学科 平成22年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
ＨＡＬ東京 デジタル専門課程電子制御学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 ＨＡＬ東京 デジタル専門課程情報処理学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 ＨＡＬ東京 デジタル専門課程ミュージック学科（２年制） 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 ＨＡＬ東京 デジタル専門課程電子制御学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

東京都 ＪＴＢトラベル＆ホテルカレッジ 商業実務専門課程国際ホテル科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

東京都 ＪＴＢトラベル＆ホテルカレッジ 商業実務専門課程国際旅行ビジネス科（昼間部） 平成19年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
ＪＴＢトラベル＆ホテルカレッジ

商業実務専門課程国際観光ビジネス科（昼
間部）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 ＪＴＢトラベル＆ホテルカレッジ 商業実務専門課程国際旅行ビジネスデュアル科 平成21年2月27日 ～ 平成26年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
ＪＴＢトラベル＆ホテルカレッジ

商業実務専門課程国際観光ビジネスデュ
アル科（夜間部）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 ＪＴＢトラベル＆ホテルカレッジ 商業実務専門課程国際旅行ビジネス訪日科 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
ＪＴＢトラベル＆ホテルカレッジ

商業実務専門課程国際観光ビジネス訪日
科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 ＪＴＢトラベル＆ホテルカレッジ 商業実務専門課程国際観光ビジネス訪日科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 ＪＴＢトラベル＆ホテルカレッジ 商業実務専門課程国際観光ビジネス科（昼間部） 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 ＪＴＢトラベル＆ホテルカレッジ
商業実務専門課程国際観光ビジネスデュアル科
（夜間部）

平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 愛国学園保育専門学校 保育専門課程幼児教育科第１部 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
愛国学園保育専門学校 保育・介護福祉専門課程幼児教育科第１部 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 愛国学園保育専門学校 保育・介護福祉専門課程幼児教育科第１部 平成14年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
愛国学園保育専門学校 保育・介護福祉専門課程幼児教育科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 愛国学園保育専門学校 保育・介護福祉専門課程幼児教育科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

東京都 愛歯技工専門学校 医療専門課程歯科技工科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
財団法人愛世会愛歯技工専門学校 医療専門課程歯科技工科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 青山観光芸術専門学校 観光専門課程観光秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
青山観光芸術専門学校 観光専門課程ツアープラン学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

（令和2年3月現在）

位 置 専　修　学　校　名 課　程　名
適用年月日

告示年月日 手続き
名称変更後 変更、廃止、不適合

年月日
変更、廃止、不適合

告示年月日
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東京都 青山観光芸術専門学校 観光専門課程トラベル学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 青山観光芸術専門学校 観光専門課程ホテル学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 青山観光芸術専門学校 芸術専門課程観光芸術学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 青山観光芸術専門学校 観光専門課程ツアープラン学科 平成7年4月1日 ～ 平成7年11月30日

東京都 青山製図専門学校 製図専門課程環境開発設計科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 青山製図専門学校 製図専門課程機械設計ＣＡＤ科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
青山製図専門学校 製図専門課程機械設計ＣＡＤ科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 青山製図専門学校 製図専門課程グラフィックデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 青山製図専門学校 製図専門課程建築インテリアデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 青山製図専門学校 製図専門課程建築設計・設備科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
青山製図専門学校 製図専門課程建築設計・設備科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 青山製図専門学校 製図専門課程女子設計製図科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
青山製図専門学校 製図専門課程女子設計ＣＡＤ科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 青山製図専門学校 製図専門課程店舗設計デザイン科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
青山製図専門学校 製図専門課程店舗設計デザイン科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 青山製図専門学校 製図専門課程女子設計ＣＡＤ科 平成7年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
青山製図専門学校 製図専門課程ＣＡＤ設計製図科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 青山製図専門学校 製図専門課程インテリア工学科（夜間部） 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
青山製図専門学校 製図専門課程インテリア工学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 青山製図専門学校 製図専門課程建築科（夜間部） 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
青山製図専門学校 製図専門課程建築科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 青山製図専門学校 製図専門課程機械設計ＣＡＤ科 平成12年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
青山製図専門学校 製図専門課程プロダクトＣＡＤデザイン科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 青山製図専門学校 製図専門課程建築工学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

東京都 青山製図専門学校 製図専門課程建築設計・設備科 平成12年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
青山製図専門学校 製図専門課程建築設計デザイン科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 青山製図専門学校 製図専門課程店舗設計デザイン科 平成12年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
青山製図専門学校 製図専門課程商空間デザイン科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 青山製図専門学校 製図専門課程ＣＡＤ設計製図科 平成13年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 青山製図専門学校 製図専門課程インテリア工学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

東京都 青山製図専門学校 製図専門課程建築科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

東京都 青山製図専門学校 製図専門課程建築インテリア工学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

東京都 青山製図専門学校 製図専門課程建築設計デザイン科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

東京都 青山製図専門学校 製図専門課程商空間デザイン科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

東京都 青山製図専門学校 製図専門課程プロダクトＣＡＤデザイン科 平成21年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 青山製図専門学校 製図専門課程（工業）　住宅設計デザイン科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 赤堀栄養専門学校 栄養専門課程栄養士科 平成7年1月23日 ～ 平成26年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

東京都 赤堀製菓専門学校 衛生専門課程パティシエ科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日
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東京都 赤堀製菓専門学校 衛生専門課程カフェビジネス科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

東京都 赤堀製菓専門学校 衛生専門課程　パティシエ実践科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

東京都 彰栄保育福祉専門学校 教員養成専門課程幼稚園教諭保母科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
彰栄保育福祉専門学校 教員養成専門課程保育科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 彰栄保育福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 彰栄保育福祉専門学校 教員養成専門課程保育科 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

東京都 彰栄リハビリテーション専門学校 医療専門課程作業療法学科昼間部 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 彰栄リハビリテーション専門学校 医療専門課程作業療法学科夜間部 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

東京都 アクト情報スポーツ保育専門学校 商業実務専門課程ゲーム開発科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 アクト情報スポーツ保育専門学校 商業実務専門課程健康福祉学科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 アクト情報スポーツ保育専門学校 商業実務専門課程サッカーエキスパート学科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 アクト情報スポーツ保育専門学校 商業実務専門課程情報処理科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 アクト情報スポーツ保育専門学校 商業実務専門課程スポーツ健康科学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
アクト情報スポーツ保育専門学校

商業実務専門課程スポーツインストラク
ター学科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 アクト情報スポーツ保育専門学校 商業実務専門課程スポーツトレーナー学科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 アクト情報スポーツ保育専門学校 商業実務専門課程スポーツビジネス学科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 アクト情報スポーツ保育専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成17年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
アクト情報スポーツ保育専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

東京都 アクト情報スポーツ保育専門学校 商業実務専門課程福祉スポーツ学科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 アクト情報スポーツ保育専門学校 商業実務専門課程まんが・ＣＧデザイン科 平成20年2月26日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 アクト情報スポーツ保育専門学校 商業実務専門課程幼児教育・保育学科 平成19年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
アクト情報スポーツ保育専門学校 商業実務専門課程こども未来学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 アクト情報スポーツ保育専門学校 商業実務専門課程ゲーム科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 アクト情報スポーツ保育専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 アクト情報スポーツ保育専門学校 商業実務専門課程スポーツインストラクター学科 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 アクト情報スポーツ保育専門学校 商業実務専門課程スポーツ健康科学科 平成22年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 アクト情報スポーツ保育専門学校 商業実務専門課程　こども未来学科 平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 アクト情報ビジネス専門学校 情報処理専門課程女子ＯＡビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
アクト情報ビジネス専門学校 情報処理専門課程マルチメディア科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 アクト情報ビジネス専門学校 情報処理専門課程女子情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
アクト情報ビジネス専門学校 情報処理専門課程流通ビジネス科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 アクト情報ビジネス専門学校 情報処理専門課程ビジネス情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
アクト情報ビジネス専門学校 情報処理専門課程流通ビジネス科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 アクト情報ビジネス専門学校 情報処理専門課程システム開発科 平成7年11月30日 ～ 平成10年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
アクト情報ビジネス専門学校 情報処理専門課程ソフトウェア開発科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 アクト情報ビジネス専門学校 情報処理専門課程マルチメディア科 平成8年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチメディア科 平成11年4月1日 平成12年2月8日
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東京都 アクト情報ビジネス専門学校 情報処理専門課程流通ビジネス科 平成8年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
アクト情報ビジネス専門学校 情報処理専門課程情報ビジネス科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 アクト情報ビジネス専門学校 情報処理専門課程情報ビジネス科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 アクト情報ビジネス専門学校 情報処理専門課程ソフトウェア開発科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程スポーツビジネス科 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
アクト情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程スポーツ健康ビジネス
科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチメディア科 平成11年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチメディア系学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程アスレティックトレーナー科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程スポーツトレーナー科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程インターネット開発科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
アクト情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程インターネット系学科
Webデザイン専攻科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ゲームクリエータ科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報エキスパート科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報通信系学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程スポーツ健康ビジネス科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程スポーツ健康科学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

東京都 アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程スポーツディレクター科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程スポーツマネジメント科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 アクト情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程インターネット系学科Webデザ
イン専攻科

平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報通信系学科 平成15年4月1日 ～ 平成15年4月1日 平成16年2月17日
名称変

更
アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報処理科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

東京都 アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程スポーツトレーナー科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチメディア系学科 平成15年4月1日 ～ 平成15年4月1日 平成16年2月17日
名称変

更
アクト情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程マルチメディア科
商業実務専門課程ＤＴＰデザイン科

平成15年4月1日 平成17年3月9日

東京都 アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ゲーム系学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＤＴＰデザイン科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報処理科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
アクト情報スポーツ保育専門学校 商業実務専門課程情報処理科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程スポーツ健康科学科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
アクト情報スポーツ保育専門学校 商業実務専門課程スポーツ健康科学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチメディア科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成17年12月26日 ～ 平成17年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
アクト情報スポーツ保育専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成17年4月1日 平成20年2月26日

東京都 アクト情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程幼児教育・保育学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
アクト情報スポーツ保育専門学校 商業実務専門課程幼児教育・保育学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程イメージクリエイション科 平成7年1月23日 ～ 平成31年4月1日 平成7年1月23日
名称変

更
阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程　アート学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都 阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程絵画科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程絵画表現科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程デザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 阿佐ヶ谷美術専門学校 専門課程視覚情報デザイン科 平成13年3月1日 ～ 平成13年5月1日 平成13年3月8日
名称変

更
阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程視覚情報デザイン科 平成13年5月1日 平成19年2月22日

東京都 阿佐ヶ谷美術専門学校 専門課程スペースデザイン科 平成13年3月1日 ～ 平成13年5月1日 平成13年3月8日
名称変

更
阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程スペースデザイン科 平成13年5月1日 平成19年2月22日
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東京都 阿佐ヶ谷美術専門学校 専門課程デジタルメディアデザイン科 平成13年3月1日 ～ 平成13年5月1日 平成13年3月8日
名称変

更
阿佐ヶ谷美術専門学校

造形美術専門課程デジタルメディアデザイ
ン科

平成13年5月1日 平成19年2月22日

東京都 阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程絵画表現科 平成18年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成19年2月22日
名称変

更
阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程　アート学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都 阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程視覚情報デザイン科 平成13年5月2日 ～ 平成18年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程視覚デザイン科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程視覚デザイン科 平成18年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成19年2月22日
名称変

更
阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程　デザイン学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都 阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程時空デザイン科 平成18年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程メディアデザイン科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程スペースデザイン科 平成13年5月2日 ～ 平成26年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
阿佐ヶ谷美術専門学校

造形美術専門課程リビングプロダクトデザ
イン科

平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程デジタルメディアデザイン科 平成13年5月2日 ～ 平成18年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程時空デザイン科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程メディアデザイン科 平成22年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程映像メディア科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程映像メディア科 平成26年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成27年2月19日
名称変

更
阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程　コンテンツ学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都 阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程キャラクターデザイン科 平成27年2月19日 ～ 平成31年4月1日 平成27年2月19日
名称変

更
阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程　コンテンツ学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都 阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程リビングプロダクトデザイン科 平成26年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成27年2月19日
名称変

更
阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程　デザイン学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都 阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程　アート学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程　コンテンツ学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程　デザイン学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 アジア・アフリカ語学院 アジア・アフリカ語専門課程アラビア語学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 アジア・アフリカ語学院 アジア・アフリカ語専門課程インド語学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 アジア・アフリカ語学院 アジア・アフリカ語専門課程インドネシア語学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 アジア・アフリカ語学院 アジア・アフリカ語専門課程中国語学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
アジア・アフリカ語学院

アジア・アフリカ語専門課程アジア・アフリカ
語学科２年制

平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 アジア・アフリカ語学院
アジア・アフリカ語専門課程アジア・アフリカ語学科
２年制

平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校アジア・アフリカ語学院

アジア・アフリカ語専門課程アジア・アフリカ
語学科２年制

平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 アポロ歯科衛生士専門学校 歯科衛生専門課程歯科衛生学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 アポロ美容理容専門学校 衛生専門課程美容科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

東京都 アポロ美容理容専門学校 衛生専門課程理容科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

東京都 アルファ医療福祉専門学校 医療専門課程柔道整復学科（午後部） 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

東京都 アルファ医療福祉専門学校 医療専門課程柔道整復学科（午前部） 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

東京都 アルファ医療福祉専門学校 医療専門課程はり・きゅう学科（午後部） 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

東京都 アルファ医療福祉専門学校 医療専門課程はり・きゅう学科（午前部） 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

東京都 アルファ医療福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉士科 平成21年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
アルファ医療福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉士学科 平成28年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 アルファ医療福祉専門学校 福祉専門課程こども保育教諭養成科 平成28年2月29日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
アルファ医療福祉専門学校 福祉専門課程こども保育学科 平成28年3月31日 平成30年2月28 日
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東京都 アルファ医療福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉士学科 平成28年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 アルファ医療福祉専門学校 福祉専門課程こども保育学科 平成28年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 アルファ福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉士科 平成13年3月1日 ～ 平成21年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
アルファ医療福祉専門学校 福祉専門課程　介護福祉士科 平成21年4月1日 平成23年12月22日

東京都 アルファ福祉専門学校 福祉専門課程心理・福祉経営学科 平成17年12月26日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 池見東京医療専門学校 医療・工学専門課程臨床工学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

東京都 池見東京歯科衛生士専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
池見東京歯科衛生士専門学校

歯科衛生士専門課程歯科衛生士科（２年
制）

平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 池見東京歯科衛生士専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士科（２年制） 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
池見東京歯科衛生士専門学校 歯科衛生士専門課程　歯科衛生士科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 池見東京歯科衛生士専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 池見法経・福祉専門学校 商業実務専門課程経理本科 平成8年12月4日 ～ 平成19年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 池見法経・福祉専門学校 文化教養専門課程実務法律学科 平成8年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 池見法経・福祉専門学校 文化教養専門課程法律学科 平成8年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 池見法経専門学校 文化教養専門課程実務法律学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
池見法経・福祉専門学校 文化教養専門課程実務法律学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 池見法経専門学校 文化教養専門課程法律学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
池見法経・福祉専門学校 文化教養専門課程法律学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 板橋中央看護専門学校 看護専門課程第１学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

東京都 板橋中央看護専門学校 看護専門課程第２学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

東京都 医療法人社団翠会成増高等看護学校 医療専門課程医療看護学科 平成8年4月1日 ～ 平成8年12月4日

東京都 岩本和裁専門学校 和裁専門課程和裁学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 上野法律専門学校 文化教養専門課程法律行政学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 英進国際情報専門学校 情報処理専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 英進情報処理専門学校 情報処理専門課程情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 英進情報処理専門学校 情報処理専門課程情報処理２年科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 江戸川医療専門学校 医療専門課程作業療法学科 平成17年3月3日 ～ 平成20年2月26日 平成17年3月3日 不適合 平成20年2月26日 平成20年2月26日

東京都 江戸川医療専門学校 医療専門課程理学療法学科 平成17年3月3日 ～ 平成20年2月26日 平成17年3月3日 不適合 平成20年2月26日 平成20年2月26日

東京都 江戸川看護専門学校 医療専門課程看護学科（３年課程） 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

東京都 王子経理専門学校 商業実務専門課程経理学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 王子経理専門学校 商業実務専門課程情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 王子経理専門学校 商業実務専門課程トラベル・ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 王子経理専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日
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東京都 大竹栄養専門学校 栄養専門課程　栄養士科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 大塚きもの・テキスタイル専門学校 工業専門課程国際情報処理科 平成23年12月22日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
専門学校早稲田国際ビジネスカレッジ 工業専門課程国際情報学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 大塚きもの・テキスタイル専門学校 テキスタイル専門課程デザイン総合科 平成23年12月22日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
専門学校早稲田国際ビジネスカレッジ 文化教養専門課程国際教養学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 大塚きもの・テキスタイル専門学校 服飾専門課程きもの総合科 平成23年12月22日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
専門学校早稲田国際ビジネスカレッジ 服飾・家政専門課程きもの総合学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 大塚情報処理専門学校 工業専門課程高度情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 大塚情報処理専門学校 工業専門課程システム情報科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 大塚情報処理専門学校 工業専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
大塚情報処理専門学校 工業専門課程国際情報処理科 平成18年4月1日 平成20年2月26日

東京都 大塚情報処理専門学校 工業専門課程国際情報処理科 平成18年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 大塚末子きもの学院 服飾専門課程舞台衣裳科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 大塚末子きもの学院 服飾専門課程和裁技術科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
大塚末子きもの学院 服飾専門課程きもの技術科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 大塚末子きもの学院 服飾専門課程和裁師範科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 大塚末子きもの学院 服飾専門課程和装ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
大塚末子きもの学院 服飾専門課程きものコーディネータ科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 大塚末子きもの学院 服飾専門課程きもの技術科 平成14年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 大塚末子きもの学院 服飾専門課程きものコーディネータ科 平成14年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
大塚末子きもの学院 服飾専門課程きものスタイリスト科 平成18年4月1日 平成20年2月26日

東京都 大塚末子きもの学院 服飾専門課程きもの染織科 平成15年2月19日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 大塚末子きもの学院 服飾専門課程きものスタイリスト科 平成18年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 大塚テキスタイルデザイン専門学校 テキスタイル専門課程工芸染織科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 大塚テキスタイルデザイン専門学校 テキスタイル専門課程テキスタイルデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 大原医療秘書福祉専門学校 教育社会福祉専門課程介護福祉学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
大原医療秘書福祉保育専門学校 教育社会福祉専門課程介護福祉学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 大原医療秘書福祉専門学校 教育社会福祉専門課程福祉学科 平成18年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
大原医療秘書福祉保育専門学校 教育社会福祉専門課程福祉学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 大原医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成18年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
大原医療秘書福祉保育専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 大原医療秘書福祉専門学校東京校 教育社会福祉専門課程福祉学科 平成16年2月17日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
大原医療秘書福祉専門学校 教育社会福祉専門課程福祉学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 大原医療秘書福祉専門学校東京校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成16年2月17日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
大原医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 大原医療秘書福祉保育専門学校 教育社会福祉専門課程介護福祉学科 平成25年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

東京都 大原医療秘書福祉保育専門学校 教育社会福祉専門課程こども保育学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

東京都 大原医療秘書福祉保育専門学校 教育社会福祉専門課程福祉学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

東京都 大原医療秘書福祉保育専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成25年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

東京都 大原情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＯＡビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日
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東京都 大原情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 大原情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程国家試験専攻学科 平成7年11月30日 ～ 平成31年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 大原法律専門学校 文化・教養専門課程法務ビジネス学科 平成8年12月4日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 大原法律専門学校 文化・教養専門課程法律行政学科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

東京都 大原法律専門学校 文化・教養専門課程法務ビジネス学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

東京都 大原簿記医療秘書公務員専門学校町田校 商業実務専門課程経理本科学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都 大原簿記医療秘書公務員専門学校町田校 文化教養専門課程法律行政学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都 大原簿記学校 商業実務専門課程経理本科２年制学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 大原簿記学校 商業実務専門課程経理本科４年制学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都
大原簿記公務員医療福祉保育専門学校立
川校

商業実務専門課程医療事務学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都
大原簿記公務員医療福祉保育専門学校立
川校

商業実務専門課程経理ビジネス学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都
大原簿記公務員医療福祉保育専門学校立
川校

商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

東京都
大原簿記公務員医療福祉保育専門学校立
川校

文化・教養専門課程公務員学科（２年制） 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都
大原簿記公務員医療福祉保育専門学校立
川校

教育・社会福祉専門課程こども保育学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

東京都
大原簿記公務員医療福祉保育専門学校立
川校

文化・教養専門課程スポーツ学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

東京都
大原簿記公務員医療福祉保育専門学校立
川校

教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 大原簿記法律専門学校立川校 商業実務専門課程医療事務学科 平成19年2月1日 ～ 平成28年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
大原簿記公務員医療福祉保育専門学校
立川校

商業実務専門課程医療事務学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 大原簿記法律専門学校立川校 商業実務専門課程経理ビジネス学科 平成19年2月1日 ～ 平成28年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
大原簿記公務員医療福祉保育専門学校
立川校

商業実務専門課程経理ビジネス学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 大原簿記法律専門学校立川校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成19年2月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 大原簿記法律専門学校立川校 文化教養専門課程法律行政学科 平成19年2月1日 ～ 平成28年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
大原簿記公務員医療福祉保育専門学校
立川校

文化・教養専門課程公務員学科（２年制） 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 大原簿記法律専門学校町田校 商業実務専門課程経理本科学科 平成10年12月21日 ～ 平成23年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
大原簿記法律専門学校町田校

商業実務専門課程　経理本科学科（修業年
限２年の課程に限る。）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 大原簿記法律専門学校町田校
文化教養専門課程法律行政学科（修業年限２年
の課程に限る。)

平成10年12月21日 ～ 平成27年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
大原簿記医療秘書公務員専門学校町田
校

文化教養専門課程法律行政学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 大原簿記法律専門学校町田校
商業実務専門課程経理本科学科（修業年限２年
の課程に限る。）

平成23年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
大原簿記医療秘書公務員専門学校町田
校

商業実務専門課程経理本科学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 大森家政専門学校 家政専門課程洋裁科昼間部 平成7年11月30日 ～ 平成19年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
大森家政専門学校 家政専門課程服飾科（昼間部） 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 大森家政専門学校 家政専門課程服飾科（昼間部） 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

東京都 織田栄養専門学校 栄養専門課程栄養士科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 織田きもの専門学校 和裁専門課程きものビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
織田きもの専門学校 和裁専門課程きもの科 平成13年4月1日 平成14年2月27日
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東京都 織田きもの専門学校 和裁専門課程師範科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 織田きもの専門学校 和裁専門課程きもの科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

東京都 織田製菓専門学校 製菓専門課程製菓学科（２年コース） 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

東京都 織田調理師専門学校 調理専門課程調理技術経営学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 織田調理師専門学校 調理専門課程調理製菓製パン科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

東京都 織田デザイン専門学校 デザイン専門課程グラフィックデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
織田デザイン専門学校 デザイン専門課程ビジュアルデザイン科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 織田デザイン専門学校 デザイン専門課程ディスプレイデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
織田デザイン専門学校 デザイン専門課程スペースデザイン科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 織田デザイン専門学校 ファッションビジネス専門課程スタイリスト科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
織田ファッション専門学校 ファッションビジネス専門課程スタイリスト科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 織田デザイン専門学校
ファッションビジネス専門課程ファッションビジネス
科

平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
織田ファッション専門学校

ファッションビジネス専門課程ファッションビ
ジネス科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 織田デザイン専門学校 服飾専門課程アパレル技術科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
織田デザイン専門学校 服飾専門課程ファッションテクニカル科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 織田デザイン専門学校 服飾専門課程ファッションデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
織田ファッション専門学校 服飾専門課程ファッションデザイン科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 織田デザイン専門学校 デザイン専門課程スペースデザイン科 平成9年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 織田デザイン専門学校 デザイン専門課程ビジュアルデザイン科 平成9年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
織田ファッション専門学校 デザイン専門課程ビジュアルデザイン科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 織田デザイン専門学校 服飾専門課程ファッションテクニカル科 平成9年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
織田ファッション専門学校 服飾専門課程ファッションテクニカル科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 織田ファッション専門学校 デザイン専門課程ビジュアルデザイン科 平成20年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 織田ファッション専門学校 ファッションビジネス専門課程スタイリスト科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

東京都 織田ファッション専門学校
ファッションビジネス専門課程ファッションビジネス
科

平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

東京都 織田ファッション専門学校 服飾専門課程ファッションテクニカル科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

東京都 織田ファッション専門学校 服飾専門課程ファッションデザイン科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

東京都 織田福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成12年2月8日 ～ 平成22年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 織田福祉専門学校 社会福祉専門課程居住ケアデザイン学科 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
織田福祉専門学校 社会福祉専門課程福祉環境ビジネス学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

東京都 織田福祉専門学校 社会福祉専門課程福祉環境ビジネス学科 平成15年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 お茶の水医療秘書歯科助手専門学校 医療秘書専門課程医療事務管理科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
篠原学園専門学校 医療秘書専門課程医療事務管理科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 お茶の水医療秘書歯科助手専門学校 医療秘書専門課程医療秘書科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
お茶の水医療秘書歯科助手専門学校 医療秘書専門課程医療秘書科 平成14年4月1日 平成20年2月26日

東京都 お茶の水医療秘書歯科助手専門学校 医療秘書専門課程医療秘書科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
お茶の水医療秘書歯科助手専門学校 医療秘書専門課程医療情報管理科 平成14年4月1日 平成20年2月26日

東京都 お茶の水医療秘書歯科助手専門学校 医療秘書専門課程医療情報管理科 平成14年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
篠原学園専門学校 医療秘書専門課程医療情報管理科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 お茶の水医療秘書歯科助手専門学校 医療秘書専門課程医療秘書科 平成14年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
篠原学園専門学校 医療秘書専門課程医療秘書科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 お茶の水はりきゅう専門学校 医療専門課程はり師きゅう師学科（昼間部） 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日
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東京都 お茶の水はりきゅう専門学校 医療専門課程はり師きゅう師学科（夜間部） 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 お茶の水ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 お茶の水ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 お茶の水ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際ホテル科 平成7年11月30日 ～ 平成21年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 お茶の水ビジネス専門学校 商業実務専門課程トラベル科 平成7年11月30日 ～ 平成21年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 御茶の水美術専門学校 美術専門課程絵画科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
御茶の水美術専門学校 美術専門課程デザイン・アート科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 御茶の水美術専門学校 美術専門課程デザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
御茶の水美術専門学校 美術専門課程デザイン・アート科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 御茶の水美術専門学校 美術専門課程デザイン・アート科 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

東京都 音響技術専門学校
音響映像芸術専門課程音響・ビデオ技術科昼間
部

平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
音響技術専門学校

音響映像芸術専門課程音響・映像総合技
術科昼間部

平成16年4月1日 平成17年12月26日

東京都 音響技術専門学校 音響映像芸術専門課程制作芸術科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 音響技術専門学校 音響映像芸術専門課程電子音楽・コンサート科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
音響技術専門学校

音響映像芸術専門課程シンセ＆コンピュー
タ・ミュージック科

平成9年4月1日 平成14年2月27日

東京都 音響技術専門学校 音響映像芸術専門課程録音・ＰＡ技術科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
音響芸術専門学校

音響技術専門課程録音・ＰＡ技術科（昼間
部）

平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 音響技術専門学校 音響映像工学専門課程電子音響科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
音響技術専門学校

音響映像工学専門課程電子音響・ホール
＆スタジオ設計科

平成10年4月1日 平成17年12月26日

東京都 音響技術専門学校
音響映像芸術専門課程ヴォイス＆ステージ・アー
ティスト科

平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
音響技術専門学校

音響映像芸術専門課程音楽プロデュース・
コンサート＆イベント科

平成11年4月1日 平成17年12月26日

東京都 音響技術専門学校
音響映像芸術専門課程音楽製作＆アレンジング
科

平成13年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 音響技術専門学校
音響映像芸術専門課程シンセ＆コンピュータ・
ミュージック科

平成9年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
音響技術専門学校

音響映像芸術専門課程音楽製作＆アレン
ジング科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 音響技術専門学校
音響映像芸術専門課程音楽プロデュース・コン
サート＆イベント科

平成11年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
音響芸術専門学校

音響技術専門課程音楽プロデュース・コン
サート＆イベント科

平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 音響技術専門学校
音響映像芸術専門課程音響・映像総合技術科昼
間部

平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
音響芸術専門学校

音響技術専門課程音響・映像総合技術科
（昼間部）

平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 音響技術専門学校
音響映像工学専門課程電子音響・ホール＆スタジ
オ設計科

平成10年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 音響芸術専門学校 音響技術専門課程音楽総合芸術科（昼間部） 平成20年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
音響芸術専門学校

音響技術専門課程ライブ音響・コンサートス
タッフ科（昼間部）

平成24年4月1日 平成27年2月19日

東京都 音響芸術専門学校
音響技術専門課程音楽プロデュース・コンサート
＆イベント科

平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成20年3月31日 平成27年2月19日

東京都 音響芸術専門学校
音響技術専門課程音響・映像総合技術科（昼間
部）

平成19年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
音響芸術専門学校

音響技術専門課程音響・映像技術科（昼間
部）

平成24年4月1日 平成27年2月19日

東京都 音響芸術専門学校
音響技術専門課程ステージアート制作芸術科（昼
間部）

平成20年2月26日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成20年3月31日 平成27年2月19日

東京都 音響芸術専門学校
音響技術専門課程ミュジック＆サウンド・クリエー
ター科

平成20年2月26日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成20年3月31日 平成27年2月19日

東京都 音響芸術専門学校 音響技術専門課程録音・ＰＡ技術科（昼間部） 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

東京都 音響芸術専門学校
声優・アナウンス専門課程声優・ボーカリスト科
（昼間部)

平成20年2月26日 ～ 平成29年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
音響芸術専門学校

声優・アナウンス専門課程　声優・パーソナ
リティー科（昼間部）

平成29年4月1日 平成31年1月25日

東京都 音響芸術専門学校
声優・アナウンス専門課程俳優・放送タレント科
（昼間部)

平成20年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
音響芸術専門学校

声優・アナウンス専門課程映像・舞台演技
科

平成25年4月1日 平成27年2月19日

東京都 音響芸術専門学校
声優・アナウンス専門課程リポーター・アナウン
サー科（昼間部)

平成20年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
音響芸術専門学校

音響技術専門課程音響監督・ビジュアル
アート制作科（昼間部)

平成24年4月1日 平成27年2月19日
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東京都 音響芸術専門学校 音響技術専門課程音響・映像技術科（昼間部） 平成24年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
音響芸術専門学校

音響技術専門課程　ミュージカル＆ステー
ジスタッフ科（昼間部）

平成29年4月1日 平成31年1月25日

東京都 音響芸術専門学校
音響技術専門課程音響監督・ビジュアルアート制
作科（昼間部)

平成24年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 音響芸術専門学校
音響技術専門課程ライブ音響・コンサートスタッフ
科（昼間部）

平成24年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 音響芸術専門学校 声優・アナウンス専門課程映像・舞台演技科 平成25年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
音響芸術専門学校

声優・アナウンス専門課程　ミュージカル＆
マルチパフォーマー科（昼間部）

平成29年4月1日 平成31年1月25日

東京都 音響芸術専門学校
音響技術専門課程　ミュージカル＆ステージスタッ
フ科（昼間部）

平成29年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 音響芸術専門学校
声優・アナウンス専門課程　ミュージカル＆マルチ
パフォーマー科（昼間部）

平成29年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 音響芸術専門学校
声優・アナウンス専門課程　声優・パーソナリ
ティー科（昼間部）

平成29年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 貝谷芸術専門学校 舞台芸術専門課程ステージアート科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 貝谷芸術専門学校 舞台芸術専門課程バレエ科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 科学技術学園専門学校 工業専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
科学技術学園専門学校 工業専門課程コンピュータテクノ科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 科学技術学園専門学校 工業専門課程ロボット科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
科学技術学園専門学校 工業専門課程コンピュータテクノ科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 科学技術学園専門学校 工業専門課程コンピュータテクノ科 平成9年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 香川栄養専門学校 栄養専門課程栄養士科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 香川調理製菓専門学校 調理専門課程調理マイスター科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 葛飾区医師会附属看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 蒲田保育専門学校
幼稚園教諭・保母養成専門課程幼稚園教諭・保
母養成科

平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
蒲田保育専門学校

幼稚園教諭・保育士養成専門課程幼稚園
教諭・保育士養成科

平成11年4月1日 平成23年12月22日

東京都 蒲田保育専門学校
幼稚園教諭・保育士養成専門課程幼稚園教諭・
保育士養成科

平成11年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 上板橋看護専門学校 看護専門課程（２年課程定時制）看護学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 河合ニットデザイン専門学校 ニット専門課程ニットデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成25年9月18日 平成7年1月23日 廃止 平成25年9月18日 平成27年2月19日

東京都 河北医療財団看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成24年4月1日 ～ 平成27年4月22日 平成25年1月29日 廃止 平成27年4月22日 平成28年2月29日

東京都 河北総合病院看護専門学校 看護専門課程第２看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 河北総合病院看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成24年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
河北医療財団看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 癌研究会のぞみ看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成8年12月4日 ～ 平成20年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 神田情報ビジネス専門学校 工業専門課程３ＤＣＧ科 平成25年1月29日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 神田情報ビジネス専門学校 工業専門課程高度情報システム科 平成21年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 神田情報ビジネス専門学校 工業専門課程電気電子ネットワーク科 平成21年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 神田情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報デザイン科 平成22年11月29日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 神田情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成22年11月29日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日
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東京都 神田情報ビジネス専門学校 工業専門課程ＣＧテクニック科 平成23年12月22日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 関東柔道整復専門学校 医療専門課程柔道整復師学科（昼間部） 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

東京都 関東柔道整復専門学校 医療専門課程柔道整復師学科（夜間部） 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

東京都 関東柔道整復専門学校 医療専門課程柔道整復師学科（昼間部） 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 関東柔道整復専門学校 医療専門課程柔道整復師学科（夜間部） 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 関東リハビリテーション専門学校 医療専門課程作業療法学科（夜間部） 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

東京都 関東リハビリテーション専門学校 医療専門課程理学療法学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年12月8日 平成16年2月17日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

東京都 関東リハビリテーション専門学校 医療専門課程理学療法学科（３年制） 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

東京都 創形美術学校 美術造形専門課程グラフィックデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 創形美術学校 美術造形専門課程造形科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 創形美術学校 美術造形専門課程版画科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 創形美術学校 美術造形専門課程ビジュアルデザイン科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 創形美術学校 美術造形専門課程ファインアート科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 北里衛生科学専門学院 医療専門課程臨床検査技師養成科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 北豊島医療専門学校 医療専門課程柔道整復科（夜間部） 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

東京都 北豊島学園英語・経理専門学校 経理専門課程経理本科 平成7年11月30日 ～ 平成19年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 北豊島学園英語・経理専門学校 英語専門課程ビジネス英語科 平成8年12月4日 ～ 平成19年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 共立医療秘書専門学校 医事管理専門課程医療情報科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 共立医療秘書専門学校 医事管理専門課程医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 杏林大学医学部付属看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 玉成保育専門学校 保育専門課程保育科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
玉成保育専門学校 教育専門課程保育学科 平成8年4月1日 平成29年2月28日

東京都 窪田理容美容専門学校 衛生専門課程美容学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 窪田理容美容専門学校 衛生専門課程理容学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 窪田理容美容専門学校 衛生専門課程トライチェンジコース 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
窪田理容美容専門学校

衛生専門課程　美容学科トライチェンジコー
ス

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 窪田理容美容専門学校 衛生専門課程美容学科トライチェンジコース 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 グリーン外語専門学校 英語専門課程英語会話専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 グリーン外語専門学校 英語専門課程国際ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 グレッグ外語専門学校 外国語専門課程国際情報ビジネス学科 平成12年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
グレッグ外語専門学校 外国語専門課程国際ビジネス学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日
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東京都 グレッグ外語専門学校 外国語専門課程米英語学科 平成12年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
グレッグ外語専門学校 外国語専門課程外国語学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 グレッグ外語専門学校 外国語専門課程外国語学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 グレッグ外語専門学校 外国語専門課程国際ビジネス学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 グレッグ外語専門学校新宿校 外国語専門課程国際情報ビジネス学科 平成12年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
グレッグ外語専門学校新宿校 外国語専門課程国際ビジネス学科 平成18年4月1日 平成20年2月26日

東京都 グレッグ外語専門学校新宿校 外国語専門課程米英語学科 平成12年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
グレッグ外語専門学校新宿校 外国語専門課程外国語学科 平成18年4月1日 平成20年2月26日

東京都 グレッグ外語専門学校新宿校 外国語専門課程外国語学科 平成18年4月1日 ～ 平成20年2月26日

東京都 グレッグ外語専門学校新宿校 外国語専門課程国際ビジネス学科 平成18年4月1日 ～ 平成20年2月26日

東京都 敬心外国語専門学校 外国語専門課程英語学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 敬心外国語専門学校 外国語専門課程国際ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 建設実務専門学校 建築専門課程建築学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京日建工科専門学校 建築専門課程建築学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 公益財団法人愛世会愛歯技工専門学校 医療専門課程歯科技工士学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程応用化学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
工学院大学専門学校 工業専門課程第１部応用化学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程応用化学科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
工学院大学専門学校 工業専門課程第２部応用化学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程機械科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
工学院大学専門学校 工業専門課程機械設計・ＣＡＤ科昼間部 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程機械科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
工学院大学専門学校 工業専門課程機械設計・ＣＡＤ科夜間部 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程建築科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
工学院大学専門学校 工業専門課程第１部建築科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程建築科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
工学院大学専門学校 工業専門課程第２部建築科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程建築設備科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
工学院大学専門学校 工業専門課程第２部建築設備科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程電気科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
工学院大学専門学校 工業専門課程第２部電気技術科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程電気技術科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
工学院大学専門学校 工業専門課程第１部電気技術科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程電子情報科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程電子情報科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
工学院大学専門学校 工業専門課程第２部電子情報科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程土木科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
工学院大学専門学校 工業専門課程第１部土木科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程土木科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
工学院大学専門学校 工業専門課程第２部土木科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程機械設計・ＣＡＤ科昼間部 平成9年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程機械設計・ＣＡＤ科夜間部 平成9年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
工学院大学専門学校 工業専門課程第２部機械設計・ＣＡＤ科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程第１部インターネット・デザイン科 平成16年2月17日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程第１部インテリア・デザイン科 平成16年2月17日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日
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東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程第１部応用化学科 平成15年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程第１部建築科 平成15年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程第１部電気技術科 平成15年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程第１部土木科 平成15年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程第１部ネットワーク・エンジニア科 平成16年2月17日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程第１部メカニカル３Ｄ・ＣＡＤ科 平成16年2月17日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程第２部応用化学科 平成15年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程第２部機械設計・ＣＡＤ科 平成15年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程第２部建築科 平成15年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程第２部建築設備科 平成15年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程第２部電気技術科 平成15年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程第２部電子情報科 平成15年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程第２部土木科 平成15年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 工学院大学専門学校 工業専門課程第２部ネットワーク・エンジニア科 平成16年2月17日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 攻玉社専門学校 工業専門課程建築デザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 佼成看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 江東家政専門学校 家政専門課程洋裁科昼間部 平成7年11月30日 ～ 平成25年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 コーセー美容専門学校 美容専門課程美容本科 平成28年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 国際医療管理専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 国際医療管理専門学校 商業実務専門課程病院管理学科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 国際医療管理専門学校 商業実務専門課程医療管理学科 平成17年12月26日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 国際園芸セラピー専門学校 園芸療法専門課程園芸セラピー科 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
国際健康植物科学専門学校 園芸療法専門課程園芸セラピー科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 国際園芸セラピー専門学校
園芸ビジネス専門課程グリーン・フラワー・ガーデ
ニング科

平成16年2月17日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
国際健康植物科学専門学校

園芸ビジネス専門課程グリーン・フラワー・
ガーデニング科

平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 国際観光専門学校 商業実務専門課程航空輸送学科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国際デュアルビジネス専門学校 商業実務専門課程航空貿易学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 国際観光専門学校 商業実務専門課程国際観光学科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国際デュアルビジネス専門学校 商業実務専門課程国際観光学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 国際観光専門学校 商業実務専門課程国際ホテル学科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国際デュアルビジネス専門学校 商業実務専門課程国際ホテル学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 国際観光専門学校 商業実務専門課程国際ホテルデュアル学科 平成17年12月26日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
国際デュアルビジネス専門学校

商業実務専門課程国際ホテルデュアル学
科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 国際健康植物科学専門学校
園芸ビジネス専門課程グリーン・フラワー・ガーデ
ニング科

平成18年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
国際健康植物科学専門学校 園芸ビジネス専門課程花卉園芸学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日
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東京都 国際健康植物科学専門学校 園芸療法専門課程園芸セラピー科 平成18年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
国際健康植物科学専門学校 園芸療法専門課程動植物セラピー学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 国際健康植物科学専門学校 園芸ビジネス専門課程花卉園芸学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

東京都 国際健康植物科学専門学校 園芸ビジネス専門課程健康植物調理学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
国際健康植物科学専門学校 園芸ビジネス専門課程健康食農調理学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 国際健康植物科学専門学校 園芸療法専門課程動植物セラピー学科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 国際健康植物科学専門学校 園芸ビジネス専門課程健康食農調理学科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 国際製菓専門学校 製菓衛生師専門課程製菓衛生師科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国際製菓専門学校 専門課程製菓総合専門士科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 国際製菓専門学校 専門課程製菓総合専門士科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

東京都 国際製菓専門学校小平校 製菓専門課程パティシエ科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
国際パティシエ調理師専門学校 製菓専門課程パティシエ科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 国際製菓専門学校小平校 衛生専門課程パティシエ調理師科 平成20年2月26日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
国際パティシエ調理師専門学校 衛生専門課程パティシエ調理師科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 国際デュアルビジネス専門学校 商業実務専門課程航空貿易学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 国際デュアルビジネス専門学校 商業実務専門課程国際観光学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 国際デュアルビジネス専門学校 商業実務専門課程国際ホテル学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 国際デュアルビジネス専門学校 商業実務専門課程国際ホテルデュアル学科 平成22年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成26年3月31日 平成28年2月29日

東京都 国際デュアルビジネス専門学校 商業実務専門課程医薬デュアル学科 平成23年12月22日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成26年3月31日 平成28年2月29日

東京都 国際デュアルビジネス専門学校 商業実務専門課程医療･医薬学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

東京都 国際電子会計専門学校 国際経営専門課程国際電子経営本科一部 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 国際電子会計専門学校 国際経営専門課程国際電子経営本科二部 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

東京都 国際電子会計専門学校 国際経営専門課程国際ビジネス本科（一部） 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

東京都 国際電子会計専門学校 国際経営専門課程国際ビジネス本科（二部） 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

東京都 国際動物専門学校 動物管理専門課程動物マネジメント学科 平成10年12月21日 ～ 平成20年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 国際動物専門学校 動物管理専門課程動物看護学科 平成14年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 国際動物専門学校 動物管理専門課程美容看護学科 平成14年2月27日 ～ 平成21年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 国際動物専門学校 動物管理専門課程動物調教・飼育学科 平成16年2月17日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 国際動物専門学校 動物管理専門課程動物看護専攻科 平成19年2月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 国際動物専門学校 動物管理専門課程ドッグトレーナー学科 平成19年2月1日 ～ 平成24年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 国際動物専門学校 動物管理専門課程美容看護専攻科 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 国際動物専門学校 動物管理専門課程飼育管理学科 平成21年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 国際動物専門学校 動物管理専門課程美容しつけ学科 平成21年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日
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東京都 国際動物専門学校 動物管理専門課程動物看護・理学療法学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 国際動物専門学校 動物管理専門課程　美容・デザイン学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

東京都 国際動物専門学校 動物管理専門課程自然環境・動物飼育学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

東京都 国際動物専門学校 動物管理専門課程しつけ・トレーニング学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

東京都 国際動物専門学校 動物管理専門課程動物看護・栄養学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

東京都 国際パティシエ調理師専門学校 衛生専門課程パティシエ調理師科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

東京都 国際パティシエ調理師専門学校 製菓専門課程パティシエ科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

東京都 国際パティシエ調理師専門学校 製菓専門課程パティシエ・ブーランジェ科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 国際鍼灸柔整専門学校 医療専門課程専科 平成14年4月1日 ～ 平成18年3月30日 平成15年2月19日
名称変

更
国際鍼灸専門学校 医療専門課程専科（夜間部） 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 国際鍼灸柔整専門学校 医療専門課程本科 平成14年4月1日 ～ 平成18年3月30日 平成15年2月19日
名称変

更
国際鍼灸専門学校 医療専門課程本科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 国際鍼灸柔整専門学校 医療専門課程柔道整復科（夜間部） 平成17年3月3日 ～ 平成18年3月30日 平成17年3月3日
名称変

更
国際鍼灸専門学校 医療専門課程柔道整復科（夜間部） 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 国際鍼灸専門学校 医療専門課程専科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国際鍼灸柔整専門学校 医療専門課程専科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 国際鍼灸専門学校 医療専門課程本科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国際鍼灸柔整専門学校 医療専門課程本科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 国際鍼灸専門学校 医療専門課程柔道整復科（夜間部） 平成18年3月31日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 国際鍼灸専門学校 医療専門課程専科（夜間部） 平成18年3月31日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 国際鍼灸専門学校 医療専門課程本科 平成18年3月31日 ～ 平成19年2月22日

東京都 国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程英語ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際会計科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程ガーデンビジネス科 平成12年2月8日 ～ 平成18年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程フラワービジネス科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程フラワービジネス科 平成18年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 国際文化理容美容専門学校 理容美容専門課程美容科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
国際文化理容美容専門学校渋谷校 理容美容専門課程美容科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 国際文化理容美容専門学校 理容美容専門課程理容科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
国際文化理容美容専門学校渋谷校 理容美容専門課程理容科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 国際文化理容美容専門学校国分寺校 理容美容専門課程美容科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

東京都 国際文化理容美容専門学校国分寺校 理容美容専門課程理容科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

東京都 国際文化理容美容専門学校渋谷校 理容美容専門課程美容科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

東京都 国際文化理容美容専門学校渋谷校 理容美容専門課程理容科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

東京都 国際理容美容専門学校 理容美容専門課程ビジネス美容科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日
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東京都 国際理容美容専門学校 理容美容専門課程美容２年制科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国際理容美容専門学校 理容美容専門課程美容科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 国際理容美容専門学校 理容美容専門課程理容２年制科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国際理容美容専門学校 理容美容専門課程理容科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 国際理容美容専門学校 理容美容専門課程美容科 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

東京都 国際理容美容専門学校 理容美容専門課程美容科Ⅱ部 平成12年2月8日 ～ 平成28年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成28年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 国際理容美容専門学校 理容美容専門課程理容科 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

東京都 国土建設学院 工業専門課程水工土木工学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 国土建設学院 工業専門課程設備工学科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 国土建設学院 工業専門課程造園緑地工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 国土建設学院 工業専門課程測量工学科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国土建設学院 工業専門課程測量情報工学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

東京都 国土建設学院 工業専門課程測量土木技術科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 国土建設学院 工業専門課程都市工学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 国土建設学院 工業専門課程土木工学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国土建設学院 工業専門課程環境土木工学科 平成13年4月1日 平成16年2月17日

東京都 国土建設学院 工業専門課程土木地質工学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 国土建設学院 工業専門課程環境土木工学科 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
国土建設学院 工業専門課程土木工学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

東京都 国土建設学院 工業専門課程測量情報工学科 平成17年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 国土建設学院 工業専門課程土木工学科 平成17年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 国立王子病院附属看護学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国立王子病院附属昭和の森看護学校 看護専門課程看護学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 国立王子病院附属昭和の森看護学校 看護専門課程看護学科 平成7年4月1日 ～ 平成7年6月30日 平成7年11月30日
名称変

更
国立病院東京災害医療センター附属昭
和の森看護学校

看護専門課程看護学科 平成7年7月1日 平成7年11月30日

東京都 国立大蔵病院附属看護助産学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 国立国際医療センター病院附属看護学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 国立東京第二病院附属看護学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国立病院東京医療センター附属東が丘
看護助産学校

看護専門課程看護学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都
国立病院東京医療センター附属東が丘看
護助産学校

看護専門課程看護学科 平成10年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
独立行政法人国立病院機構東京医療セ
ンター附属東が丘看護助産学校

看護専門課程看護学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都
国立病院東京災害医療センター附属昭和
の森看護学校

看護専門課程看護学科 平成7年7月1日 ～ 平成16年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
独立行政法人国立病院機構災害医療セ
ンター附属昭和の森看護学校

看護専門課程看護学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 国立療養所多磨全生園附属看護学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 国立療養所東京病院附属看護学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都
国立療養所東京病院附属リハビリテーショ
ン学院

医療専門課程作業療法学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
独立行政法人国立病院機構東京病院附
属リハビリテーション学院

医療専門課程作業療法学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都
国立療養所東京病院附属リハビリテーショ
ン学院

医療専門課程理学療法学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
独立行政法人国立病院機構東京病院附
属リハビリテーション学院

医療専門課程理学療法学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 国立療養所村山病院附属看護学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日
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東京都 駒込編物専門学校 編物専門課程編物科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 財団法人愛世会愛歯技工専門学校 医療専門課程歯科技工科 平成8年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
財団法人愛世会愛歯技工専門学校 医療専門課程歯科技工士学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 財団法人愛世会愛歯技工専門学校 医療専門課程歯科技工士学科 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
公益財団法人　愛世会　愛歯技工専門
学校

医療専門課程　歯科技工士学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 佐伯栄養学校 栄養専門課程栄養学科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
佐伯栄養専門学校 栄養専門課程栄養学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 佐伯栄養学校 栄養専門課程栄養士科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
佐伯栄養専門学校 栄養専門課程栄養士科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 佐伯栄養専門学校 栄養専門課程栄養学科 平成14年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 佐伯栄養専門学校 栄養専門課程栄養士科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

東京都 桜ヶ丘青溪看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成8年12月4日 ～ 平成27年4月24日 平成8年12月4日 廃止 平成27年4月24日 平成28年2月29日

東京都 桜丘女子専門学校 服飾専門課程きもの科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校ファッションカレッジ桜丘 ファッション専門課程きもの科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 桜丘女子専門学校 服飾専門課程ドレス科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校ファッションカレッジ桜丘

ファッション専門課程ファッションクリエイト
科

平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 貞静学園保育専門学校 保育専門課程保育学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
貞静学園保育福祉専門学校 保育専門課程保育学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 貞静学園保育福祉専門学校 保育専門課程保育学科 平成11年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 サンシャインビジネス社会福祉専門学校 外語ビジネス専門課程国際ビジネス学科Ⅰ 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京福祉商経専門学校 外語ビジネス専門課程国際ビジネス学科Ⅰ 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 サンシャインビジネス社会福祉専門学校 外語ビジネス専門課程国際ビジネス学科Ⅱ 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京福祉商経専門学校 外語ビジネス専門課程国際ビジネス学科Ⅱ 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 サンシャインビジネス社会福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京福祉商経専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 サンシャインビジネス社会福祉専門学校
社会福祉専門課程社会福祉士受験資格・児童指
導員学科

平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京福祉商経専門学校

社会福祉専門課程社会福祉士受験資格・
児童指導員学科

平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 山野医療専門学校 柔道整復専門課程柔道整復科（昼間部） 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

東京都 山野医療専門学校 柔道整復専門課程柔道整復科（夜間部） 平成17年12月26日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 ジェイティービートラベルカレッジ 商業実務専門課程国際旅行ビジネス科 平成11年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
ＪＴＢトラベル＆ホテルカレッジ

商業実務専門課程国際旅行ビジネス科（昼
間部）

平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 ジェイティービートラベルカレッジ 商業実務専門課程国際ホテル科 平成14年2月27日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
ＪＴＢトラベル＆ホテルカレッジ 商業実務専門課程国際ホテル科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 慈恵青戸看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 慈恵看護専門学校 看護専門課程１部 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
慈恵看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成10年4月1日 平成17年12月26日

東京都 慈恵看護専門学校 看護専門課程２部 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 慈恵看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成10年4月1日 ～ 平成17年12月26日

東京都 慈恵第三看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 至誠会看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
至誠会看護専門学校 看護専門課程第二看護学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 至誠会看護専門学校 看護専門課程第一看護学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
至誠会看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 至誠会看護専門学校 看護専門課程第二看護学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日
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東京都 至誠会看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 資生堂美容技術専門学校 美容専門課程美容本科 平成13年3月1日 ～ 平成22年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
資生堂美容技術専門学校 美容専門課程美容師科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 資生堂美容技術専門学校 美容専門課程ビューティーコンサルタント科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 資生堂美容技術専門学校 美容専門課程美容師科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 姿勢保健均整専門学校 姿勢保健専門課程姿勢保健均整学科昼間部 平成7年11月30日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校東都リハビリテーション学院

姿勢保健専門課程姿勢保健均整学科昼間
部

平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 姿勢保健均整専門学校 姿勢保健専門課程姿勢保健均整学科夜間部 平成7年11月30日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校東都リハビリテーション学院

姿勢保健専門課程姿勢保健均整学科夜間
部

平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 品川介護福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

東京都 品川ファッションビジネス専門学校 服飾専門課程服飾本科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 品川ファッションビジネス専門学校 専門課程服飾本科夜間部 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 篠原学園専門学校 医療秘書専門課程医療事務管理科 平成21年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 篠原学園専門学校 医療秘書専門課程医療情報管理科 平成21年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 篠原学園専門学校 医療秘書専門課程医療秘書科 平成21年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 篠原学園専門学校 医療秘書専門課程医療コミュニケーション学科 平成22年11月29日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 篠原学園専門学校 保育専門課程こども保育学科 平成22年11月29日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
篠原保育医療情報専門学校 保育専門課程こども保育学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 篠原学園専門学校 医事管理専門課程　医療情報管理学科 平成23年12月22日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
篠原保育医療情報専門学校 医事管理専門課程医療情報管理学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 篠原学園専門学校 教育・社会福祉専門課程こども保育学科 平成23年12月22日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 篠原学園専門学校 保育専門課程こども保育学科夜間部 平成23年12月22日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
篠原保育医療情報専門学校 保育専門課程こども保育学科夜間部 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 篠原保育医療情報専門学校 医事管理専門課程医療情報管理学科 平成26年4月1日 ～ 平成30年4月1日 平成27年2月19日
名称変

更
日本ウェルネス保育専門学校 医事管理専門課程　医療情報管理学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 篠原保育医療情報専門学校 保育専門課程こども保育学科 平成26年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
日本ウェルネス保育専門学校 保育専門課程　こども保育学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 篠原保育医療情報専門学校 保育専門課程こども保育学科夜間部 平成26年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
日本ウェルネス保育専門学校 保育専門課程　こども保育学科夜間部 平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 渋谷外国語専門学校 語学専門課程総合英語学科 平成15年2月19日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 渋谷外国語専門学校 秘書専門課程国際ビジネス学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

東京都 渋谷外国語専門学校 語学専門課程国際幼児教育学科 平成20年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 渋谷ファッション＆アート専門学校 服飾専門課程　アパレル総合科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 渋谷ファッション＆アート専門学校 服飾専門課程　ファションビジネス科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 清水学園専門学校 家政専門課程きもの技術科昼間部 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校清水とき・きものアカデミア 家政専門課程きもの技術科昼間部 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 清水学園専門学校 家政専門課程きもの技術科夜間部 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校清水とき・きものアカデミア 家政専門課程きもの技術科夜間部 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 清水学園専門学校 家政専門課程きもの芸術科昼間部 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校清水とき・きものアカデミア 家政専門課程きもの芸術科昼間部 平成11年4月1日 平成12年2月8日
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東京都 清水学園専門学校 家政専門課程きもの芸術科夜間部 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校清水とき・きものアカデミア 家政専門課程きもの芸術科夜間部 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 清水学園専門学校 家政専門課程きものプロ技能科 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校清水とき・きものアカデミア 家政専門課程きものプロ技能科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 清水学園専門学校 家政専門課程ドレスメーキング科昼間部 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校清水とき・きものアカデミア 家政専門課程ドレスメーキング科昼間部 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 清水学園専門学校 家政専門課程ブライダル科昼間部 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校清水とき・きものアカデミア 家政専門課程ブライダル科昼間部 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 清水学園専門学校 家政専門課程ブライダル科夜間部 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校清水とき・きものアカデミア 家政専門課程ブライダル科夜間部 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 社会保険中央看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成26年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更

独立行政法人地域医療機能推進機構東
京山手メディカルセンター附属看護専門
学校

看護専門課程（3年課程）看護学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 石神井服飾専門学校 専門課程ファッション科 平成7年11月30日 ～ 平成23年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都
社団法人東京都歯科医師会附属歯科衛生
士専門学校

専門課程歯科衛生士学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 自由が丘ソレイユ学園専門学校 実務専門課程ビジネス秘書科１部 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 自由が丘ソレイユ学園専門学校 服飾専門課程ニットファッション科１部 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 自由が丘ソレイユ学園専門学校 服飾専門課程服飾ファッション科１部 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 自由が丘ソレイユ学園専門学校 実務専門課程ビジネス実務科１部 平成7年11月30日 ～ 平成19年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都
宗教法人善隣キリスト教会附属専門学校
尾竹橋看護学院

医療専門課程看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成19年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 淑徳文化専門学校 生活文化専門課程経営ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 淑徳文化専門学校 生活文化専門課程社会体育科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 淑徳文化専門学校
幼稚園教諭保母養成専門課程幼児教育学科昼
間部

平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
淑徳文化専門学校

幼稚園教諭保育士養成専門課程幼児教育
学科昼間部

平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 淑徳文化専門学校 幼稚園教諭保母養成専門課程保母養成学科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
淑徳文化専門学校 幼稚園教諭保育士養成専門課程保育学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 淑徳文化専門学校 幼稚園教諭保育士養成専門課程保育学科 平成11年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
淑徳幼児教育専門学校

幼稚園教諭保育士養成専門課程保育学科
二部

平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 淑徳文化専門学校
幼稚園教諭保育士養成専門課程幼児教育学科
昼間部

平成11年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
淑徳幼児教育専門学校

幼稚園教諭保育士養成専門課程幼児教育
学科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 淑徳文化専門学校 幼稚園教諭保育士養成専門課程保育学科一部 平成13年3月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
淑徳幼児教育専門学校

幼稚園教諭保育士養成専門課程保育学科
一部

平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 淑徳幼児教育専門学校 幼稚園教諭保育士養成専門課程保育学科一部 平成16年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 淑徳幼児教育専門学校 幼稚園教諭保育士養成専門課程保育学科二部 平成16年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 淑徳幼児教育専門学校 幼稚園教諭保育士養成専門課程幼児教育学科 平成16年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 首都医校 医療情報専門課程診療情報管理学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 首都医校 医療情報専門課程診療情報管理学科（夜間部） 平成22年2月26日 ～ 平成29年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 首都医校 医療専門課程看護学科Ⅰ 平成22年2月26日 ～ 平成30年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
首都医校 医療専門課程　実践看護学科Ⅰ 平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 首都医校 医療専門課程看護学科Ⅱ 平成22年2月26日 ～ 平成30年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
首都医校 医療専門課程　実践看護学科Ⅱ 平成30年4月1日 平成31年1月25日
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東京都 首都医校 医療専門課程救急救命学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 首都医校 医療専門課程救急救命学科（夜間部） 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 首都医校 医療専門課程言語聴覚学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 首都医校 医療専門課程言語聴覚学科（夜間部） 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 首都医校 医療専門課程作業療法学科（夜間部） 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 首都医校 医療専門課程視能療法学科（夜間部） 平成22年2月26日 ～ 平成26年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

東京都 首都医校 医療専門課程柔道整復学科（夜間部） 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 首都医校 医療専門課程鍼灸学科（夜間部） 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 首都医校 医療専門課程理学療法学科（夜間部） 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 首都医校 医療専門課程臨床工学学科（夜間部） 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 首都医校
健康・スポーツ専門課程アスレティックトレーナー
学科

平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 首都医校
健康・スポーツ専門課程アスレティックトレーナー
学科（夜間部）

平成22年2月26日 ～ 平成29年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 首都医校 福祉専門課程介護福祉学科 平成22年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
首都医校

福祉専門課程介護福祉・保育学科（昼間
部）

平成24年4月1日 平成27年2月19日

東京都 首都医校 福祉専門課程介護福祉学科（夜間部） 平成22年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
首都医校

福祉専門課程介護福祉・保育学科（夜間
部）

平成24年4月1日 平成27年2月19日

東京都 首都医校 医療専門課程柔道整復学科（昼間部） 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

東京都 首都医校 医療専門課程鍼灸学科（昼間部） 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

東京都 首都医校 医療情報専門課程医療秘書学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

東京都 首都医校 福祉専門課程介護福祉・保育学科（昼間部） 平成24年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
首都医校 福祉専門課程介護福祉学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 首都医校 福祉専門課程介護福祉・保育学科（夜間部） 平成24年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

東京都 首都医校 医療専門課程歯科衛生学科（昼間部） 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

東京都 首都医校 医療専門課程歯科衛生学科（夜間部） 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

東京都 首都医校 福祉専門課程介護福祉学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都 首都医校 医療専門課程　実践看護学科Ⅰ 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 首都医校 医療専門課程　実践看護学科Ⅱ 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 順心英語ビジネス専門学校 英語ビジネス専門課程英語ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 城西放射線技術専門学校 医療専門課程診療放射線学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 上智社会福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 上智社会福祉専門学校 保育専門課程保育士科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日
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東京都 聖徳調理師専門学校 調理師専門課程専門調理技術科 平成8年12月4日 ～ 平成24年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程音響・映像・照明学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程ピアノ学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 情報商科専門学校東京大泉ウィックス 商業実務専門課程情報リテラシー科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

東京都 情報商科専門学校東京大泉ウィックス 商業実務専門課程秘書ビジネス科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

東京都 情報商科専門学校東京大泉ウイックス 商業実務専門課程秘書情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 昭和医療技術専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 昭和医療技術専門学校 医療専門課程臨床検査技師科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 昭和大学医学部附属看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 昭和大学附属烏山看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 昭和大学附属烏山看護専門学校 看護専門課程第一看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 昭和大学附属烏山看護専門学校 看護専門課程第二看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 白萩服飾専門学校 服飾専門課程ファッションビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
白萩服飾専門学校

服飾専門課程ファッションクリエート・アート
科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 白萩服飾専門学校 服飾専門課程ファッションクリエート・アート科 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

東京都 新宿医療専門学校 医療専門課程　歯科衛生学科（昼間部） 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 新宿医療専門学校
医療専門課程　ヒューマンサイエンス柔道整復学
科（昼間部）

平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 新宿医療専門学校
医療専門課程　ヒューマンサイエンス鍼灸学科（昼
間部）

平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 新宿情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程情報ビジネス科昼一部 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
新宿情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程情報ビジネス学科昼一部 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 新宿情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程情報ビジネス科昼二部 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
新宿情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程情報ビジネス学科昼二部 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 新宿情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程情報ビジネス学科昼一部 平成7年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
新宿情報ビジネス専門学校

情報ビジネス専門課程情報ビジネス学科昼
一部

平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 新宿情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程情報ビジネス学科昼二部 平成7年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
新宿情報ビジネス専門学校

情報ビジネス専門課程情報ビジネス学科昼
二部

平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 新宿情報ビジネス専門学校 情報ビジネス専門課程情報ビジネス学科昼一部 平成9年4月1日 ～ 平成9年11月17日

東京都 新宿情報ビジネス専門学校 情報ビジネス専門課程情報ビジネス学科昼二部 平成9年4月1日 ～ 平成9年11月17日

東京都 新宿情報ビジネス専門学校
情報ビジネス専門課程マルチメディア研究科昼一
部

平成13年3月1日 ～ 平成17年12月8日 平成13年3月8日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

東京都 新宿情報ビジネス専門学校
情報ビジネス専門課程マルチメディア研究科昼二
部

平成13年3月1日 ～ 平成17年12月8日 平成13年3月8日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

東京都 新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校
医療専門課程ヒューマンサイエンス柔道整復学科
（昼間部）

平成27年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成28年2月29日
名称変

更
新宿医療専門学校

医療専門課程　ヒューマンサイエンス柔道
整復学科（昼間部）

平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都 新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校
医療専門課程ヒューマンサイエンス柔道整復学科
（夜間部）

平成27年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校
医療専門課程ヒューマンサイエンス鍼灸学科（昼
間部）

平成27年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成28年2月29日
名称変

更
新宿医療専門学校

医療専門課程　ヒューマンサイエンス鍼灸
学科（昼間部）

平成31年4月1日 令和2年2月29日
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東京都 新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校
医療専門課程ヒューマンサイエンス鍼灸学科（夜
間部）

平成27年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校 医療専門課程歯科衛生学科（昼間部） 平成30年2月28 日 ～ 平成31年4月1日 平成30年2月28 日
名称変

更
新宿医療専門学校 医療専門課程　歯科衛生学科（昼間部） 平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都 新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校 医療専門課程歯科衛生学科（夜間部） 平成30年2月28 日 ～ 平成31年3月31日 平成30年2月28 日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 新宿調理師専門学校 調理師専門課程調理師専修科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

東京都 新宿鍼灸柔整専門学校
医療専門課程ヒューマンサイエンス柔道整復学科
（昼間部）

平成19年2月1日 ～ 平成27年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校

医療専門課程ヒューマンサイエンス柔道整
復学科（昼間部）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 新宿鍼灸柔整専門学校
医療専門課程ヒューマンサイエンス柔道整復学科
（夜間部）

平成19年2月1日 ～ 平成27年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校

医療専門課程ヒューマンサイエンス柔道整
復学科（夜間部）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 新宿鍼灸柔整専門学校
医療専門課程ヒューマンサイエンス鍼灸学科（昼
間部）

平成19年2月1日 ～ 平成27年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校

医療専門課程ヒューマンサイエンス鍼灸学
科（昼間部）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 新宿鍼灸柔整専門学校
医療専門課程ヒューマンサイエンス鍼灸学科（夜
間部）

平成19年2月1日 ～ 平成27年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校

医療専門課程ヒューマンサイエンス鍼灸学
科（夜間部）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 新東京歯科衛生士学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士学科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 新東京歯科衛生士学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士学科（夜間部） 平成16年2月17日 ～ 平成23年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 新東京歯科衛生士学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士学科Ⅰ部 平成20年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
新東京歯科衛生士学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士科Ⅰ部 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 新東京歯科衛生士学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士学科Ⅱ部 平成20年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
新東京歯科衛生士学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士科Ⅱ部 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 新東京歯科衛生士学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士科Ⅰ部 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 新東京歯科衛生士学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士科Ⅱ部 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 新東京歯科技工士学校 歯科技工士専門課程歯科技工士学科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
新東京歯科技工士学校 歯科技工士専門課程歯科技工士科Ⅰ部 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 新東京歯科技工士学校 歯科技工士専門課程歯科技工士科Ⅰ部 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 新東京歯科技工士学校 歯科技工士専門課程歯科技工士科Ⅱ部 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 すみだ医師会立看護専門学校 看護専門課程看護師科 平成14年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
墨田区医師会立看護専門学校 看護専門課程看護師科 平成25年4月1日 平成29年2月28日

東京都 墨田区医師会立看護専門学校 看護専門課程看護師科 平成25年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成29年2月28日
名称変

更
東京墨田看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成28年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 住田美容専門学校 美容専門課程美容学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

東京都 駿台ＥＬＳ外語学院 外国語専門課程ＯＡ英会話科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
駿台ＥＬＳ外語学院 外国語専門課程秘書英会話科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 駿台ＥＬＳ外語学院 外国語専門課程英語英会話本科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校駿台外語綜合学院 外国語専門課程英語英会話本科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 駿台ＥＬＳ外語学院 外国語専門課程英語通訳翻訳科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校駿台外語綜合学院 外国語専門課程英語通訳翻訳科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 駿台ＥＬＳ外語学院 外国語専門課程英語ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
駿台ＥＬＳ外語学院 外国語専門課程国際ビジネス科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 駿台ＥＬＳ外語学院 外国語専門課程観光英会話科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校駿台外語綜合学院 外国語専門課程観光英会話科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 駿台ＥＬＳ外語学院 外国語専門課程秘書英会話科 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 駿台ＥＬＳ外語学院 外国語専門課程英会話専科 平成8年12月4日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
専門学校駿台外語綜合学院 外国語専門課程英会話専科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 駿台ＥＬＳ外語学院 外国語専門課程英語英会話研究科 平成8年12月4日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
専門学校駿台外語綜合学院 外国語専門課程英語英会話研究科 平成9年4月1日 平成9年11月17日
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東京都 駿台ＥＬＳ外語学院 外国語専門課程国際ビジネス科 平成8年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
専門学校駿台外語綜合学院 外国語専門課程国際ビジネス科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 駿台外語アンドビジネス専門学校 外国語専門課程国際コミュニケーション学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
駿台外語アンドビジネス専門学校 外国語専門課程国際ビジネス学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 駿台外語アンドビジネス専門学校 外国語専門課程ビジネスコミュニケーション専科 平成24年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
駿台外語アンドビジネス専門学校 外国語専門課程国際語学学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 駿台外語アンドビジネス専門学校 外国語専門課程国際語学学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

東京都 駿台外語アンドビジネス専門学校 外国語専門課程国際ビジネス学科 平成25年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
駿台外語アンドビジネス専門学校 外国語専門課程　英語ビジネス学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 駿台外語アンドビジネス専門学校 外国語専門課程英語学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

東京都 駿台外語アンドビジネス専門学校 外国語専門課程韓国語学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

東京都 駿台外語アンドビジネス専門学校 外国語専門課程中国語学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

東京都 駿台外語アンドビジネス専門学校 外国語専門課程　英語ビジネス学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 駿台外語アンドビジネス専門学校 外国語専門課程英語留学学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 駿台外語アンドビジネス専門学校 外国語専門課程　エアライン学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

東京都 駿台電子情報アンドビジネス専門学校 電子専門課程ＳＥプログラマ科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 駿台電子情報アンドビジネス専門学校 電子専門課程Ｗｅｂデザイン科 平成26年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
駿台電子情報アンドビジネス専門学校 電子専門課程デジタルクリエイター科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 駿台電子情報アンドビジネス専門学校 電子専門課程コンピュータ高度技術科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 駿台電子情報アンドビジネス専門学校 電子専門課程情報処理専科 平成26年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
駿台電子情報アンドビジネス専門学校 電子専門課程　ＩＴエキスパート科 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 駿台電子情報アンドビジネス専門学校 電子専門課程情報ビジネス科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 駿台電子情報アンドビジネス専門学校 電子専門課程デジタルクリエイター科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都 駿台電子情報アンドビジネス専門学校 電子専門課程ＩＴエキスパート科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程システムエンジニア科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
駿台電子情報専門学校 電子専門課程高度情報技術科３年制 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程シニアプログラマ科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
駿台電子情報専門学校 電子専門課程高度情報技術科２年制 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程高度情報技術科２年制 平成7年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程高度情報技術科３年制 平成7年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程メディアデザイン科 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
駿台電子情報専門学校 電子専門課程メディアデザイン科２年制 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程総合情報技術科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
駿台電子情報専門学校 電子専門課程総合情報処理科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程メディアデザイン研究科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
駿台電子情報専門学校 電子専門課程メディアデザイン科３年制 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程総合情報処理科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程メディアデザイン科２年制 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程メディアデザイン科３年制 平成10年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日
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東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程情報処理専科午前 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程総合情報技術研究科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程情報処理専科午後 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程総合情報処理科２年制 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程総合情報処理科３年制 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程総合情報処理学科２年制 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
駿台電子情報専門学校 電子専門課程総合情報処理学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程情報処理科２年制 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
駿台電子情報専門学校 電子専門課程情報処理科（夜間部） 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程情報処理専科 平成15年2月19日 ～ 平成26年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
駿台電子情報アンドビジネス専門学校 電子専門課程情報処理専科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程情報処理専科昼間部 平成15年2月19日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程総合情報処理学科 平成14年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程高度情報技術科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
駿台電子情報専門学校 電子専門課程コンピュータ高度技術科 平成16年4月1日 平成19年2月22日

東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程Webビジネス科 平成17年3月3日 ～ 平成21年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
駿台電子情報専門学校 電子専門課程Ｗｅｂデザイン科 平成21年4月1日 平成22年11月29日

東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程デジタルコミュニケーション科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程情報処理科（夜間部） 平成16年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程ＳＥプログラマ科 平成19年2月1日 ～ 平成26年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
駿台電子情報アンドビジネス専門学校 電子専門課程ＳＥプログラマ科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程コンピュータ高度技術科 平成16年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
駿台電子情報アンドビジネス専門学校 電子専門課程コンピュータ高度技術科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程Ｗｅｂデザイン科 平成21年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
駿台電子情報アンドビジネス専門学校 電子専門課程Ｗｅｂデザイン科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 駿台電子情報専門学校 電子専門課程情報ビジネス科 平成22年11月29日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
駿台電子情報アンドビジネス専門学校 電子専門課程情報ビジネス科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 駿台トラベルアンドホテル専門学校 観光専門課程エアライン・ビジネス学科 平成7年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 駿台トラベルアンドホテル専門学校 観光専門課程観光学科 平成7年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 駿台トラベルアンドホテル専門学校 観光専門課程観光研究学科 平成7年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 駿台トラベルアンドホテル専門学校 観光専門課程航空貿易学科 平成7年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 駿台トラベルアンドホテル専門学校 観光専門課程ホテル学科 平成7年4月1日 ～ 平成7年11月30日

東京都 駿台トラベルアンドホテル専門学校 観光専門課程旅行専科 平成9年11月17日 ～ 平成25年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 駿台トラベルアンドホテル専門学校 観光専門課程国際観光専科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

東京都 駿台トラベルアンドホテル専門学校 観光専門課程トラベル学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

東京都 駿台トラベルアンドホテル専門学校 観光専門課程国際エアカーゴ学科 平成17年12月26日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 駿台トラベルアンドホテル専門学校 観光専門課程ユニバーサルツーリズム学科 平成19年2月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日
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東京都 駿台トラベルアンドホテル専門学校 観光専門課程環境・福祉旅行学科 平成20年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 駿台トラベルアンドホテル専門学校 観光専門課程エアポート学科 平成22年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 駿台トラベルアンドホテル専門学校 観光専門課程エアライン学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 駿台トラベルアンドホテル専門学校
観光専門課程トラベル学科夜間部企業実習コー
ス

平成22年2月26日 ～ 平成27年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

東京都 駿台トラベルアンドホテル専門学校 観光専門課程ホテル学科夜間部企業実習コース 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月25日 平成22年2月26日
名称変

更
駿台トラベルアンドホテル専門学校

観光専門課程ホテル学科夜間部企業実習
（デュアル）コース

平成22年2月26日 平成22年11月29日

東京都 駿台トラベルアンドホテル専門学校
観光専門課程ホテル学科夜間部企業実習（デュ
アル）コース

平成22年2月26日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
駿台トラベルアンドホテル専門学校

観光専門課程　ホテル＆ブライダル学科企
業実習（デュアル）コース

平成28年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 駿台トラベルアンドホテル専門学校 観光専門課程ブライダル学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

東京都 駿台トラベルアンドホテル専門学校 観光専門課程鉄道学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

東京都 駿台トラベルアンドホテル専門学校
観光専門課程ホテル＆ブライダル学科企業実習
（デュアル）コース

平成28年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 駿台トラベル専門学校 観光専門課程観光学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
駿台トラベルアンドホテル専門学校 観光専門課程観光学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 駿台トラベル専門学校 観光専門課程観光研究学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
駿台トラベルアンドホテル専門学校 観光専門課程観光研究学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 駿台トラベル専門学校 観光専門課程航空貿易学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
駿台トラベルアンドホテル専門学校 観光専門課程航空貿易学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 駿台トラベル専門学校 観光専門課程スチュワーデス本科 平成29年2月28日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
駿台トラベルアンドホテル専門学校 観光専門課程エアライン・ビジネス学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 駿台トラベル専門学校 観光専門課程ホテル事業学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
駿台トラベルアンドホテル専門学校 観光専門課程ホテル学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 駿台法律経済アンドビジネス専門学校 法律経済専門課程法律経済学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 駿台法律経済アンドビジネス専門学校 法律経済専門課程法律実務学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 駿台法律経済専門学校 法律経済専門課程法律経済学科 平成13年3月1日 ～ 平成26年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
駿台法律経済アンドビジネス専門学校 法律経済専門課程法律経済学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 駿台法律経済専門学校 法律経済専門課程法律実務学科 平成13年3月1日 ～ 平成26年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
駿台法律経済アンドビジネス専門学校 法律経済専門課程法律実務学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 聖心女子専門学校 英語専門課程英語科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 聖心女子専門学校 保育専門課程保育科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 聖徳大学幼児教育専門学校 教員養成専門課程保育科第一部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 聖徳大学幼児教育専門学校 教員養成専門課程保育科第二部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 西武学園医学技術専門学校東京池袋校 医療専門課程言語聴覚学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 西武学園医学技術専門学校東京池袋校 医療専門課程言語聴覚学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 西武学園医学技術専門学校東京新宿校 医療専門課程義肢装具学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 聖和看護専門学校 看護専門課程看護学科２年課程 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 聖和看護専門学校 看護専門課程看護学科３年課程 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
聖和看護専門学校 看護専門課程（３年課程）看護学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 聖和看護専門学校 看護専門課程（３年課程）看護学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日
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東京都 世田谷ビジネス福祉専門学校 ビジネス専門課程ＯＡ秘書学科 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 世田谷ビジネス福祉専門学校 ビジネス専門課程英語ビジネス学科 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 世田谷ビジネス福祉専門学校 ビジネス専門課程公務員学科 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 世田谷ビジネス福祉専門学校 ビジネス専門課程情報ビジネス学科 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 世田谷ビジネス福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
世田谷福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 世田谷ビジネス福祉専門学校 ビジネス専門課程総合ビジネス学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 世田谷福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月8日

東京都 世田谷福祉専門学校 社会福祉専門課程手話通訳学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

東京都 専修学校東京自動車大学校
自動車整備専門課程自動車整備科２級整備士
コース

平成17年2月15日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校東京自動車大学校

自動車整備専門課程自動車整備科２級整
備士コース

平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 専修学校日本動物学院 動物管理専門課程動物管理学科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校日本動物学院 動物管理専門課程動物管理学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 千住介護福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 専門学校東京工科自動車大学校世田谷校 工業専門課程自動車整備科（夜間部） 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都 専門学校ＥＳＰエンタテインメント東京 音楽専門課程　音楽アーティスト科Ⅰ部 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 専門学校ＥＳＰエンタテインメント東京 音楽専門課程　音楽アーティスト科Ⅱ部 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 専門学校ＥＳＰエンタテインメント東京 音楽専門課程　音楽芸能スタッフ科Ⅰ部 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 専門学校ＥＳＰエンタテインメント東京 音楽専門課程　音楽芸能スタッフ科Ⅱ部 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 専門学校ＥＳＰエンタテインメント東京 音楽専門課程　楽器技術科２年制Ⅰ部 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 専門学校ＥＳＰエンタテインメント東京 音楽専門課程　楽器技術科２年制Ⅱ部 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 専門学校ＥＳＰパフォーマンスビレッジ 文化・教養専門課程声優タレント科 平成19年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校ＥＳＰパフォーマンスビレッジ 文化・教養専門課程　声優科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 専門学校ＥＳＰパフォーマンスビレッジ 文化・教養専門課程ダンス＆ヴォーカル科 平成19年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 専門学校ＥＳＰパフォーマンスビレッジ 文化・教養専門課程声優科 平成23年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
ＥＳＰアニメーション声優専門学校 文化・教養専門課程声優科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都
専門学校アーデン山中ビューティーアカデ
ミー

美容専門課程美容学科（昼間部） 平成17年3月3日 ～ 平成24年9月4日 平成17年3月3日
名称変

更
たかの友梨美容専門学校 美容専門課程美容学科（昼間部） 平成24年9月5日 平成26年1月28日

東京都
専門学校アーデン山中ビューティーアカデ
ミー

美容専門課程美容学科（夜間部） 平成17年3月3日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 専門学校アーバンデザインカレッジ 工業デザイン専門課程イベントデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 専門学校アーバンデザインカレッジ 工業デザイン専門課程インテリアデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 専門学校アーバンデザインカレッジ 工業デザイン専門課程グラフィックデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 専門学校アーバンデザインカレッジ 工業デザイン専門課程自動車デザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 専門学校アーバンデザインカレッジ 工業デザイン専門課程トーイデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日
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東京都 専門学校アーバンデザインカレッジ 工業デザイン専門課程マリンスポーツデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 専門学校アーバンデザインカレッジ 工業デザイン専門課程ライティングデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 専門学校アーバンデザインカレッジ 工業デザイン専門課程コンピュータデザイン科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

東京都 専門学校アーバンデザインカレッジ 工業デザイン専門課程スポーツデザイン科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

東京都 専門学校アイシーエスカレッジオブアーツ
インテリアデザイン専門課程インテリアデコレー
ター科（２年課程）

平成7年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校アイシーエスカレッジオブアー
ツ

インテリアデザイン専門課程インテリアデコ
レーション科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 専門学校アイシーエスカレッジオブアーツ インテリアデザイン専門課程インテリアデザイン科 平成7年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校アイシーエスカレッジオブアー
ツ

インテリアデザイン専門課程インテリアアー
キテクチュア＆デザイン科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 専門学校アイシーエスカレッジオブアーツ
インテリアデザイン専門課程インタラクティブ・アー
ツディレクション科

平成8年12月4日 ～ 平成26年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

東京都 専門学校アイシーエスカレッジオブアーツ
インテリアデザイン専門課程インテリアマイスター
トレイニー科

平成13年3月1日 ～ 平成24年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校アイシーエスカレッジオブアー
ツ

インテリアデザイン専門課程インテリアマイ
スター科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 専門学校アイシーエスカレッジオブアーツ
インテリアデザイン専門課程インテリアアーキテク
チュア＆デザイン科

平成16年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校アイシーエスカレッジオブアー
ツ

インテリアデザイン専門課程インテリアデザ
イン科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 専門学校アイシーエスカレッジオブアーツ
インテリアデザイン専門課程インテリアデコレー
ション科

平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

東京都 専門学校アイシーエスカレッジオブアーツ インテリアデザイン専門課程インテリアデザイン科 平成24年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
専門学校アイシーエスカレッジオブアー
ツ

インテリアデザイン専門課程　インテリア
アーキテクチュア＆デザイン科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 専門学校アイシーエスカレッジオブアーツ
インテリアデザイン専門課程インテリアマイスター
科

平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 専門学校アイシーエスカレッジオブアーツ
インテリアデザイン専門課程　インテリアアーキテ
クチュア＆デザイン科

平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 専門学校青山ファッションカレッジ 服飾専門課程スタイリストコーディネーター科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月22日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校青山ファッションカレッジ

服飾専門課程スタイリスト・コーディネー
ター科

平成7年1月23日 平成22年11月29日

東京都 専門学校青山ファッションカレッジ 服飾専門課程ファッションクリエーター科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校青山ファッションカレッジ 服飾専門課程ファッションクリエーター科 平成20年4月1日 平成22年2月26日

東京都 専門学校青山ファッションカレッジ 服飾専門課程ファッションビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 専門学校青山ファッションカレッジ 服飾専門課程ファッションクリエーター科 平成20年4月1日 ～ 平成22年2月26日

東京都 専門学校青山ファッションカレッジ 服飾専門課程スタイリスト・コーディネーター科 平成7年1月23日 ～ 平成22年11月29日

東京都 専門学校アジア・アフリカ語学院
アジア・アフリカ語専門課程アジア・アフリカ語学科
２年制

平成14年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校アジア・アフリカ語学院

アジア・アフリカ語専門課程アラビア語学科
アジア・アフリカ語専門課程インド語学科
アジア・アフリカ語専門課程中国語学科

平成17年4月1日 平成17年12月26日

東京都 専門学校アジア・アフリカ語学院 アジア・アフリカ語専門課程アラビア語学科 平成17年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

東京都 専門学校アジア・アフリカ語学院 アジア・アフリカ語専門課程インド語学科 平成17年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

東京都 専門学校アジア・アフリカ語学院 アジア・アフリカ語専門課程中国語学科 平成17年4月1日 ～ 平成21年2月27日 平成17年12月26日 不適合 平成21年2月27日 平成21年2月27日

東京都 専門学校アジア・アフリカ語学院 アジア・アフリカ語専門課程日本語学科（２年制） 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

東京都 専門学校アジア・アフリカ語学院 アジア・アフリカ語専門課程　日本語教育学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 専門学校アニメ・アーティスト・アカデミー
デジタルアニメーション専門課程　アニメ制作・声
優総合理論科

令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

東京都 専門学校アニメ・アーティスト・アカデミー
デジタルアニメーション専門課程　デジタルアニ
メーション科

令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程音楽アーティスト科 平成12年2月8日 ～ 平成23年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校イーエスピーミュージカルアカ
デミー

音楽専門課程　ミュージシャン科Ⅰ部
音楽専門課程　ミュージシャン科Ⅱ部

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程音楽イベント科 平成12年2月8日 ～ 平成23年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校イーエスピーミュージカルアカ
デミー

音楽専門課程　イベント科Ⅰ部
音楽専門課程　イベント科Ⅱ部

平成23年4月1日 平成23年12月22日
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東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程音楽プロデュース科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校イーエスピーミュージカルアカ
デミー

音楽専門課程音楽映像プロデュース科Ⅰ
部

平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程音楽マネジメント科 平成12年2月8日 ～ 平成23年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校イーエスピーミュージカルアカ
デミー

音楽専門課程　マネジメント科Ⅰ部
音楽専門課程　マネジメント科Ⅱ部

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程音楽ライター科 平成12年2月8日 ～ 平成23年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程音響アーティスト科 平成12年2月8日 ～ 平成23年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校イーエスピーミュージカルアカ
デミー

音楽専門課程　サウンドクリエイター科Ⅰ部
音楽専門課程　サウンドクリエイター科Ⅱ部

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程管楽器リペア科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校イーエスピーミュージカルアカ
デミー

音楽専門課程管楽器ビジネス科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程ギタークラフト科 平成12年2月8日 ～ 平成23年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校イーエスピーミュージカルアカ
デミー

音楽専門課程　ギタークラフト科２年制Ⅰ部
音楽専門課程　ギタークラフト科２年制Ⅱ部

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程バイオリン製作科 平成12年2月8日 ～ 平成24年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校イーエスピーミュージカルアカ
デミー

音楽専門課程ヴァイオリン製作科Ⅰ部
音楽専門課程ヴァイオリン製作科Ⅱ部

平成24年4月1日 平成26年1月28日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程ピアノ調律科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校イーエスピーミュージカルアカ
デミー

音楽専門課程ピアノビジネス科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程管楽器ビジネス科 平成12年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校イーエスピーミュージカルアカ
デミー

音楽専門課程管楽器リペア科Ⅰ部
音楽専門課程管楽器リペア科Ⅱ部

平成24年4月1日 平成26年1月28日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程ピアノビジネス科 平成12年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校イーエスピーミュージカルアカ
デミー

音楽専門課程ピアノ調律科Ⅰ部
音楽専門課程ピアノ調律科Ⅱ部

平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程音楽映像プロデュース科Ⅰ部 平成13年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程音楽映像プロデュース科Ⅱ部 平成14年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程イベント科Ⅰ部 平成23年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
専門学校イーエスピーミュージカルアカ
デミー

音楽専門課程コンサートスタッフ科Ⅰ部 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程イベント科Ⅱ部 平成23年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
専門学校イーエスピーミュージカルアカ
デミー

音楽専門課程コンサートスタッフ科Ⅱ部 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程ギタークラフト科２年制Ⅰ部 平成23年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成23年12月22日
名称変

更
専門学校ＥＳＰエンタテインメント東京 音楽専門課程　楽器技術科２年制Ⅰ部 平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程ギタークラフト科２年制Ⅱ部 平成23年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成23年12月22日
名称変

更
専門学校ＥＳＰエンタテインメント東京 音楽専門課程　楽器技術科２年制Ⅱ部 平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程サウンドクリエイター科Ⅰ部 平成23年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程サウンドクリエイター科Ⅱ部 平成23年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程マネジメント科Ⅰ部 平成23年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
専門学校イーエスピーミュージカルアカ
デミー

音楽専門課程アーティストスタッフ科Ⅰ部 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程マネジメント科Ⅱ部 平成23年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
専門学校イーエスピーミュージカルアカ
デミー

音楽専門課程アーティストスタッフ科Ⅱ部 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程ミュージシャン科Ⅰ部 平成23年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成23年12月22日
名称変

更
専門学校ＥＳＰエンタテインメント東京 音楽専門課程　音楽アーティスト科Ⅰ部 平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程ミュージシャン科Ⅱ部 平成23年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成23年12月22日
名称変

更
専門学校ＥＳＰエンタテインメント東京 音楽専門課程　音楽アーティスト科Ⅱ部 平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程ギタークラフト科３年制Ⅰ部 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程ギタークラフト科３年制Ⅱ部 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程ピアノ調律科Ⅰ部 平成24年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程ピアノ調律科Ⅱ部 平成24年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程ＷＥＢビジネス科Ⅰ部 平成26年1月28日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
専門学校イーエスピーミュージカルアカ
デミー

音楽専門課程Ｗｅｂクリエイター科Ⅰ部 平成27年4月1日 平成28年2月29日
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東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程ＷＥＢビジネス科Ⅱ部 平成26年1月28日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
専門学校イーエスピーミュージカルアカ
デミー

音楽専門課程Ｗｅｂクリエイター科Ⅱ部 平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程ヴァイオリン製作科Ⅰ部 平成24年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程ヴァイオリン製作科Ⅱ部 平成24年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程管楽器リペア科Ⅰ部 平成24年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程管楽器リペア科Ⅱ部 平成24年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程パフォーマンス科Ⅰ部 平成26年1月28日 ～ 平成31年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程パフォーマンス科Ⅱ部 平成26年1月28日 ～ 平成31年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程Ｗｅｂクリエイター科Ⅰ部 平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程Ｗｅｂクリエイター科Ⅱ部 平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程アーティストスタッフ科Ⅰ部 平成28年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成29年2月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程アーティストスタッフ科Ⅱ部 平成28年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成29年2月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程コンサートスタッフ科Ⅰ部 平成28年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成29年2月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程コンサートスタッフ科Ⅱ部 平成28年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成29年2月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程音楽スタッフ総合科Ⅰ部 平成30年2月28 日 ～ 平成31年4月1日 平成30年2月28 日
名称変

更
専門学校ＥＳＰエンタテインメント東京 音楽専門課程　音楽芸能スタッフ科Ⅰ部 平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都
専門学校イーエスピーミュージカルアカデ
ミー

音楽専門課程音楽スタッフ総合科Ⅱ部 平成30年2月28 日 ～ 平成31年4月1日 平成30年2月28 日
名称変

更
専門学校ＥＳＰエンタテインメント東京 音楽専門課程　音楽芸能スタッフ科Ⅱ部 平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都
専門学校インターナショナル・スクールオブ
ビジネス

ビジネス英語専門課程英語マルチメディア科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都
専門学校インターナショナル・スクールオブ
ビジネス

ビジネス英語専門課程国際ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校インターナショナル・スクールオ
ブビジネス

ビジネス英語専門課程国際ビジネス科（A） 平成15年4月1日 平成27年2月19日

東京都
専門学校インターナショナル・スクールオブ
ビジネス

ビジネス英語専門課程総合英会話科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都
専門学校インターナショナル・スクールオブ
ビジネス

ビジネス英語専門課程日本語専科Ⅰ部 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校インターナショナル・スクールオ
ブビジネス

ビジネス英語専門課程日本語専科Ⅰ部(Ａ) 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都
専門学校インターナショナル・スクールオブ
ビジネス

ビジネス英語専門課程日本語専科Ⅱ部 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校インターナショナル・スクールオ
ブビジネス

ビジネス英語専門課程日本語専科Ⅱ部(Ａ) 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都
専門学校インターナショナル・スクールオブ
ビジネス

ビジネス英語専門課程日本語専科Ⅰ部(Ａ) 平成7年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校インターナショナル・スクールオ
ブビジネス

ビジネス英語専門課程日本語科(A) 平成15年4月1日 平成27年2月19日

東京都
専門学校インターナショナル・スクールオブ
ビジネス

ビジネス英語専門課程日本語専科Ⅱ部(Ａ) 平成7年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校インターナショナル・スクールオ
ブビジネス

ビジネス英語専門課程日本語科(C) 平成15年4月1日 平成27年2月19日

東京都
専門学校インターナショナル・スクールオブ
ビジネス

ビジネス英語専門課程国際ビジネス専科（Ａ） 平成8年12月4日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
専門学校インターナショナル・スクールオ
ブビジネス

ビジネス英語専門課程国際ビジネス科（B） 平成15年4月1日 平成27年2月19日

東京都
専門学校インターナショナル・スクールオブ
ビジネス

ビジネス英語専門課程国際ビジネス科（A） 平成15年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都
専門学校インターナショナル・スクールオブ
ビジネス

ビジネス英語専門課程国際ビジネス科（B） 平成15年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都
専門学校インターナショナル・スクールオブ
ビジネス

ビジネス英語専門課程日本語科(A) 平成15年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都
専門学校インターナショナル・スクールオブ
ビジネス

ビジネス英語専門課程日本語科(C) 平成15年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 専門学校インテリアセンタースクール
インテリアデザイン専門課程インテリアデコレー
ター科（２年課程）

平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校アイシーエスカレッジオブアー
ツ

インテリアデザイン専門課程インテリアデコ
レーター科（２年課程）

平成7年4月1日 平成7年11月30日
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東京都 専門学校インテリアセンタースクール インテリアデザイン専門課程インテリアデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校アイシーエスカレッジオブアー
ツ

インテリアデザイン専門課程インテリアデザ
イン科

平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 専門学校エビスビューティカレッジ 美容専門課程美容科（昼間部） 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 専門学校エビスビューティカレッジ 美容専門課程美容科（夜間部） 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 専門学校お茶の水外語学院 商業実務専門課程インターナショナルビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 専門学校お茶の水外語学院 商業実務専門課程コンピュータタイプ科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 専門学校お茶の水外語学院 商業実務専門課程セクレタリービジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 専門学校お茶の水外語学院 商業実務専門課程ビジネス情報処理科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 専門学校お茶の水外語学院 文化教養専門課程英会話本科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 専門学校お茶の水外語学院 文化教養専門課程ビジネス英語科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 専門学校お茶の水外語学院 商業実務専門課程国際トラベル科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 専門学校お茶の水外語学院 文化教養専門課程通訳ガイド科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 専門学校お茶の水外語学院 商業実務専門課程英語実務学科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 専門学校お茶の水外語学院 文化教養専門課程国際関係学科昼間部 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 専門学校お茶の水外語学院 文化教養専門課程総合英語科昼間部 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 専門学校お茶の水外語学院 商業実務専門課程国際コミュニケーション学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 専門学校お茶の水外語学院 文化教養専門課程中国語学科 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 専門学校お茶の水外語学院 文化教養専門課程米英留学科 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 専門学校お茶の水外語学院 商業実務専門課程インターネット英語科 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 専門学校お茶の水外語学院 商業実務専門課程エアライン・ツーリズム科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 専門学校お茶の水外語学院 文化教養専門課程ビジネス英語科 平成14年2月27日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 専門学校お茶の水外語学院 文化教養専門課程インターナショナルビジネス科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 専門学校お茶の水外語学院 商業実務専門課程エアラインビジネス科 平成16年2月17日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 専門学校お茶の水外語学院 文化教養専門課程英語専科 平成16年2月17日 ～ 平成20年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 専門学校お茶の水スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 専門学校お茶の水スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ネットワークビジネス学科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校お茶の水スクール・オブ・ビジ
ネス

商業実務専門課程デジタルビジネス学科 平成12年4月1日 平成22年2月26日

東京都 専門学校お茶の水スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程デジタルビジネス学科 平成12年4月1日 ～ 平成22年2月26日 平成22年2月26日 不適合 平成22年2月26日 平成22年2月26日

東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程英会話本科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程国際ガイド科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日
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東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程国際ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程国際秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程国際ホテル科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程国際コミュニケーション科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程アジア／ヨーロッパ言語科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程英語専攻科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程国際イベント・コンベンション科 平成9年11月17日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校神田外語学院 外国語専門課程国際イベント科 平成14年4月1日 平成16年2月17日

東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程国際エアライン科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程国際観光科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程国際ビジネス科 平成9年11月17日 ～ 平成27年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程国際秘書科 平成9年11月17日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校神田外語学院

外国語専門課程エグゼクティブ・セクレタ
リー科

平成14年4月1日 平成16年2月17日

東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程国際ホテル科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程国際マルチメディア科 平成9年11月17日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校神田外語学院

外国語専門課程国際デジタルクリエイター
科

平成14年4月1日 平成16年2月17日

東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程児童英語教育科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程英会話本科専門士コース 平成10年12月21日 ～ 平成16年9月30日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校神田外語学院

外国語専門課程英語専攻科専門士コース
（夜間部）

平成16年10月1日 平成17年3月9日

東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程国際ビジネス科専門士コース 平成10年12月21日 ～ 平成20年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程留学科／ＣＳＵコース 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校神田外語学院

外国語専門課程留学科／米国大学３年次
編入コース

平成14年4月1日 平成16年2月17日

東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程エグゼクティブ・セクレタリー科 平成14年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校神田外語学院 外国語専門課程国際秘書科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程国際イベント科 平成14年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程国際デジタルクリエイター科 平成14年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 専門学校神田外語学院
外国語専門課程留学科／米国大学３年次編入
コース

平成14年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校神田外語学院 外国語専門課程留学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 専門学校神田外語学院
外国語専門課程英語専攻科専門士コース（夜間
部）

平成16年10月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程グローバルコミュニケーション科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程国際秘書科 平成20年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程留学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

東京都 専門学校神田外語学院 外国語専門課程国際ビジネスキャリア科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

東京都 専門学校桑沢デザイン研究所 デザイン専門課程ドレスデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 専門学校桑沢デザイン研究所 デザイン専門課程リビングデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日
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東京都 専門学校桑沢デザイン研究所 デザイン専門課程総合デザイン科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

東京都 専門学校国際観光文化学院 商業実務専門課程国際旅行ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
ジェイティービートラベルカレッジ 商業実務専門課程国際旅行ビジネス科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 専門学校清水とき・きものアカデミア 家政専門課程きもの技術科昼間部 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

東京都 専門学校清水とき・きものアカデミア 家政専門課程きもの技術科夜間部 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

東京都 専門学校清水とき・きものアカデミア 家政専門課程きもの芸術科昼間部 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

東京都 専門学校清水とき・きものアカデミア 家政専門課程きもの芸術科夜間部 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

東京都 専門学校清水とき・きものアカデミア 家政専門課程きものプロ技能科 平成11年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 専門学校清水とき・きものアカデミア 家政専門課程ドレス科夜間部 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 専門学校清水とき・きものアカデミア 家政専門課程ドレスメーキング科昼間部 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 専門学校清水とき・きものアカデミア 家政専門課程ブライダル科昼間部 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 専門学校清水とき・きものアカデミア 家政専門課程ブライダル科夜間部 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 専門学校清水とき・きものアカデミア 家政専門課程きものプロ科昼間部 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

東京都 専門学校清水とき・きものアカデミア 家政専門課程きものプロ科夜間部 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

東京都 専門学校清水とき・きものアカデミア 家政専門課程ファッション科 平成30年2月28 日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 専門学校社会医学技術学院 医療専門課程作業療法学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 専門学校社会医学技術学院 医療専門課程理学療法学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 専門学校社会医学技術学院 医療専門課程理学療法学科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 専門学校駿台外語綜合学院 外国語専門課程英会話専科 平成9年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 専門学校駿台外語綜合学院 外国語専門課程英語英会話研究科 平成9年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 専門学校駿台外語綜合学院 外国語専門課程英語英会話本科 平成9年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 専門学校駿台外語綜合学院 外国語専門課程英語通訳翻訳科 平成9年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 専門学校駿台外語綜合学院 外国語専門課程観光英会話科 平成9年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 専門学校駿台外語綜合学院 外国語専門課程国際ビジネス科 平成9年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 専門学校駿台外語綜合学院 外国語専門課程中国語ビジネス科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 専門学校駿台外語綜合学院 外国語専門課程国際エアラインビジネス科 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 専門学校駿台外語綜合学院 外国語専門課程トライリンガル科 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 専門学校駿台外語綜合学院 外国語専門課程中国語専科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 専門学校駿台外語綜合学院 外国語専門課程日英通訳科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日
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東京都 専門学校駿台外語綜合学院 外国語専門課程日英通訳専科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 専門学校駿台外語綜合学院 外国語専門課程国際コミュニケーション学科 平成14年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
駿台外語アンドビジネス専門学校

外国語専門課程国際コミュニケーション学
科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 専門学校駿台外語綜合学院 外国語専門課程ビジネスコミュニケーション専科 平成15年2月19日 ～ 平成24年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
駿台外語アンドビジネス専門学校

外国語専門課程ビジネスコミュニケーション
専科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 専門学校タカラ・ビューティカレッジ 美容専門課程美容学科 平成14年2月27日 ～ 平成16年8月31日 平成14年2月27日
名称変

更
タカラ美容専門学校 美容専門課程美容学科 平成16年9月1日 平成20年2月26日

東京都 専門学校田中千代ファッションカレッジ 服飾専門課程Ⅱ部ファッション造形科（夜間部） 平成21年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成23年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 専門学校田中千代ファッションカレッジ 服飾専門課程ファッション造形科（昼間部） 平成21年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
専門学校田中千代ファッションカレッジ

服飾専門課程ファッションデザイン学科
服飾専門課程ファッションテクニカル学科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 専門学校田中千代ファッションカレッジ 服飾専門課程ファッションビジネス科 平成21年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
専門学校田中千代ファッションカレッジ 服飾専門課程ファッションビジネス学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 専門学校田中千代ファッションカレッジ 服飾専門課程ファッションテクニカル学科 平成22年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成22年11月29日
名称変

更
渋谷ファッション＆アート専門学校 服飾専門課程　アパレル総合科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都 専門学校田中千代ファッションカレッジ 服飾専門課程ファッションデザイン学科 平成22年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成22年11月29日
名称変

更
渋谷ファッション＆アート専門学校 服飾専門課程　アパレル総合科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都 専門学校田中千代ファッションカレッジ 服飾専門課程ファッションビジネス学科 平成22年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成22年11月29日
名称変

更
渋谷ファッション＆アート専門学校 服飾専門課程　ファションビジネス科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程ＣＧ学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程インテリアデザイン学科 平成12年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程ゲームクリエイティブ学科 平成12年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成27年3月31日 平成29年2月28日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程情報システム学科 平成12年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程マルチメディア学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 ビジネス専門課程医療情報学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 ビジネス専門課程情報経理学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 ビジネス専門課程情報ビジネス学科 平成12年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 ビジネス専門課程フラワービジネス学科 平成12年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 ビジネス専門課程流通ビジネス学科 平成12年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程ＣＧクリエイティブ学科 平成14年2月27日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程デジタルデザイン学科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程デジタルデザイン学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程デジタルミュージック学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 ビジネス専門課程パソコンマスター学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 ビジネス専門課程ファッションビジネス学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 ビジネス専門課程ミュージックビジネス学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程Webデザイン学科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程ビジュアルデザイン学科 平成15年2月19日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日
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東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程デジタルミュージック学科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程フラワーガーデニング学科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程フラワーデザイン学科 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程プロミュージシャン学科 平成15年2月19日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程ミュージックプロデュース学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程イベント企画学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程ミュージックビジネス学科 平成16年2月17日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程映像編集学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程アニメーション学科 平成17年3月3日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程サウンドクリエイティブ学科 平成17年3月3日 ～ 平成21年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程声優学科 平成17年3月3日 ～ 平成30年4月1日 平成17年3月3日
名称変

更
専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程　アニメ声優学科 平成30年4月1日 令和2年2月29日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 ビジネス専門課程国際情報ビジネス学科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程イベント学科 平成17年12月26日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程デジタルアニメーション学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程アニメーション学科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程マンガ・イラスト学科 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程マンガ学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程Webデザイン学科 平成20年2月26日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程グラフィックデザイン学科 平成20年2月26日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程ＣＧデザイン学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程デジタルデザイン学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程ＣＧデザイン学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程アニメーション学科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程アニメ学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程演劇学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程デジタルミュージック学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程ノベルス学科 平成21年2月27日 ～ 平成27年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成27年3月31日 平成29年2月28日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程デザイン学科 平成22年2月26日 ～ 平成27年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成27年3月31日 平成29年2月28日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程アニメ学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程イラスト学科 平成22年2月26日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程ゲームキャラクター学科 平成22年2月26日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程フィギュア造形学科 平成22年2月26日 ～ 平成30年4月1日 平成22年2月26日
名称変

更
専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程　フィギュア原型学科 平成30年4月1日 令和2年2月29日
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東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程マンガ学科 平成21年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程ゲームプログラム学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程総合デザイン学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程ノベルス・シナリオ学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程ゲーム学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程イラスト・マンガ学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程　アニメ声優学科 平成30年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 専門学校デジタルアーツ東京 文化教養専門課程　フィギュア原型学科 平成30年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 専門学校東京ＣＰＡ会計学院 経理専門課程経営情報専攻科２年制 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 専門学校東京ＣＰＡ会計学院 経理専門課程公認会計士専攻科２年制（昼間部） 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 専門学校東京ＣＰＡ会計学院 経理専門課程税理士専攻科２年制（昼間部） 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 専門学校東京ＣＰＡ会計学院 経理専門課程会計プロフェッション科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 専門学校東京ＩＴ会計２１ ビジネス専門課程会計士学科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 専門学校東京ＩＴ会計２１ ビジネス専門課程コンピュータビジネス学科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 専門学校東京ＩＴ会計２１ ビジネス専門課程情報処理学科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 専門学校東京ＩＴ会計２１ ビジネス専門課程税理士学科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 専門学校東京ＩＴ会計２１ ビジネス専門課程マルチメディア学科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 専門学校東京ＩＴ会計２１ ビジネス専門課程ＩＴビジネス学科 平成19年2月1日 ～ 平成24年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東京ＩＴ会計専門学校杉並校 ビジネス専門課程ＩＴビジネス学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 専門学校東京ＩＴ会計２１ ビジネス専門課程会計学科 平成19年2月1日 ～ 平成24年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東京ＩＴ会計専門学校杉並校 ビジネス専門課程会計学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 専門学校東京ＹＭＣＡデザイン研究所 デザイン専門課程インテリア造形科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 専門学校東京ＹＭＣＡデザイン研究所 デザイン専門課程建築科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 専門学校東京ＹＭＣＡデザイン研究所 デザイン専門課程デザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 専門学校東京ＹＭＣＡデザイン研究所 デザイン専門課程建築科二部 平成10年12月21日 ～ 平成21年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 専門学校東京アイティー・会計２１ ビジネス専門課程会計士学科 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校東京ＩＴ会計２１ ビジネス専門課程会計士学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 専門学校東京アイティー・会計２１ ビジネス専門課程情報管理学科（２年課程） 平成13年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 専門学校東京アイティー・会計２１ ビジネス専門課程情報経理学科（昼間部） 平成13年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 専門学校東京アイティー・会計２１ ビジネス専門課程税理士学科 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校東京ＩＴ会計２１ ビジネス専門課程税理士学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 専門学校東京アイティー・会計２１ ビジネス専門課程情報システム学科（２年制） 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日
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東京都 専門学校東京アイティー・会計２１ ビジネス専門課程コンピュータビジネス学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校東京ＩＴ会計２１

ビジネス専門課程コンピュータビジネス学
科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 専門学校東京アイティー・会計２１ ビジネス専門課程情報処理学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校東京ＩＴ会計２１ ビジネス専門課程情報処理学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 専門学校東京アイティー・会計２１ ビジネス専門課程マルチメディア学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校東京ＩＴ会計２１ ビジネス専門課程マルチメディア学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 専門学校東京アナウンス学院 放送専門課程放送アナウンス科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校東京アナウンス学院

文化教養専門課程放送アナウンス科昼間
部

平成13年4月1日 平成19年2月22日

東京都 専門学校東京アナウンス学院 放送専門課程放送アナウンス科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校東京アナウンス学院

文化教養専門課程放送アナウンス科夜間
部

平成13年4月1日 平成19年2月22日

東京都 専門学校東京アナウンス学院 放送専門課程放送演技科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程放送演技科昼間部 平成13年4月1日 平成19年2月22日

東京都 専門学校東京アナウンス学院 放送専門課程放送演技科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 専門学校東京アナウンス学院 放送専門課程放送声優科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程放送声優科昼間部 平成13年4月1日 平成19年2月22日

東京都 専門学校東京アナウンス学院 放送専門課程放送声優科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程放送声優科夜間部 平成13年4月1日 平成19年2月22日

東京都 専門学校東京アナウンス学院
秘書専門課程コミュニケーションインストラクター
科

平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 専門学校東京アナウンス学院 放送専門課程ダンスパフォーマンス科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校東京アナウンス学院

文化教養専門課程ダンスパフォーマンス科
（夜間部）

平成13年4月1日 平成19年2月22日

東京都 専門学校東京アナウンス学院 放送専門課程ＤＪリミックス科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程ＤＪリミックス科 平成13年4月1日 平成19年2月22日

東京都 専門学校東京アナウンス学院 商業実務専門課程スノーボードビジネス科 平成14年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程演出デザイン科 平成14年2月27日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程お笑いタレント科 平成14年2月27日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程芸能バラエティ科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 専門学校東京アナウンス学院
文化教養専門課程ダンスパフォーマンス科（昼間
部）

平成17年12月26日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程ダンスパフォーマンス科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程ＤＪリミックス科 平成13年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 専門学校東京アナウンス学院
文化教養専門課程ダンスパフォーマンス科（夜間
部）

平成13年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程放送アナウンス科昼間部 平成13年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程放送アナウンス科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程放送アナウンス科夜間部 平成13年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程放送演技科昼間部 平成13年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程放送演技科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程放送声優科昼間部 平成13年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程放送声優科(昼間Ⅰ部) 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程放送声優科夜間部 平成13年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程放送声優科(昼間Ⅱ部) 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程芸能バラエティ科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

東京都 専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程ダンスパフォーマンス科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程放送アナウンス科 平成22年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程アナウンス科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程放送演技科 平成22年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程演技科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程放送声優科(昼間Ⅰ部) 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日
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東京都 専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程放送声優科(昼間Ⅱ部) 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程アナウンス科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 専門学校東京アナウンス学院 文化教養専門課程演技科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 専門学校東京医療学院 医療専門課程作業療法学科（一部） 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校東京医療学院 医療専門課程作業療法学科（昼間部） 平成18年4月1日 平成21年2月27日

東京都 専門学校東京医療学院 医療専門課程理学療法学科（二部） 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校東京医療学院 医療専門課程理学療法学科（夜間部） 平成18年4月1日 平成21年2月27日

東京都 専門学校東京医療学院 医療専門課程作業療法学科（夜間部） 平成17年12月26日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 専門学校東京医療学院 医療専門課程理学療法学科（昼間部） 平成17年12月26日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 専門学校東京医療学院 医療専門課程作業療法学科（昼間部） 平成18年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 専門学校東京医療学院 医療専門課程理学療法学科（夜間部） 平成18年4月1日 ～ 平成21年2月27日

東京都 専門学校東京医療学院 医療専門課程　理学療法学科昼間部（３年制） 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

東京都 専門学校東京ウェディングカレッジ 商業実務専門課程ウェディング科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

東京都 専門学校東京外語ビジネスアカデミー 英語専門課程英語・英会話学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 専門学校東京外語ビジネスアカデミー 秘書・旅行専門課程国際ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 専門学校東京外語ビジネスアカデミー 秘書・旅行専門課程国際秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 専門学校東京外語ビジネスアカデミー 秘書・旅行専門課程旅行観光学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 専門学校東京外語ビジネスアカデミー 英語専門課程英会話学科 平成7年11月30日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 専門学校東京カレッジ・オブ・ビジネス 情報経理専門課程観光ビジネス学科 平成7年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 専門学校東京カレッジ・オブ・ビジネス 情報経理専門課程経営経理学科 平成7年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 専門学校東京カレッジ・オブ・ビジネス 情報経理専門課程経営情報学科 平成7年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校東京カレッジ・オブ・ビジネス 情報経理専門課程経営管理学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 専門学校東京カレッジ・オブ・ビジネス 情報経理専門課程経営管理学科 平成9年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校東京カレッジ・オブ・ビジネス 情報経理専門課程情報ビジネス学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 専門学校東京カレッジ・オブ・ビジネス 情報経理専門課程法務行政ビジネス学科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校東京カレッジ・オブ・ビジネス 情報経理専門課程ビジネス法務学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 専門学校東京カレッジ・オブ・ビジネス 情報経理専門課程情報ビジネス学科 平成11年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校東京カレッジ・オブ・ビジネス 情報経理専門課程情報経理学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 専門学校東京カレッジ・オブ・ビジネス 情報経理専門課程情報経理学科 平成13年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 専門学校東京カレッジ・オブ・ビジネス 情報経理専門課程ビジネス法務学科 平成13年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 専門学校東京クールジャパン 文化教養専門課程　アニメ総合学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 専門学校東京クールジャパン 文化教養専門課程　ゲーム総合学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 専門学校東京経理綜合学院 経理専門課程経理本科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校東京経理綜合学院

経理専門課程メディア情報経理本科昼間
部

平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 専門学校東京経理綜合学院 経理専門課程メディア情報経理本科昼間部 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日
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東京都 専門学校東京工科自動車大学校 工業専門課程エンジンメンテナンス科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 専門学校東京工科自動車大学校 工業専門課程自動車整備科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 専門学校東京工科自動車大学校品川校 工業専門課程自動車整備科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都 専門学校東京工科自動車大学校世田谷校 工業専門課程１級自動車研究科 平成19年2月1日 ～ 平成20年2月26日 平成19年2月22日 不適合 平成20年2月26日 平成20年2月26日

東京都 専門学校東京工科自動車大学校世田谷校 工業専門課程自動車科 平成18年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 専門学校東京工科自動車大学校世田谷校 工業専門課程自動車整備２級科 平成18年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校東京工科自動車大学校世田谷
校

工業専門課程自動車整備科（夜間部） 平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 専門学校東京工科自動車大学校世田谷校 工業専門課程自動車整備科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 専門学校東京国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程経営研究学科（第一部） 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

東京都 専門学校東京国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程経営研究学科（第二部） 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

東京都 専門学校東京国際ビジネスカレッジ
商業実務専門課程ベンチャービジネス学科（第一
部）

平成17年3月3日 ～ 平成25年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
専門学校東京国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程国際経営学科（第一部） 平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 専門学校東京国際ビジネスカレッジ
商業実務専門課程ベンチャービジネス学科（第二
部）

平成17年3月3日 ～ 平成25年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
専門学校東京国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程国際経営学科（第二部） 平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 専門学校東京国際ビジネスカレッジ
文化・教養専門課程マルチコミュニケーション学科
（第一部）

平成17年3月3日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
専門学校東京国際ビジネスカレッジ

文化教養専門課程日中通訳翻訳学科（第
一部）

平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 専門学校東京国際ビジネスカレッジ
文化・教養専門課程マルチコミュニケーション学科
（第二部）

平成17年3月3日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
専門学校東京国際ビジネスカレッジ

文化教養専門課程日中通訳翻訳学科（第
二部）

平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 専門学校東京国際ビジネスカレッジ 文化教養専門課程日本語学科（第一部） 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

東京都 専門学校東京国際ビジネスカレッジ 文化教養専門課程日本語学科（第二部） 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

東京都 専門学校東京国際ビジネスカレッジ 文化教養専門課程日中通訳翻訳学科（第一部） 平成20年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校東京国際ビジネスカレッジ

文化教養専門課程国際言語コミュニケー
ション学科（第一部）

平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 専門学校東京国際ビジネスカレッジ 文化教養専門課程日中通訳翻訳学科（第二部） 平成20年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校東京国際ビジネスカレッジ

文化教養専門課程国際言語コミュニケー
ション学科（第二部）

平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 専門学校東京国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程国際経営学科（第一部） 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

東京都 専門学校東京国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程国際経営学科（第二部） 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

東京都 専門学校東京国際ビジネスカレッジ
文化教養専門課程国際言語コミュニケーション学
科（第一部）

平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

東京都 専門学校東京国際ビジネスカレッジ
文化教養専門課程国際言語コミュニケーション学
科（第二部）

平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

東京都 専門学校東京コンセルヴァトアール尚美
音楽音響ビジネス専門課程音楽ビジネス・イベント
学科

平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 専門学校東京コンセルヴァトアール尚美 音楽音響ビジネス専門課程放送・音響学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 専門学校東京コンセルヴァトアール尚美 音楽専門課程音楽総合学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程音楽総合学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 専門学校東京コンセルヴァトアール尚美 音楽専門課程ジャズ・ポピュラー音楽学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 専門学校東京コンセルヴァトアール尚美 音楽音響ビジネス専門課程エンタテインメント学科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽音響ビジネス専門課程エンタテインメ
ント学科

平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 専門学校東京コンセルヴァトアール尚美
音楽音響ビジネス専門課程サウンドクリエイト学
科

平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽音響ビジネス専門課程サウンドクリエ
イト学科

平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 専門学校東京コンセルヴァトアール尚美 音楽音響ビジネス専門課程マルチメディア学科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽音響ビジネス専門課程マルチメディア
学科

平成10年4月1日 平成10年12月21日
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東京都 専門学校東京自動車大学校
自動車整備専門課程自動車整備科２級整備士
コース

平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 専門学校東京自動車大学校
自動車整備専門課程自動車整備科１級整備士
コース前期課程

平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

東京都 専門学校東京自動車大学校
自動車整備専門課程自動車整備科１級整備士
コース後期課程

平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程経営学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程ビジネス英語科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程秘書科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程マスコミ・広報科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程マスコミ・広報学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程サービス実務科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程アートビジネス科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程キャリアレディース科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程国際ビジネス科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程社会サービス科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程ビジネス情報処理科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程ビジネス情報処理学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程スポーツ産業学科 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程スポーツビジネス学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程ビジネス英語学科 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程ビジネス情報処理学科 平成11年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程情報ビジネス学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程秘書学科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程マスコミ・広報学科 平成11年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程　マスコミ出版・芸能学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程総合ビジネス学科（２年制） 平成14年2月27日 ～ 平成20年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程スポーツビジネス学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程ペットビジネス学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程オフィスビジネス学科（昼間部） 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程ショップビジネス学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程フラワービジネス学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程情報ビジネス学科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程　ＩＴビジネス学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程ペットビジネス総合学科 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
専門学校東京スクール・オブ・ビジネス

ビジネス専門課程　ペットビジネス総合学科
（３年制）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程　ＩＴビジネス学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 専門学校東京スクール･オブ･ビジネス ビジネス専門課程　ファッションビジネス学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日
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東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス
ビジネス専門課程　ペットビジネス総合学科（３年
制）

平成23年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成26年3月31日 平成30年月28 日

東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程　医療ビジネス学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 専門学校東京スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程　マスコミ出版・芸能学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 専門学校東京声優アカデミー 芸術・文化専門課程声優養成科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程インテリア科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程インテリアデザイン科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程建築科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程建築設備工学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程システムエンジニア科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程電子情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程バイオテクノロジー科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程ゲームソフト科 平成7年11月30日 ～ 平成13年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程高度情報処理科 平成7年11月30日 ～ 平成14年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程マルチメディアソフト科 平成8年12月4日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
専門学校東京テクニカルカレッジ

工業専門課程コンピュータエンターテイメン
ト科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程インテリアデザイン科 平成9年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程インテリア科２年制 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程環境テクノロジー科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程建築科夜間 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程デジタルデザイン建築学科 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程ヒューマンスペースデザイン科 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程インテリア科２年制 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程コンピュータエンターテイメント科 平成13年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程ゲームプログラミング科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程情報処理科（３年制） 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程ゲームＣＧ科 平成16年2月17日 ～ 平成22年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程ゲームプログラミング科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程ＷＥＢサイト制作科 平成22年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程　Ｗｅｂデザイナー科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程ＷＥＢプログラミング科 平成22年2月26日 ～ 平成31年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程建築工学科 平成22年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成24年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程　Ｗｅｂデザイナー科 平成23年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程Ｗｅｂ動画クリエイター科 平成29年3月31日 平成30年2月28 日
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東京都 専門学校東京テクニカルカレッジ 工業専門課程Ｗｅｂ動画クリエイター科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 専門学校東京トフィ・クリエイト 服飾専門課程インテリアアート科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 専門学校東京トフィ・クリエイト 服飾専門課程ファッションテクニカル科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京トフィ・ファッション専門学校 服飾専門課程ファッションテクニカル科 平成10年4月1日 平成11年3月2日

東京都 専門学校東京トフィ・クリエイト 服飾専門課程ファッションビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京トフィ・ファッション専門学校 服飾専門課程ファッションビジネス科 平成10年4月1日 平成11年3月2日

東京都 専門学校東京ニットファッションアカデミー ニット専門課程アパレルニットデザイン科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

東京都 専門学校東京ネットウェイブ ビジネス専門課程国際ビジネス科 平成9年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 専門学校東京ネットウェイブ ビジネス専門課程情報経理科 平成9年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 専門学校東京ネットウェイブ ビジネス専門課程ビジネス情報処理科 平成9年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 専門学校東京ネットウェイブ ビジネス専門課程映像メディアビジネス科 平成15年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校東京ネットウェイブ

ビジネス専門課程映像メディアビジネス学
科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 専門学校東京ネットウエイブ ビジネス専門課程アートビジネス科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 専門学校東京ネットウエイブ ビジネス専門課程クリエイティブビジネス科 平成10年12月21日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校東京ネットウエイブ

ビジネス専門課程デジタルクリエイティブビ
ジネス科
ビジネス専門課程映画メディアビジネス科

平成15年4月1日 平成17年12月26日

東京都 専門学校東京ネットウエイブ ビジネス専門課程コミュニケーションビジネス科 平成10年12月21日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校東京ネットウエイブ ビジネス専門課程インターネットビジネス科 平成15年4月1日 平成17年12月26日

東京都 専門学校東京ネットウエイブ ビジネス専門課程マネージメントビジネス科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 専門学校東京ネットウエイブ ビジネス専門課程メディアビジネス科 平成10年12月21日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校東京ネットウエイブ

ビジネス専門課程デジタルサウンドビジネ
ス科

平成15年4月1日 平成17年12月26日

東京都 専門学校東京ネットウエイブ ビジネス専門課程ゲームビジネス科 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校東京ネットウエイブ

ビジネス専門課程ゲームエンターテイメント
ビジネス科

平成15年4月1日 平成17年12月26日

東京都 専門学校東京ネットウエイブ ビジネス専門課程インターネットビジネス科 平成15年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 専門学校東京ネットウエイブ ビジネス専門課程映画メディアビジネス科 平成15年4月1日 ～ 平成15年4月1日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校東京ネットウェイブ ビジネス専門課程映像メディアビジネス科 平成15年4月1日 平成20年2月26日

東京都 専門学校東京ネットウエイブ
ビジネス専門課程ゲームエンターテイメントビジネ
ス科

平成15年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校東京ネットウエイブ

ビジネス専門課程ゲームエンターテイメント
ビジネス学科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 専門学校東京ネットウエイブ
ビジネス専門課程デジタルクリエイティブビジネス
科

平成15年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校東京ネットウエイブ

ビジネス専門課程デジタルクリエイティブビ
ジネス学科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 専門学校東京ネットウエイブ ビジネス専門課程デジタルサウンドビジネス科 平成15年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 専門学校東京ネットウエイブ ビジネス専門課程映像メディアビジネス学科 平成24年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
専門学校東京ネットウエイブ ビジネス専門課程アニメ総合学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 専門学校東京ネットウエイブ
ビジネス専門課程ゲームエンターテイメントビジネ
ス学科

平成24年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
専門学校東京ネットウエイブ ビジネス専門課程ゲーム総合学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 専門学校東京ネットウエイブ
ビジネス専門課程デジタルクリエイティブビジネス
学科

平成24年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
専門学校東京ネットウエイブ ビジネス専門課程アニメ総合学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 専門学校東京ネットウエイブ ビジネス専門課程メディア経営マネジメント学科 平成25年1月29日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
専門学校東京ネットウエイブ ビジネス専門課程ゲーム総合学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 専門学校東京ネットウエイブ ビジネス専門課程アニメ総合学科 平成28年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成29年2月28日
名称変

更
専門学校東京クールジャパン 文化教養専門課程　アニメ総合学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都 専門学校東京ネットウエイブ ビジネス専門課程ゲーム総合学科 平成28年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成29年2月28日
名称変

更
専門学校東京クールジャパン 文化教養専門課程　ゲーム総合学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都
専門学校東京パシフィック・ビジネス・カレッ
ジ

語学専門課程国際ツアーイングリッシュ学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日
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東京都
専門学校東京パシフィック・ビジネス・カレッ
ジ

秘書専門課程国際セクレタリー学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都
専門学校東京パシフィック・ビジネス・カレッ
ジ

秘書専門課程国際ビジネススタッフ学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都
専門学校東京パシフィック・ビジネス・カレッ
ジ

語学専門課程バイリンガル学科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都
専門学校東京パシフィック・ビジネス・カレッ
ジ

秘書専門課程国際キャリア学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都
専門学校東京パシフィック・ビジネス・カレッ
ジ

語学専門課程英会話学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都
専門学校東京パシフィック・ビジネス・カレッ
ジ

秘書専門課程国際ビジネス学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
渋谷外国語専門学校 秘書専門課程国際ビジネス学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 専門学校東京ビジネス外語カレッジ ビジネス専門課程国際ビジネス学科（２年制） 平成17年3月3日 ～ 平成26年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
専門学校東京ビジネス外語カレッジ

ビジネス専門課程グローバルビジネス学科
（２年制）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 専門学校東京ビジネス外語カレッジ
外語専門課程国際コミュニケーション学科（２年課
程）

平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

東京都 専門学校東京ビジネス外語カレッジ
ビジネス専門課程グローバルビジネス学科（２年
制）

平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程映像学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程放送映画学科（Ⅰ部） 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程音響学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成28年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程画像学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程マルチメディア学科 平成10年4月1日 平成15年2月19日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程写真学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程マスコミ広報学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程マスコミ学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程コンピュータアート学科 平成14年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程パフォーマンス学科（昼間部） 平成15年2月19日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程声優・俳優学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程マスコミ学科 平成14年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程マスコミ・ＣＧ学科（Ⅰ部） 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程マルチメディア学科 平成10年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程コンピュータアート学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程ミュージシャン学科（昼間部） 平成15年2月19日 ～ 平成29年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成29年3月31日 平成31年1月25日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程ビジュアルクリエイト学科 平成17年3月3日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程メイクアップ学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程放送映画学科（Ⅰ部） 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程放送学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程マスコミ・ＣＧ学科（Ⅰ部） 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程マスコミ編集学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程映画学科（Ⅰ部） 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程声優・俳優学科 平成20年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程ダンス・ＤＪ学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程ダンス学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程放送学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程マスコミ編集学科 平成20年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程メイクアップ学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程メイク学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日
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東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程ダンス学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程メイク学科 平成21年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
専門学校　東京ビジュアルアーツ 映像専門課程特殊メイク学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程サウンドクリエイト学科 平成22年11月29日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程特殊メイク学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程マスコミ・映像学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程音響・コンサート学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程サウンドプロデュース学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程声優学科 平成28年2月29日 ～ 平成30年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程　声優・俳優学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程ヴォーカル＆ミュージシャン学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程メディアクリエイト科 平成29年2月28日 ～ 平成30年3月31日 平成29年2月28日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程　声優・俳優学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程　俳優・タレント学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

東京都 専門学校東京ビジュアルアーツ 映像専門課程　ミュージシャン学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

東京都 専門学校東京文化学園ビジネスアカデミー 国際経済専門課程経済ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 専門学校東京法律２１ 法律専門課程法律学科（３年制） 平成13年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 専門学校東京法律２１ 法律専門課程法律学科昼間部（２年課程） 平成13年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京法律専門学校杉並校 法律専門課程法律学科昼間部（２年課程） 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 専門学校東京法律２１ 法律専門課程法律行政学科昼間部 平成13年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 専門学校東京法律２１ 法律専門課程法律社会学科 平成13年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京法律専門学校杉並校 法律専門課程法律社会学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 専門学校東京法律２１ 法律専門課程法律ビジネス学科昼間部 平成13年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京法律専門学校杉並校 法律専門課程法律ビジネス学科 昼間部 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 専門学校東京法律工学院 商業実務専門課程経営ビジネス学科１部 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 専門学校東京法律工学院 商業実務専門課程コンピュータ情報処理学科１部 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 専門学校東京法律工学院 商業実務専門課程税理会計学科１部 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
中央法律専門学校 商業実務専門課程税理会計学科１部 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 専門学校東京法律工学院 文化・教養専門課程法律司法学科１部 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
中央法律専門学校 文化・教養専門課程法律司法学科１部 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 専門学校東京法律工学院 文化・教養専門課程法律司法学科２部 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 専門学校東京法律工学院 文化・教養専門課程法律法務学科１部 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
中央法律専門学校 文化・教養専門課程法律法務学科１部 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 専門学校東京法律工学院 文化・教養専門課程法律法務学科２部 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 専門学校東京ホテル・トラベルカレッジ ホテル・トラベル専門課程製菓・喫茶店経営科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京ホテルビジネス専門学校 ビジネス専門課程製菓・喫茶店経営科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 専門学校東京ホテル・トラベルカレッジ ホテル・トラベル専門課程トラベル科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日
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東京都 専門学校東京ホテル・トラベルカレッジ ホテル・トラベル専門課程ホテル科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京ホテルビジネス専門学校 ビジネス専門課程ホテル科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽音響ビジネス専門課程エンタテインメント学科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽音響ビジネス専門課程サウンドクリエイト学
科

平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽音響ビジネス専門課程マルチメディア学科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程音楽総合学科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程クラシック音楽学科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程ダンス学科 平成12年2月8日 ～ 平成22年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程ダンス学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程テクノアーティスト学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程プロミュージシャン学科 平成12年2月8日 ～ 平成22年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程プロミュージシャン学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程ミュージカル学科 平成12年2月8日 ～ 平成22年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程ミュージカル学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程ミュージックコンポーザー学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

メディア芸術専門課程音響クリエイター学科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

メディア芸術専門課程ゲームクリエイター学科 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

メディア芸術専門課程声優学科 平成12年2月8日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程声優学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

メディア芸術専門課程デジタル映像クリエイター学
科

平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

メディア芸術専門課程ミュージックビジネス学科 平成12年2月8日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程ミュージックビジネス学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程アレンジ・作曲学科 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程コンピュータミュージック学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

メディア芸術専門課程マルチメディア学科 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程演奏表現学科 平成14年2月27日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程音楽制作学科 平成14年2月27日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程管弦打楽器学科 平成14年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程管弦打楽器学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程コンセルヴァトアールディプロマ学
科

平成14年2月27日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程声楽学科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程ピアノ学科 平成14年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程ピアノ学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程マルチジャンル電子オルガン学科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

メディア芸術専門課程音楽音響クリエイター学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

メディア芸術専門課程ゲーム学科 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日
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東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

メディア芸術専門課程デジタルアニメ学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

メディア芸術専門課程デジタル音響学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

メディア芸術専門課程デジタルミュージック学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程アレンジ・作曲＆デジタルミュージッ
ク学科

平成16年2月17日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程ヴォーカル学科 平成16年2月17日 ～ 平成22年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程ヴォーカル学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程電子オルガン学科 平成16年2月17日 ～ 平成22年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程電子オルガン学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

メディア芸術専門課程アニメーション学科 平成16年2月17日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

メディア芸術専門課程音響・映像学科 平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程音響・映像学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

メディア芸術専門課程デジタルメディア学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程芸術表現アカデミー学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程アレンジ・作曲学科 平成19年2月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程アレンジ・作曲学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

メディア芸術専門課程メディアアーツ学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程メディアアーツ学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程インターネットミュージック学科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
尚美ミュージックカレッジ専門学校

音楽専門課程インターネットミュージック学
科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程音響・映像学科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程音響・映像学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程声優学科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程声優学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程ミュージックビジネス学科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程ミュージックビジネス学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都
専門学校東京ミュージックアンドメディア
アーツ尚美

音楽専門課程メディアアーツ学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 専門学校東京メディアアカデミー 服飾専門課程コーディネーター・スタイリスト科 平成9年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 専門学校東京メディアアカデミー 服飾専門課程ファッションデザイン科 平成9年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 専門学校東京メディアアカデミー ファッション芸術専門課程声優・ボーカル科 平成10年12月21日 ～ 平成20年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校東京メディアアカデミー 芸術・文化専門課程声優・ボーカル科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 専門学校東京メディアアカデミー ファッション芸術専門課程放送タレント・ＤＪ科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 専門学校東京メディアアカデミー ファッション芸術専門課程アナウンスビジネス科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 専門学校東京メディアアカデミー
服飾専門課程アーティストスタイリスト・デザイナー
科

平成12年2月8日 ～ 平成21年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 専門学校東京メディアアカデミー 芸術・文化専門課程声優・ボーカル科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校東京メディアアカデミー 芸術・文化専門課程声優養成科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 専門学校東京メディアアカデミー 芸術・文化専門課程声優養成科 平成21年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
専門学校東京声優アカデミー 芸術・文化専門課程声優養成科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 専門学校東都リハビリテーション学院 姿勢保健専門課程姿勢保健均整学科昼間部 平成8年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 専門学校東都リハビリテーション学院 姿勢保健専門課程姿勢保健均整学科夜間部 平成8年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 専門学校東都リハビリテーション学院 姿勢保健専門課程スポーツトレーナー学科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校東都リハビリテーション学院

姿勢保健専門課程アスレティックトレーナー
学科

平成11年4月1日 平成12年2月8日
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東京都 専門学校東都リハビリテーション学院 姿勢保健専門課程アスレティックトレーナー学科 平成11年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校東都リハビリテーション学院 医療専門課程アスレティックトレーナー学科 平成18年4月1日 平成20年2月26日

東京都 専門学校東都リハビリテーション学院 リハビリテーション専門課程理学療法学科 平成12年2月8日 ～ 平成17年12月8日 平成12年2月8日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

東京都 専門学校東都リハビリテーション学院 リハビリテーション専門課程理学療法学科２部 平成17年12月26日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校東都リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科２部 平成18年4月1日 平成20年2月26日

東京都 専門学校東都リハビリテーション学院 医療専門課程アスレティックトレーナー学科 平成18年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

東京都 専門学校東都リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科２部 平成18年4月1日 ～ 平成20年2月26日

東京都 専門学校東放ミュージックカレッジ 文化教養専門課程プロヴォーカリスト科（昼間部） 平成17年12月26日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 専門学校東放ミュージックカレッジ 文化教養専門課程プロプレイヤー科（昼間部） 平成17年12月26日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 専門学校東放ミュージックカレッジ
文化教養専門課程ミュージッククリエイター科（昼
間部）

平成17年12月26日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 専門学校東放ミュージックカレッジ 文化教養専門課程作詞・作曲科 平成21年2月27日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 専門学校東放ミュージックカレッジ 文化教養専門課程ＤＪ・リミックス科 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 専門学校東放ミュージックカレッジ 文化教養専門課程音楽アーティスト科 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 専門学校東洋公衆衛生学院 医療専門課程診療放射線技術学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 専門学校東洋公衆衛生学院 医療専門課程臨床検査技術学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 専門学校東洋公衆衛生学院 医療専門課程環境科学科 平成9年11月17日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 専門学校トヨタ東京自動車大学校 工業専門課程自動車整備科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

東京都 専門学校トヨタ東京自動車大学校 工業専門課程１級専攻科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 専門学校トヨタ東京自動車大学校 工業専門課程スマートモビリティ科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ＯＡインストラクタ科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ＯＡ秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程オフコンＯＡ科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校中野スクール・オブ・ビジネス

商業実務専門課程ＯＡライセンス学科シス
アドＯＡ専攻

平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程グラフィックデザイナ科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校中野スクール・オブ・ビジネス

商業実務専門課程デジタルビジネス学科ビ
ジュアルアーツ専攻

平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程経営情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程経営情報科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程経営情報処理上級科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程経営マネジメント科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程経営ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校中野スクール・オブ・ビジネス

商業実務専門課程ヒューマンネットワークビ
ジネス学科ベンチャービジネス専攻

平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程健康ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程国際情報秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程国際ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校中野スクール・オブ・ビジネス

商業実務専門課程ヒューマンネットワークビ
ジネス学科コミュニケーションネットワーク
専攻

平成11年4月1日 平成12年2月8日
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東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程情報システム科学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程情報処理ＳＥ科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校中野スクール・オブ・ビジネス

商業実務専門課程デジタルビジネス学科シ
ステムエンジニア専攻

平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程情報処理上級ＳＥ科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程トラベル・ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校中野スクール・オブ・ビジネス

商業実務専門課程ヒューマンネットワークビ
ジネス学科トラベルビジネス専攻

平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程トラベル・ビジネス上級科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程法律ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ユニックスSE科 平成7年11月30日 ～ 平成10年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程インテリアデザイナ科 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ウェルネスデザイナ科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程経営情報科 平成9年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程経営マネジメント科 平成9年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ゲームソフト&CG科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校中野スクール・オブ・ビジネス

商業実務専門課程デジタルビジネス学科デ
ジタルＣＧ・ゲーム専攻

平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程情報処理AE科 平成9年11月17日 ～ 平成19年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程福祉ビジネス科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程フラワービジネス科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校中野スクール・オブ・ビジネス

商業実務専門課程ヒューマンネットワークビ
ジネス学科フラワーアーツ専攻

平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程マルチメディア科（３年課程） 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校中野スクール・オブ・ビジネス

商業実務専門課程デジタルビジネス学科マ
ルチメディアサウンド専攻

平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス
商業実務専門課程ＯＡライセンス学科シスアドＯＡ
専攻

平成11年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス
商業実務専門課程デジタルビジネス学科システム
エンジニア専攻

平成11年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス
商業実務専門課程デジタルビジネス学科デジタル
ＣＧ・ゲーム専攻

平成11年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス
商業実務専門課程デジタルビジネス学科ビジュア
ルアーツ専攻

平成11年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス
商業実務専門課程デジタルビジネス学科マルチメ
ディアサウンド専攻

平成11年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス
商業実務専門課程ヒューマンネットワークビジネス
学科コミュニケーションネットワーク専攻

平成11年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス
商業実務専門課程ヒューマンネットワークビジネス
学科トラベルビジネス専攻

平成11年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス
商業実務専門課程ヒューマンネットワークビジネス
学科フラワーアーツ専攻

平成11年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス
商業実務専門課程ヒューマンネットワークビジネス
学科ベンチャービジネス専攻

平成11年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス
商業実務専門課程ヒューマンネットワークビジネス
学科メイク＆ネイル専攻

平成12年2月8日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程インターネットビジネス科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程経営ビジネス科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日
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東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程情報処理ＳＥ科 平成14年2月27日 ～ 平成24年9月30日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程情報処理システム科 平成24年10月1日 平成25年1月29日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程デジタルデザイン科 平成14年2月27日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程医療福祉ビジネス科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程シスアドＯＡ科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程シスアドＩＴ科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程トラベルビジネス科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程メイクネイルビジネス科 平成15年2月19日 ～ 平成19年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程経営情報処理科 平成16年2月17日 ～ 平成22年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程シスアドＩＴ科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程英語コンピュータ科 平成17年3月3日 ～ 平成24年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程英語ビジネス科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程国際ビジネス科 平成17年3月3日 ～ 平成17年12月8日 平成17年3月3日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程Webコミックビジネス科 平成21年2月27日 ～ 平成25年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程アニメＣＧビジネス科 平成22年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程情報環境ビジネス科 平成22年11月29日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程情報財務会計科 平成22年11月29日 ～ 平成25年9月30日 平成22年11月29日
名称変

更
専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程財務会計ビジネス科 平成25年10月1日 平成26年1月28日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程英語ビジネス科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程情報処理システム科 平成24年10月1日 ～ 平成25年9月30日 平成25年1月29日
名称変

更
専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程スマホアプリビジネス科 平成25年10月1日 平成26年1月28日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程財務会計ビジネス科 平成25年10月1日 ～ 平成30年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程　経済・会計ビジネス科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程スマホアプリビジネス科 平成25年10月1日 ～ 平成30年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
専門学校中野スクール・オブ・ビジネス

商業実務専門課程　プログラミングビジネ
ス科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程　経済・会計ビジネス科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程　プログラミングビジネス科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日
名称変

更

東京都 専門学校中野スクールオブビジネス 商業実務専門課程ＩＴインストラクタ科 平成17年12月26日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 専門学校中野スクールオブビジネス 商業実務専門課程政治経済コンピュータ科 平成17年12月26日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 専門学校中野スクールオブビジネス 商業実務専門課程アニメＣＧビジネス科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月25日 平成22年2月26日
名称変

更
専門学校中野スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程アニメＣＧビジネス科 平成22年2月26日 平成22年11月29日

東京都 専門学校日商クリエーション 商業実務専門課程経理学科 平成10年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 専門学校日商クリエーション 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成10年4月1日 ～ 平成26年7月25日 平成10年12月21日 廃止 平成26年7月25日 平成29年2月28日

東京都 専門学校日商クリエーション 商業実務専門課程税理士本科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 専門学校日商クリエーション 商業実務専門課程秘書学科 平成10年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 専門学校日商クリエーション 商業実務専門課程経営ビジネス学科 平成20年2月26日 ～ 平成26年7月25日 平成20年2月26日 廃止 平成26年7月25日 平成29年2月28日
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東京都 専門学校日本情報工学院 情報処理専門課程コンピュータグラフィックス学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校日本情報工学院

情報処理専門課程ＣＧデザインゲームソフ
ト学科

平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 専門学校日本情報工学院 情報処理専門課程情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校日本情報工学院 情報処理専門課程ＯＡ情報学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 専門学校日本情報工学院 情報処理専門課程ＣＧデザインゲームソフト学科 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
日本コンピュータデザイン専門学校

情報処理専門課程ＣＧデザインゲームソフ
ト学科

平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 専門学校日本情報工学院 情報処理専門課程ＯＡ情報学科 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
日本コンピュータデザイン専門学校 情報処理専門課程ＯＡ情報学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程ＯＡビジネス学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程ＯＡ秘書学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程医療ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程医療秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程金融・証券学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程国際関係学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程国際トラベル学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程国際秘書学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程国際貿易学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程国際マネジメント学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程情報管理学科（３年課程） 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス
ビジネス専門課程情報管理学科昼間部（２年課
程）

平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス
ビジネス専門課程情報経理学科昼間部（２年課
程）

平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程税理士学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス 法律専門課程宅建ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校日本スクールオブビジネス

文化教養専門課程宅建ビジネス学科（昼間
部）

平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス 法律専門課程法律学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス 法律専門課程法律ビジネス学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程スポーツビジネス学科 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程トラベルビジネス学科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程秘書ビジネス学科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程ホテルビジネス学科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス
ビジネス専門課程マルチメディアビジネス学科（昼
間部）

平成9年11月17日 ～ 平成18年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス 文化教養専門課程宅建ビジネス学科（昼間部） 平成9年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程ホテル・トラベルビジネス学科 平成10年12月21日 ～ 平成27年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程鉄道・トラベル学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日
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東京都 専門学校日本スクールオブビジネス 文化教養専門課程スポーツ学科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程医療福祉ビジネス学科 平成13年3月1日 ～ 平成23年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程健康ビジネス学科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程ビジネスコーディネーター学科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程レクリエーションビジネス学科 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程デジタルクリエーター学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程ショップマネジメント学科 平成15年2月19日 ～ 平成28年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程ビジネス総合学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程フィットネスビジネス学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程ベンチャービジネス学科 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程ＩＴビジネス総合学科 平成16年2月17日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス
ビジネス専門課程メイク＆ファッションビジネス学
科

平成16年2月17日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程レジャービジネス学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程医療環境福祉ビジネス学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程国際ＩＴビジネス学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程ペットビジネス学科 平成17年12月26日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程ビューティー・ブライダル学科 平成22年2月26日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程ＩＴビジネス総合学科 平成23年12月22日 ～ 平成28年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程鉄道・トラベル学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程医療福祉ビジネス学科 平成29年2月28日 ～ 平成31年3月31日 平成29年2月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス ビジネス専門課程ビジネス総合学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程医療ビジネス学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程スポーツビジネス学科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程マルチメディアビジネス学科 平成10年12月21日 ～ 平成21年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程ＯＡビジネス学科 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程ホテル・トラベルビジネス学科 平成12年2月8日 ～ 平成26年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程鉄道・トラベル学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ 文化教養専門課程スポーツ学科昼間部 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程医療福祉ビジネス学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日
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東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程エアラインビジネス学科 平成13年3月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程健康ビジネス学科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程ビジネスコーディネーター学科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程レクリエーションビジネス学科 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程デジタルクリエーター学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程ショップマネジメント学科 平成15年2月19日 ～ 平成30年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程　ビジネス学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程ビジネス総合学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程フィットネスビジネス学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程ＩＴビジネス総合学科 平成16年2月17日 ～ 平成28年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程ビジネス総合学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１
ビジネス専門課程メイク＆ファッションビジネス学
科

平成16年2月17日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程レジャービジネス学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程医療環境福祉ビジネス学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程国際ＩＴビジネス学科 平成17年3月3日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程ベンチャービジネス学科 平成17年3月3日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程児童保育ビジネス学科 平成19年2月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程ビューティー・ブライダル学科 平成22年2月26日 ～ 平成27年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程鉄道・トラベル学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程ホテル・ブライダル学科 平成28年2月29日 ～ 平成31年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程ビジネス総合学科 平成28年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成29年2月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 専門学校日本スクールオブビジネス２１ ビジネス専門課程　ビジネス学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 専門学校日本デザイナー学院 デザイン専門課程インテリアデザイン科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 専門学校日本デザイナー学院 デザイン専門課程グラフィックスデザイン科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 専門学校日本デザイナー学院 デザイン専門課程ファッションデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 専門学校日本デザイナー学院
デザイン専門課程マルチメディアデザイン科昼間
部

平成8年12月4日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
専門学校日本デザイナー学院

デザイン専門課程ＣＧデザイン（コンピュー
タグラフィックデザイン）科昼間部

平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 専門学校日本デザイナー学院 デザイン専門課程マンガ科昼間部 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

東京都 専門学校日本デザイナー学院 デザイン専門課程芸能デザイン科 平成12年2月8日 ～ 平成20年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 専門学校日本デザイナー学院 デザイン専門課程ビジュアルデザイン科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 専門学校日本デザイナー学院
デザイン専門課程ＣＧデザイン（コンピュータグラ
フィックデザイン）科昼間部

平成13年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日
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東京都 専門学校日本デザイナー学院 デザイン専門課程福祉環境デザイン科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校日本デザイナー学院 デザイン専門課程ユニバーサルデザイン科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 専門学校日本デザイナー学院 デザイン専門課程ユニバーサルデザイン科 平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 専門学校日本デザイナー学院 デザイン専門課程イラストレーション科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 専門学校日本デザイナー学院 デザイン専門課程シブヤプロダクツ科 平成22年11月29日 ～ 平成30年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
専門学校日本デザイナー学院 デザイン専門課程　企画デザイン科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 専門学校日本デザイナー学院 デザイン専門課程コミックイラスト科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

東京都 専門学校日本デザイナー学院 デザイン専門課程　企画デザイン科 平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成31年1月25日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 専門学校日本デザイナー学院 デザイン専門課程ソーシャルデザイン科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 専門学校日本動物２１ 動物管理専門課程動物管理学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 専門学校日本動物学院 動物管理専門課程動物管理学科 平成12年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
ヤマザキ動物専門学校 動物管理専門課程動物管理学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 専門学校日本ホテルスクール 商業実務専門課程国際ホテル科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校日本ホテルスクール

商業実務専門課程国際ホテル学科２年制
昼間部

平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 専門学校日本ホテルスクール 商業実務専門課程国際ホテル学科２年制昼間部 平成9年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校日本ホテルスクール 商業実務専門課程昼間部国際ホテル学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

東京都 専門学校日本ホテルスクール 商業実務専門課程国際ホテル学科３年制 平成10年12月21日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 専門学校日本ホテルスクール
商業実務専門課程昼間部国際ホテル・ブライダル
学科２年制

平成15年2月19日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 専門学校日本ホテルスクール 商業実務専門課程昼間部国際ホテル学科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月9日

東京都 専門学校原宿パフォーマンスビレッジ 文化・教養専門課程声優タレント科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校ＥＳＰパフォーマンスビレッジ 文化・教養専門課程声優タレント科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 専門学校原宿パフォーマンスビレッジ 文化・教養専門課程ダンス＆ヴォーカル科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校ＥＳＰパフォーマンスビレッジ 文化・教養専門課程ダンス＆ヴォーカル科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
宝石専門課程ジュエリーコーディネーター科（コー
ディネーターコース）

平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ

宝石専門課程ジュエリーコーディネーター
科（ジュエリービジネスコーディネーターコー
ス）

平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
宝石専門課程ジュエリーデザイン科（デザインプロ
ダクトコース）

平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ

宝石専門課程ジュエリーデザイン科（ジュエ
リーデザインプロダクトコース）

平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
宝石専門課程ジュエリーデザイン科（ファッション
アートアクセサリーコース）

平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ

宝石専門課程ジュエリーデザイン科（コンテ
ンポラリージュエリーコース）

平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
宝石専門課程ジュエリーデザイン科（メタルクラフ
トコース）

平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ

宝石専門課程ジュエリーデザイン科（研究
コース）

平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
宝石専門課程ジュエリーコーディネーター科（ジュ
エリービジネスコーディネーターコース）

平成9年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ

宝石専門課程ジュエリーコーディネーター
科（ジュエリーコーディネーターコース）

平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
宝石専門課程ジュエリーデザイン科（コンテンポラ
リージュエリーコース）

平成9年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
宝石専門課程ジュエリーデザイン科（ジュエリーデ
ザインプロダクトコース）

平成9年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ

宝石専門課程ジュエリーデザイン科ジュエ
リーデザインコース

平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
宝石専門課程ジュエリーコーディネーター科（ジュ
エリーコーディネーターコース）

平成10年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
宝石専門課程ジュエリーデザイン科（ウオッチメー
カーコース)

平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ 宝石専門課程ジュエリーデザイン科（研究コース） 平成10年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
宝石専門課程ジュエリーデザイン科ウォッチメー
カーコース（３年制）

平成14年2月27日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
宝石専門課程ジュエリーデザイン科シルバーアク
セサリーコース

平成16年2月17日 ～ 平成25年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日
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東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
宝石専門課程ジュエリーコーディネーター科ファッ
ションアクセサリーコース（２年制）

平成17年3月3日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
ファッション専門課程シューメーカー科シューメー
カーコース

平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
宝石専門課程ジュエリーデザイン科ＷＯＳＴＥＰ
コース

平成17年12月26日 ～ 平成26年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
宝石専門課程ジュエリーデザイン科アートジュエ
リーコース

平成17年12月26日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
宝石専門課程ジュエリーデザイン科ウォッチメー
カーマスターコース

平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
宝石専門課程ジュエリーデザイン科シルバーアク
セサリーコース（３年制）

平成17年12月26日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
宝石専門課程ジュエリーデザイン科ハイジュエ
リーコース

平成17年12月26日 ～ 平成26年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
宝石専門課程ジュエリーデザイン科メタルクラフト
コース

平成17年12月26日 ～ 平成26年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
ファッション専門課程シューメーカー科シューメー
カーマスターコース

平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
宝石専門課程ジュエリーコーディネーター科ファッ
ションアクセサリーコース（３年制）

平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
宝石専門課程ジュエリーデザイン科シルバーアク
セサリーマスターコース

平成19年2月1日 ～ 平成26年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
宝石専門課程ジュエリーデザイン科ファッション
アートアクセサリーコース

平成19年2月1日 ～ 平成26年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
ファッション専門課程バッグメーカー科バッグメー
カーコース

平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
宝石専門課程ジュエリーデザイン科ジュエリーデ
ザインコース

平成22年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
宝石専門課程（文化教養）  ジュエリーデザイン科
ファッションコーディネーターコース

平成23年12月22日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
宝石専門課程（文化教養）ジュエリーデザイン科
ジュエリークリエーターコース

平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
宝石専門課程（文化教養）ジュエリーデザイン科
ジュエリープロダクトコース

平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都 専門学校ビジョナリーアーツ 衛生専門課程フードクリエイト学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 専門学校ビジョナリーアーツ 文化教養専門課程ペット学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 専門学校ファッションカレッジ桜丘 ファッション専門課程きもの科 平成9年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 専門学校ファッションカレッジ桜丘 ファッション専門課程ファッションクリエイト科 平成9年4月1日 ～ 平成9年11月17日

東京都 専門学校ファッションカレッジ桜丘 ファッション専門課程ファッションビジネス科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 専門学校富士ビジネスカレッジ ビジネス専門課程国際ビジネス学科Ⅰ 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
富士アスレティックアンドビジネス専門学
校

ビジネス専門課程国際ビジネス学科Ⅰ 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 専門学校富士ビジネスカレッジ ビジネス専門課程国際ビジネス学科Ⅱ 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
富士アスレティックアンドビジネス専門学
校

ビジネス専門課程国際ビジネス学科Ⅱ 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 専門学校富士ビジネスカレッジ ビジネス専門課程アスレティックトレーナー学科 平成8年12月4日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
富士アスレティックアンドビジネス専門学
校

ビジネス専門課程アスレティックトレーナー
学科

平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 専門学校舞台芸術学院 舞台芸術専門課程演劇部本科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 専門学校舞台芸術学院 舞台芸術専門課程ミュージカル部本科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 専門学校舞台芸術学院 舞台芸術専門課程ステージアーティスト科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日
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東京都
専門学校ミュージシャンズ・インスティテュー
ト東京

文化・教養専門課程　ミュージックアーティスト科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

東京都 専門学校ミューズ音楽院 音楽専門課程コンポーザー・アレンジャー科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 専門学校ミューズ音楽院 音楽専門課程プレーヤー科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校ミューズ音楽院

音楽専門課程プレーヤー科
音楽専門課程ヴォーカル科

平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 専門学校ミューズ音楽院 音楽専門課程ミキシング・クリエーター科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 専門学校ミューズ音楽院 音楽専門課程ミュージック・ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校ミューズ音楽院 音楽専門課程音楽プロデューサー科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 専門学校ミューズ音楽院 音楽専門課程ヴォーカル科 平成8年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 専門学校ミューズ音楽院 音楽専門課程音楽プロデューサー科 平成8年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
専門学校ミューズ音楽院 音楽専門課程ミュージック・ビジネス科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 専門学校ミューズ音楽院 音楽専門課程プレーヤー科 平成8年4月1日 ～ 平成8年12月4日

東京都 専門学校ミューズ音楽院 音楽専門課程ミュージック・ビジネス科 平成11年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 専門学校ミューズモード音楽院 音楽専門課程ヴォーカル科 平成15年2月19日 ～ 平成19年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校ミューズモード音楽院 音楽専門課程音楽総合芸術科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 専門学校ミューズモード音楽院 音楽専門課程音楽総合芸術科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

東京都 専門学校武蔵野ファッションカレッジ 服飾専門課程アパレルプロフェッショナル科 平成18年4月1日 ～ 平成21年2月27日

東京都 専門学校武蔵野ファッションカレッジ 服飾専門課程ファッションスタイリング科 平成18年4月1日 ～ 平成21年2月27日

東京都 専門学校村田経営義塾 経理専門課程経営者養成科２年制 平成21年2月27日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 専門学校読売自動車大学校 工業専門課程自動車整備学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 専門学校早稲田国際ビジネスカレッジ 工業専門課程国際情報学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都 専門学校早稲田国際ビジネスカレッジ 服飾・家政専門課程きもの総合学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都 専門学校早稲田国際ビジネスカレッジ 文化教養専門課程国際教養学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都 草苑保育専門学校 保育専門課程幼稚園教員・保母養成科（第１部） 平成8年12月4日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
草苑保育専門学校

保育専門課程幼稚園教員・保育士養成科
（第１部）

平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 草苑保育専門学校
保育専門課程幼稚園教員・保育士養成科（第１
部）

平成11年4月1日 ～ 平成28年4月1日 平成12年2月8日
名称変

更
草苑保育専門学校 保育専門課程　幼稚園教員・保育士養成科 平成28年4月1日 令和2年2月29日

東京都 草苑保育専門学校 保育専門課程　幼稚園教員・保育士養成科 平成28年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 第一経理専門学校 商業実務専門課程経理学科２年制 平成7年1月23日 ～ 平成28年7月28日 平成7年1月23日 廃止 平成28年7月28日 平成29年2月28日

東京都 第一幼児教育専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 大東医学技術専門学校 医療専門課程柔道整復科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
大東医学技術専門学校 医療専門課程柔道整復科（夜間部） 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 大東医学技術専門学校 医療専門課程臨床検査科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 大東医学技術専門学校 医療専門課程柔道整復科（昼間部） 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 大東医学技術専門学校 医療専門課程柔道整復科（夜間部） 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

東京都 大東学園専門学校 文学芸術専門課程英語英文学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日
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東京都 第二国際文化理容美容専門学校 理容美容専門課程美容科 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
国際文化理容美容専門学校国分寺校 理容美容専門課程美容科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 第二国際文化理容美容専門学校 理容美容専門課程理容科 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
国際文化理容美容専門学校国分寺校 理容美容専門課程理容科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 第二日本芸術専門学校 芸術専門課程ボーカル科 平成8年12月4日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 第二日本芸術専門学校 芸術専門課程プレイヤー科 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 太陽歯科衛生士専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
太陽歯科衛生士専門学校 医療専門課程　歯科衛生士学科Ⅰ部 平成22年4月1日 平成23年12月22日

東京都 太陽歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士学科Ⅰ部 平成22年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 太陽歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士学科Ⅱ部 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

東京都 たかの友梨美容専門学校 美容専門課程ビューティセラピスト課 平成26年1月28日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
たかの友梨美容専門学校 美容専門課程エステティックセラピスト科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 たかの友梨美容専門学校 美容専門課程美容学科（昼間部） 平成24年9月5日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
たかの友梨美容専門学校 美容専門課程美容師科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 たかの友梨美容専門学校 美容専門課程エステティックセラピスト科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 たかの友梨美容専門学校 美容専門課程美容師科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 高山美容専門学校 美容専門課程美容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 タカラ美容専門学校 美容専門課程美容学科 平成16年9月1日 ～ 平成20年2月26日

東京都 竹下文化服装専門学校 服飾専門課程服装研究科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
竹下文化服装専門学校 服飾専門課程ファッション科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 竹下文化服装専門学校 服飾専門課程和裁研究科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
竹下文化服装専門学校 服飾専門課程ファッション科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 竹下文化服装専門学校 服飾専門課程ファッション科 平成7年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 竹早教員保育士養成所 幼児教育専門課程幼稚園教員・保育士科 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

東京都 竹早教員保育士養成所 幼児教育専門課程幼稚園教員科第１部 平成11年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 竹早教員保育士養成所 幼児教育専門課程幼稚園教員科第２部 平成11年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 竹早教員保母養成所 幼児教育専門課程幼稚園教員科第１部 平成7年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
竹早教員保育士養成所 幼児教育専門課程幼稚園教員科第１部 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 竹早教員保母養成所 幼児教育専門課程幼稚園教員科第２部 平成7年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
竹早教員保育士養成所 幼児教育専門課程幼稚園教員科第２部 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 竹早教員保母養成所 幼児教育専門課程幼稚園教員・保母科 平成8年12月4日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
竹早教員保育士養成所 幼児教育専門課程幼稚園教員・保育士科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 竹早教員養成所 幼児教育専門課程幼稚園教員科第１部 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
竹早教員保母養成所 幼児教育専門課程幼稚園教員科第１部 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 竹早教員養成所 幼児教育専門課程幼稚園教員科第２部 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
竹早教員保母養成所 幼児教育専門課程幼稚園教員科第２部 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 立川市立看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成10年12月21日 ～ 平成25年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成25年3月31日 平成27年2月19日

東京都 多摩情報経理専門学校 経理専門課程経理本科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

東京都 多摩調理師専門学校 調理専門課程調理高度技術学科 平成12年2月8日 ～ 平成18年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東京多摩調理製菓専門学校 調理専門課程　調理高度技術学科 平成18年4月1日 平成23年12月22日

東京都 玉成保育専門学校 教育専門課程保育学科 平成8年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成29年2月28日
名称変

更
玉成保育専門学校 保育専門課程保育学科 平成15年4月1日 平成29年2月28日
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東京都 玉成保育専門学校 保育専門課程保育学科 平成15年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都 多摩リハビリテーション学院専門学校 医療専門課程　言語聴覚学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

東京都 多摩リハビリテーション学院専門学校 医療専門課程　作業療法学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

東京都 多摩リハビリテーション学院専門学校 医療専門課程　理学療法学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

東京都 中央医療学園専門学校 医療専門課程柔道整復学科（昼間部） 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

東京都 中央医療学園専門学校 医療専門課程柔道整復学科（夜間部） 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

東京都 中央医療学園専門学校 医療専門課程鍼灸学科（昼間部） 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

東京都 中央医療学園専門学校 医療専門課程鍼灸学科（夜間部） 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

東京都 中央医療技術専門学校 医療専門課程放射線科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
中央医療技術専門学校 医療専門課程診療放射線学科昼間部 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 中央医療技術専門学校 医療専門課程放射線科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
中央医療技術専門学校 医療専門課程診療放射線学科夜間部 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 中央医療技術専門学校 医療専門課程診療放射線学科昼間部 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 中央医療技術専門学校 医療専門課程診療放射線学科夜間部 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 中央協同組合学園 農業専門課程農業本科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

東京都 中央工学校
工業専門課程インテリアコーディネーター科昼間
部

平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 中央工学校
工業専門課程インテリアコーディネーター科夜間
部

平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 中央工学校 工業専門課程機械設計科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
中央工学校 工業専門課程機械システム科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 中央工学校 工業専門課程機械設計科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 中央工学校 工業専門課程グラフィックコーディネーター科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 中央工学校 工業専門課程建築科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 中央工学校 工業専門課程建築室内設計科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 中央工学校 工業専門課程建築設計科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 中央工学校 工業専門課程建築設備科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 中央工学校 工業専門課程建築設備設計科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 中央工学校 工業専門課程女子ＣＡＤ製図科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
中央工学校 工業専門課程ＣＡＤシステム科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 中央工学校 工業専門課程女子建築設計科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成24年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 中央工学校 工業専門課程女子建築設計科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 中央工学校 工業専門課程測量情報科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
中央工学校 工業専門課程測量科夜間部 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 中央工学校 工業専門課程測量設計開発科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
中央工学校 工業専門課程測量設計科 平成16年4月1日 平成17年3月9日
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東京都 中央工学校 工業専門課程土木科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 中央工学校 工業専門課程土木開発科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 中央工学校 工業専門課程土木建設科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 中央工学校 工業専門課程ＣＡＤシステム科 平成7年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 中央工学校 工業専門課程機械システム科 平成7年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 中央工学校 工業専門課程測量科夜間部 平成7年4月1日 ～ 平成7年11月30日

東京都 中央工学校 工業専門課程インテリア工学科 平成9年11月17日 ～ 平成17年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 中央工学校 工業専門課程建築工学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 中央工学校 工業専門課程建築設備工学科 平成9年11月17日 ～ 平成19年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 中央工学校 工業専門課程測量工学科 平成9年11月17日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 中央工学校 工業専門課程土木工学科 平成9年11月17日 ～ 平成20年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 中央工学校 工業専門課程総合技術科 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 中央工学校 工業専門課程インテリアデザイン科 平成14年2月27日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 中央工学校 工業専門課程機械設計ＣＡＤ科 平成14年2月27日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 中央工学校 工業専門課程機械設計科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 中央工学校 工業専門課程下水道土木工学科 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 中央工学校 工業専門課程建築設計科（キャリアアップコース） 平成15年2月19日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 中央工学校 工業専門課程工芸デザイン科 平成15年2月19日 ～ 平成24年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 中央工学校 工業専門課程造園土木工学科 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 中央工学校 工業専門課程測量調査科 平成15年2月19日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 中央工学校 工業専門課程３Ｄ－ＣＡＤ科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

東京都 中央工学校 工業専門課程建築意匠設計科 平成17年3月3日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 中央工学校 工業専門課程メカニカルデザイン科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

東京都 中央工学校 工業専門課程測量設計科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 中央工学校 工業専門課程インテリアデザイン科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

東京都 中央工学校 工業専門課程造園建設科 平成17年12月26日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 中央工学校 工業専門課程エンターテインメント設営科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 中央工学校 工業専門課程ものづくり発明科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日
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東京都 中央工学校 工業専門課程インテリア科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 中央工学校 工業専門課程造園デザイン科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

東京都 中央工学校 工業専門課程木造建築科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

東京都 中央工学校 工業専門課程情報システム科 平成22年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 中央工学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 中央工学校 文化・教養専門課程国際コミュニケーション科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 中央工学校 文化・教養専門課程スポーツ健康学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 中央動物専門学校 動物管理専門課程愛犬美容科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

東京都 中央動物専門学校 動物管理専門課程動物看護科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

東京都 中央動物専門学校 動物管理専門課程愛犬美容研究科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

東京都 中央動物専門学校 動物管理専門課程動物看護研究科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

東京都 中央動物専門学校 動物管理専門課程動物共生研究科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 中央美術学園 造形専門課程造形芸術科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 中央法律専門学校 商業実務専門課程国際関係事業学科１部 平成7年11月30日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 中央法律専門学校 商業実務専門課程社会事業心理学科１部 平成7年11月30日 ～ 平成13年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
中央法律専門学校 商業実務専門課程社会事業心理学科１部 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 中央法律専門学校 商業実務専門課程税理会計学科１部 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 中央法律専門学校 文化・教養専門課程法律司法学科１部 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 中央法律専門学校 文化・教養専門課程法律法務学科１部 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 中央法律専門学校 商業実務専門課程資格検定学科１部 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 中央法律専門学校 文化・教養専門課程公務員学科１部 平成8年12月4日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
中央法律専門学校 文化教養専門課程公務員学科１部 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 中央法律専門学校 文化・教養専門課程法律学科２部 平成8年12月4日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
中央法律専門学校 文化教養専門課程法律学科４年制１部 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 中央法律専門学校 文化・教養専門課程マスコミ情報学科 平成8年12月4日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 中央法律専門学校 商業実務専門課程企業法務、秘書学科１部 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 中央法律専門学校 商業実務専門課程国際貿易通関士学科１部 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
中央法律専門学校

商業実務専門課程１部(２)国際貿易通関士
学科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 中央法律専門学校 商業実務専門課程社会事業心理学科１部 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
中央法律専門学校

商業実務専門課程１部(１)社会事業心理学
科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 中央法律専門学校 文化教養専門課程公務員学科１部 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
中央法律専門学校 文化教養専門課程１部(１)公務員学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 中央法律専門学校 文化教養専門課程法律学科２年制１部 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
中央法律専門学校

文化教養専門課程１部(１)法律学科（２年
制）

平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 中央法律専門学校 文化教養専門課程法律学科４年制１部 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
中央法律専門学校

文化教養専門課程１部(１)法律学科（４年
制）

平成14年4月1日 平成15年2月19日
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学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名
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東京都 中央法律専門学校 商業実務専門課程１部(１)企業法務秘書ＩＴ学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 中央法律専門学校 商業実務専門課程１部(１)社会事業心理学科 平成14年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 中央法律専門学校 商業実務専門課程１部(２)企業法務秘書ＩＴ学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 中央法律専門学校 商業実務専門課程１部(２)国際貿易通関士学科 平成14年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 中央法律専門学校 文化教養専門課程１部(１)公務員学科 平成14年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 中央法律専門学校 文化教養専門課程１部(１)法律学科（２年制） 平成14年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 中央法律専門学校 文化教養専門課程１部(１)法律学科（４年制） 平成14年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 中央法律専門学校 文化教養専門課程１部(２)公務員学科 平成15年2月19日 ～ 平成31年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 中央法律専門学校 文化教養専門課程１部(２)社会保険労務士学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成30年2月28日

東京都 中央法律専門学校 文化教養専門課程１部(２)法律学科（２年制） 平成15年2月19日 ～ 平成31年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 中央法律専門学校 商業実務専門課程１部(１)国際貿易通関士学科 平成16年2月17日 ～ 平成31年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 中央法律専門学校 商業実務専門課程１部(１)経営法務ＩＴ学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

東京都 中央法律専門学校 商業実務専門課程１部(２)ＩＴビジネス学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

東京都 中央法律専門学校 商業実務専門課程１部(２)経営法務ＩＴ学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

東京都 中央法律専門学校 商業実務専門課程１部(１)ＩＴビジネス学科 平成18年3月2日 ～ 平成18年3月2日

東京都 中央法律専門学校
商業実務専門課程国際ファイナンシャルビジネスＩ
Ｔ学科

平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 中央法律専門学校 文化教養専門課程　法律法務ＩＴ学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 中央法律専門学校 文化教養専門課程サイバーセキュリティ学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 中央理美容専門学校 理容専門課程理容科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

東京都 中央理美容専門学校 美容専門課程美容科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

東京都 中央理容専門学校 理容専門課程理容科 平成12年2月8日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
中央理美容専門学校 理容専門課程理容科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 調布家政専門学校 家政専門課程洋裁学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 調布家政専門学校 家政専門課程和裁学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 千代田海洋科学ビジネス専門学校 商業専門課程ビジネス情報科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 千代田海洋科学ビジネス専門学校 商業専門課程海洋科学ビジネス科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

東京都 千代田工科芸術専門学校 芸術専門課程映画芸術科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 千代田工科芸術専門学校 芸術専門課程演劇・ミュージカル科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 千代田工科芸術専門学校 芸術専門課程音響芸術科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日
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東京都 千代田工科芸術専門学校 芸術専門課程宣伝クリエイティブ科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 千代田工科芸術専門学校 芸術専門課程放送芸術科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 千代田工科芸術専門学校 芸術専門課程マスコミ文芸科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程音響技術科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
千代田工科芸術専門学校 工業専門課程オーディオ技術科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程家電電子技術科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
千代田工科芸術専門学校 工業専門課程情報家電科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程高度情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
千代田工科芸術専門学校 工業専門課程情報メディア科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程情報技術科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
千代田工科芸術専門学校 工業専門課程情報ネットワーク科 平成13年4月1日 平成15年2月19日

東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程情報電子科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
千代田工科芸術専門学校 工業専門課程情報ＣＡＤ科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程ソフトウエア科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
千代田工科芸術専門学校 工業専門課程情報処理科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程電子工学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程放送制作技術科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
千代田工科芸術専門学校 工業専門課程放送制作科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 千代田工科芸術専門学校 デザイン写真専門課程アニメーション科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 千代田工科芸術専門学校 デザイン写真専門課程イラストレーション科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 千代田工科芸術専門学校 デザイン写真専門課程インテリア・建築科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
千代田工科芸術専門学校

デザイン写真専門課程インテリア・建築デ
ザイン科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 千代田工科芸術専門学校 デザイン写真専門課程商業デザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
千代田工科芸術専門学校

デザイン写真専門課程グラフィックデザイン
科

平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 千代田工科芸術専門学校 デザイン写真専門課程漫画科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程情報ＣＡＤ科 平成7年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程情報処理科 平成7年4月1日 ～ 平成7年11月30日

東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程情報メディア科 平成7年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 千代田工科芸術専門学校 デザイン写真専門課程グラフィックデザイン科 平成7年4月1日 ～ 平成7年11月30日

東京都 千代田工科芸術専門学校 芸術専門課程タレント・声優科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程ＣＧクリエーター科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程オーディオ技術科 平成10年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程ゲームアミューズメント科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程サウンドクリエーター科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程イベント科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
千代田工科芸術専門学校 工業専門課程ステージイベント科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程インターネット科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程情報家電科 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日
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東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程放送制作科 平成11年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
千代田工科芸術専門学校 芸術専門課程放送制作科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 千代田工科芸術専門学校
デザイン写真専門課程インテリア・建築デザイン
科

平成11年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
千代田工科芸術専門学校

デザイン写真専門課程インテリア建築デザ
イン科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程ステージイベント科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
千代田工科芸術専門学校 芸術専門課程ステージイベント科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程電気工事技術科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程電子技術科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 千代田工科芸術専門学校 デザイン写真専門課程デジタルアニメーション科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

東京都 千代田工科芸術専門学校 芸術専門課程ステージイベント科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

東京都 千代田工科芸術専門学校 デザイン写真専門課程インテリア建築デザイン科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 千代田工科芸術専門学校 デザイン写真専門課程キャラクターデザイン科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

東京都 千代田工科芸術専門学校 芸術専門課程放送制作科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程建築科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程高速カスタマイズ科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

東京都 千代田工科芸術専門学校 工業専門課程情報ネットワーク科 平成13年4月1日 ～ 平成15年2月19日

東京都 千代田工科芸術専門学校 デザイン写真専門課程インテリアデザイン科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

東京都 千代田ビジネス専門学校 商業専門課程ＯＡインストラクター科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
千代田ビジネス専門学校

商業専門課程マルチメディア情報ビジネス
科

平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 千代田ビジネス専門学校 商業専門課程国際観光科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
千代田ビジネス専門学校 商業専門課程国際トラベル科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 千代田ビジネス専門学校 商業専門課程国際ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 千代田ビジネス専門学校 商業専門課程サービス産業科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 千代田ビジネス専門学校 商業専門課程情報秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
千代田ビジネス専門学校 商業専門課程秘書実務科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 千代田ビジネス専門学校 商業専門課程ビジネス実務科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
千代田ビジネス専門学校 商業専門課程オフィス事務科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 千代田ビジネス専門学校 商業専門課程ビジネス情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
千代田ビジネス専門学校 商業専門課程ビジネス情報科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 千代田ビジネス専門学校 商業専門課程ビジネス情報科 平成8年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
千代田ビジネス専門学校

商業専門課程マルチメディアインストラク
ター科

平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 千代田ビジネス専門学校 商業専門課程秘書実務科 平成8年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 千代田ビジネス専門学校 商業専門課程マスコミ広報科 平成8年12月4日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
千代田ビジネス専門学校 商業専門課程マスコミ出版編集科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 千代田ビジネス専門学校 商業専門課程国際ホテル科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
千代田ビジネス専門学校 商業専門課程ホテル・旅行科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 千代田ビジネス専門学校 商業専門課程ファッションビジネス科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 千代田ビジネス専門学校 商業専門課程国際トラベル科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
千代田ビジネス専門学校 商業専門課程観光レジャー科 平成11年4月1日 平成12年2月8日
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東京都 千代田ビジネス専門学校 商業専門課程マルチメディアインストラクター科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 千代田ビジネス専門学校 商業専門課程マルチメディア情報ビジネス科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
千代田ビジネス専門学校 商業専門課程情報ビジネス科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 千代田ビジネス専門学校 商業専門課程レジャー産業科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 千代田ビジネス専門学校 商業専門課程オフィス事務科 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 千代田ビジネス専門学校 商業専門課程音楽ビジネス科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 千代田ビジネス専門学校 商業専門課程観光レジャー科 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 千代田ビジネス専門学校 商業専門課程情報ビジネス科 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
千代田ビジネス専門学校 商業専門課程ビジネス情報科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 千代田ビジネス専門学校 商業専門課程マスコミ出版編集科 平成11年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 千代田ビジネス専門学校 商業専門課程ビジネス情報科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
千代田海洋科学ビジネス専門学校 商業専門課程ビジネス情報科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 千代田ビジネス専門学校 商業専門課程ホテル・旅行科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 津田スクールオヴビズネス ビズネス英語専門課程国際ビズネス科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 不適合 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 帝京医学技術専門学校 医療関係専門課程臨床検査学科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 帝京医学技術専門学校 医療関係専門課程柔道整復学科 平成7年11月30日 ～ 平成17年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
帝京医学技術専門学校 医療関係専門課程柔道整復学科（夜間） 平成17年4月1日 平成19年2月22日

東京都 帝京医学技術専門学校 医療関係専門課程柔道整復学科（昼間） 平成19年2月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 帝京医学技術専門学校 医療関係専門課程柔道整復学科（夜間） 平成17年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 帝京高等看護学院 医療専門課程第一看護科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
帝京高等看護学院 医療専門課程看護学科 平成18年4月1日 平成25年1月29日

東京都 帝京高等看護学院 医療専門課程第二看護科 平成7年1月23日 ～ 平成24年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 帝京高等看護学院 医療専門課程看護学科 平成18年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 帝京大学福祉・保育専門学校 教員養成専門課程保母養成科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
帝京大学福祉・保育専門学校 教員養成専門課程保育士養成科 平成11年4月1日 平成22年11月29日

東京都 帝京大学福祉・保育専門学校 教員養成専門課程幼稚園教員養成科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 帝京大学福祉・保育専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士養成科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 帝京大学福祉・保育専門学校 教員養成専門課程保育士養成科 平成11年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 帝京大学附属放射線学校 医療専門課程放射線技師養成科 平成8年12月4日 ～ 平成20年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 ディライトグローバル専門学校
文化・教養専門課程　グローバルコミュニケーショ
ン学科

令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

東京都 デジタル東京専門学校 工業専門課程建築工学科昼間部 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 デジタル東京専門学校 工業専門課程情報処理科 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

東京都 デジタル東京専門学校 工業専門課程製図学科 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 デジタル東京専門学校 工業専門課程生命工学技術科 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日
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東京都 デジタル東京専門学校 工業専門課程土木工学科 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 デジタル東京専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成11年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 デジタル東京専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報処理学科昼間部 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 デジタル東京専門学校 工業専門課程ＣＧクリエイター科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

東京都 デジタル東京専門学校 工業専門課程ゲームクリエイター科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

東京都 デジタル東京専門学校 工業専門課程建築デザイン科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

東京都 デジタル東京専門学校 工業専門課程デジタル映像学科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 デジタル東京専門学校 工業専門課程インターネット技術者養成科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

東京都 デジタル東京専門学校 商業実務専門課程ｅ－ビジネス情報科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

東京都 道灌山学園保育専門学校 保育専門課程幼稚園教員・保母養成科一部 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
道灌山学園保育福祉専門学校

保育専門課程幼稚園教員・保育士養成科
一部

平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 道灌山学園保育専門学校 保育専門課程幼稚園教員・保母養成科二部 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
道灌山学園保育福祉専門学校

保育専門課程幼稚園教員・保育士養成科
二部

平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 道灌山学園保育専門学校 保育専門課程幼稚園教員養成科一部 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
道灌山学園保育福祉専門学校 保育専門課程幼稚園教員養成科一部 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 道灌山学園保育専門学校 保育専門課程幼稚園教員養成科二部 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
道灌山学園保育福祉専門学校 保育専門課程幼稚園教員養成科二部 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 道灌山学園保育福祉専門学校 保育専門課程幼稚園教員・保育士養成科一部 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

東京都 道灌山学園保育福祉専門学校 保育専門課程幼稚園教員・保育士養成科二部 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

東京都 道灌山学園保育福祉専門学校 保育専門課程幼稚園教員養成科一部 平成11年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 道灌山学園保育福祉専門学校 保育専門課程幼稚園教員養成科二部 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

東京都 東急自動車整備専門学校 自動車整備専門課程高等科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 東京・ｉスマートビジネス専門学校
商業実務専門課程ビジネスコミュニケーション学
科午後部

平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 東京・ｉスマートビジネス専門学校
商業実務専門課程ビジネスコミュニケーション学
科午前部

平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 東京Ｃ．Ｐ．Ａ（公認会計士）専門学校 経理専門課程経理本科２年制 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京Ｃ．Ｐ．Ａ（公認会計士）専門学校 経理専門課程経営情報専攻科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日 平成12年2月8日
名称変

更
東京シイピイエイ（公認会計士）専門学
校

経理専門課程経営情報専攻科２年制 平成12年2月8日 平成20年2月26日

東京都 東京Ｃ．Ｐ．Ａ（公認会計士）専門学校 経理専門課程公認会計士専攻科昼間部 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日 平成12年2月8日
名称変

更
東京シイピイエイ（公認会計士）専門学
校

経理専門課程公認会計士専攻科２年制（昼
間部）

平成12年2月8日 平成20年2月26日

東京都 東京Ｃ．Ｐ．Ａ（公認会計士）専門学校 経理専門課程税理士専攻科昼間部 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日 平成12年2月8日
名称変

更
東京シイピイエイ（公認会計士）専門学
校

経理専門課程税理士専攻科２年制（昼間
部）

平成12年2月8日 平成20年2月26日

東京都 東京ＩＴ会計専門学校 ビジネス専門課程ＩＴビジネス学科（３年課程） 平成17年3月3日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京ＩＴ会計専門学校 ビジネス専門課程情報処理学科（３年課程） 平成17年3月3日 ～ 平成27年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

東京都 東京ＩＴ会計専門学校 ビジネス専門課程マルチメディア学科（３年課程） 平成17年3月3日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 東京ＩＴ会計専門学校 ビジネス専門課程ＩＴビジネス学科（２年制） 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日
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東京都 東京ＩＴ会計専門学校 ビジネス専門課程会計士学科（２年課程） 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

東京都 東京ＩＴ会計専門学校 ビジネス専門課程コンピュータビジネス学科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 東京ＩＴ会計専門学校 ビジネス専門課程情報管理学科（３年課程） 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 東京ＩＴ会計専門学校
ビジネス専門課程情報管理学科昼間部（２年課
程）

平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京ＩＴ会計専門学校
ビジネス専門課程情報経理学科昼間部（２年課
程）

平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京ＩＴ会計専門学校 ビジネス専門課程情報処理学科（２年制） 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

東京都 東京ＩＴ会計専門学校 ビジネス専門課程税理士学科昼間部（２年課程） 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

東京都 東京ＩＴ会計専門学校 ビジネス専門課程マルチメディア学科（２年制） 平成16年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
東京ＩＴ会計専門学校 ビジネス専門課程情報メディア学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 東京ＩＴ会計専門学校 ビジネス専門課程情報メディア学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 東京ＩＴ会計専門学校杉並校 ビジネス専門課程ＩＴビジネス学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 東京ＩＴ会計専門学校杉並校 ビジネス専門課程会計学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 東京ＹＭＣＡ医療福祉専門学校 医療専門課程作業療法学科昼間部 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

東京都 東京ＹＭＣＡ医療福祉専門学校 医療専門課程作業療法学科夜間部 平成15年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 東京ＹＭＣＡ医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

東京都 東京ＹＭＣＡ英語・ホテルサービス専門学校 文化教養専門課程国際ビジネス科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

東京都 東京ＹＭＣＡ英語・ホテルサービス専門学校 商業実務専門課程ホテルサービス科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京ＹＭＣＡ英語・ホテルサービス専門学校
文化教養専門課程英語コミュニケーション科（昼
間部）英会話専攻

平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京ＹＭＣＡ英語・ホテルサービス専門学校
文化教養専門課程英語コミュニケーション科（昼
間部）児童英語教育専攻

平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京ＹＭＣＡ英語・ホテルサービス専門学校
文化教養専門課程英語コミュニケーション科（昼
間部）通訳翻訳専攻

平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京ＹＭＣＡ英語・ホテルサービス専門学校
文化教養専門課程英語コミュニケーション科（昼
間部）日本語教育専攻

平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京ＹＭＣＡ英語・ホテルサービス専門学校
文化教養専門課程英語コミュニケーション科（昼
間部）ボランティア専攻

平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京ＹＭＣＡ英語専門学校 英語専門課程オフィスビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 東京ＹＭＣＡ英語専門学校 英語専門課程国際ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京ＹＭＣＡ英語専門学校 文化教養専門課程国際ビジネス科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 東京ＹＭＣＡ英語専門学校 英語専門課程国際秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京ＹＭＣＡ英語専門学校 文化教養専門課程国際秘書科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 東京ＹＭＣＡ英語専門学校 英語専門課程総合英語科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京ＹＭＣＡ英語専門学校 文化教養専門課程総合英語科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 東京ＹＭＣＡ英語専門学校 文化教養専門課程国際ビジネス科 平成8年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京ＹＭＣＡ英語専門学校 文化教養専門課程国際秘書科 平成8年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京ＹＭＣＡ英語専門学校 文化教養専門課程総合英語科 平成8年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日
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東京都 東京ＹＭＣＡ英語専門学校 文化教養専門課程実践コミュニケーション科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京ＹＭＣＡ英語専門学校 文化教養専門課程ビジネスコミュニケーション科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京ＹＭＣＡ英語・ホテルサービス専門学
校

文化教養専門課程国際ビジネス科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 東京ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校 ホテル・観光専門課程ＯＡビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 東京ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校 ホテル・観光専門課程観光科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 東京ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校 ホテル・観光専門課程ホテル科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京ＹＭＣＡ社会体育・保育専門学校 社会体育専門課程社会体育科 平成15年4月1日 ～ 平成15年4月1日 平成16年2月17日
名称変

更
東京ＹＭＣＡ社会体育・保育専門学校

社会体育専門課程スポーツトレーナー科
社会体育専門課程スポーツインストラク
ター科

平成15年4月1日 平成17年3月9日

東京都 東京ＹＭＣＡ社会体育・保育専門学校 社会体育専門課程スポーツインストラクター科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月9日

東京都 東京ＹＭＣＡ社会体育・保育専門学校 社会体育専門課程スポーツトレーナー科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月9日

東京都 東京ＹＭＣＡ社会体育・保育専門学校 保育専門課程保育科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 東京ＹＭＣＡ社会体育専門学校 社会体育専門課程社会体育科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京ＹＭＣＡ社会体育・保育専門学校 社会体育専門課程社会体育科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 東京ＹＷＣＡ専門学校
語学専門課程コミュニケーション科（ジュニアコー
スに限る。）

平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京ＹＷＣＡ専門学校
社会福祉専門課程社会福祉科（ケアワークコース
に限る。）

平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京ＹＷＣＡ専門学校

社会福祉専門課程社会福祉科ケアワーク
コース

平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 東京ＹＷＣＡ専門学校
ビジネス専門課程国際ビジネス科（ジュニアコース
に限る。）

平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東京ＹＷＣＡ専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科ケアワークコース 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

東京都 東京ＹＷＣＡ専門学校
社会福祉専門課程社会福祉科ヒューマンサービ
スコース

平成15年2月19日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 東京ＹＷＣＡ専門学校
社会福祉専門課程社会福祉科ソーシャルワーク
コース

平成21年2月27日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 東京愛犬専門学校 愛犬美容専門課程愛犬美容学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

東京都 東京愛犬専門学校 動物看護専門課程動物看護学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程会計士学科（２年課程） 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京ＩＴ会計専門学校 ビジネス専門課程会計士学科（２年課程） 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程会計士学科（３年課程） 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程会計士学科（４年制） 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程経理ビジネス学科 平成13年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程システム情報学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程システム情報学科（２年制） 平成13年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程情報管理学科（３年課程） 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京ＩＴ会計専門学校

ビジネス専門課程情報管理学科（３年課
程）

平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 東京アイティー・会計専門学校
ビジネス専門課程情報管理学科昼間部（２年課
程）

平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京ＩＴ会計専門学校

ビジネス専門課程情報管理学科昼間部（２
年課程）

平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 東京アイティー・会計専門学校
ビジネス専門課程情報経理学科昼間部（２年課
程）

平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京ＩＴ会計専門学校

ビジネス専門課程情報経理学科昼間部（２
年課程）

平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程情報ビジネス学科 平成13年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日
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東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程税理士学科昼間部（２年課程） 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京ＩＴ会計専門学校

ビジネス専門課程税理士学科昼間部（２年
課程）

平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程税理士学科昼間部（３年課程） 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程情報システム学科（２年制） 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程総合ビジネス学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程ＩＴビジネス学科（２年制） 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東京ＩＴ会計専門学校 ビジネス専門課程ＩＴビジネス学科（２年制） 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程コンピュータビジネス学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東京ＩＴ会計専門学校

ビジネス専門課程コンピュータビジネス学
科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程情報システム学科（３年制） 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程情報処理学科（２年制） 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東京ＩＴ会計専門学校 ビジネス専門課程情報処理学科（２年制） 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程マルチメディア学科（２年制） 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東京ＩＴ会計専門学校

ビジネス専門課程マルチメディア学科（２年
制）

平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 東京アニメ・声優専門学校 文化・教養専門課程アニメ総合制作科（昼間部） 平成23年12月22日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東京アニメ・声優専門学校

文化・教養専門課程アニメ総合制作科（昼
間部一）

平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 東京アニメ・声優専門学校
文化・教養専門課程総合エンターテインメント科
（昼間部）

平成23年12月22日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京アニメ・声優専門学校
文化・教養専門課程パフォーミングアーツ科（昼間
部）

平成23年12月22日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東京アニメ・声優専門学校

文化・教養専門課程パフォーミングアーツ
科（昼間部一）

平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 東京アニメ・声優専門学校 文化・教養専門課程アニメ総合制作科(夜間部) 平成25年1月29日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
東京アニメ・声優専門学校

文化・教養専門課程アニメ総合制作科（昼
間部二）

平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 東京アニメ・声優専門学校
文化・教養専門課程パフォーミングアーツ科(夜間
部)

平成25年1月29日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
東京アニメ・声優専門学校

文化・教養専門課程パフォーミングアーツ
科（昼間部二）

平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 東京アニメ・声優専門学校
文化・教養専門課程アニメ総合制作科（昼間部
一）

平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

東京都 東京アニメ・声優専門学校
文化・教養専門課程アニメ総合制作科（昼間部
二）

平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

東京都 東京アニメ・声優専門学校
文化・教養専門課程パフォーミングアーツ科（昼間
部一）

平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

東京都 東京アニメ・声優専門学校
文化・教養専門課程パフォーミングアーツ科（昼間
部二）

平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

東京都 東京アニメーションカレッジ専門学校 文化・教養専門課程アニメーション学科（昼間部） 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 東京アニメーションカレッジ専門学校 文化・教養専門課程コミック学科（昼間部） 平成20年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
東京アニメーションカレッジ専門学校 文化・教養専門課程マンガ・イラスト学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 東京アニメーションカレッジ専門学校 文化・教養専門課程声優学科（昼間部） 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 東京アニメーションカレッジ専門学校 文化・教養専門課程総合学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 東京アニメーションカレッジ専門学校 文化・教養専門課程マンガ・イラスト学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 東京アニメーター学院専門学校 文化教養専門課程アニメーション学科 平成30年2月28 日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 東京アニメーター学院専門学校 文化教養専門課程声優タレント学科 平成30年2月28 日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 東京アニメーター学院専門学校 文化教養専門課程漫画家プロ養成学科 平成30年2月28 日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 東京医学技術専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成24年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 東京医学技術専門学校 医療専門課程臨床検査技師科 平成7年1月23日 ～ 平成24年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京医学技術専門学校 医療専門課程臨床検査技師科Ⅰ部 平成24年4月1日 平成25年1月29日
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東京都 東京医学技術専門学校 医療専門課程歯科衛生士科Ⅰ部 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都 東京医学技術専門学校 医療専門課程歯科衛生士科Ⅱ部 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都 東京医学技術専門学校 医療専門課程臨床検査技師科Ⅰ部 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都
東京医科歯科大学歯学部附属歯科衛生士
学校

歯科衛生専門課程歯科衛生学科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都
東京医科歯科大学歯学部附属歯科技工士
学校

歯科技工専門課程歯科技工学科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京医科大学看護専門学校 看護専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程医用電子科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程医療情報科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程医療秘書科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程環境科学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程生命工学技術科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成29年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京医薬専門学校 医療専門課程　化粧品総合学科 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程薬業科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成29年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京医薬専門学校 医療専門課程　くすり総合学科 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程医療情報科夜間部 平成7年11月30日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程医療秘書科夜間部 平成7年11月30日 ～ 平成23年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程国際情報科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程薬業科夜間部 平成7年11月30日 ～ 平成23年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程医療言語聴覚士科 平成8年12月4日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東京医薬専門学校 医療専門課程言語聴覚士科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程医療システム科昼間部 平成8年12月4日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東京医薬専門学校 医療専門課程病院管理科昼間部 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程医療システム科夜間部 平成8年12月4日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東京医薬専門学校 医療専門課程病院管理科夜間部 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程環境科学科夜間部 平成8年12月4日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程生命工学技術科夜間部 平成8年12月4日 ～ 平成23年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 東京医薬専門学校 栄養専門課程健康栄養科学科 平成8年12月4日 ～ 平成17年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程病院管理科昼間部 平成9年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程病院管理科夜間部 平成9年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程環境分析科昼間部 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程言語聴覚士科 平成11年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東京医薬専門学校 医療専門課程言語聴覚士科（昼間部） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程視能訓練士科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程心理技術科昼間部 平成14年2月27日 ～ 平成26年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成26年3月31日 平成30年2月28 日
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東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程心理技術科夜間部 平成14年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程診療情報管理士科 平成17年12月26日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程臨床工学技士科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程救急救命士科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程言語聴覚士科（昼間部） 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程言語聴覚士科（夜間部） 平成22年11月29日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成27年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程こども心理科 平成23年12月22日 ～ 平成30年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程言語聴覚士科２年制 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程こども心理実践科 平成25年1月29日 ～ 平成29年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程こども心理実践科（夜間部） 平成26年1月28日 ～ 平成29年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程歯科衛生士科1部 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程歯科衛生士科Ⅱ部 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程くすり総合学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 東京医薬専門学校 医療専門課程化粧品総合学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 東京医療専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京医療専門学校 医療専門課程柔道整復科Ⅰ部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京医療専門学校 医療専門課程柔道整復科Ⅱ部 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京医療専門学校 医療専門課程鍼灸科（専科）Ⅰ部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京医療専門学校 医療専門課程鍼灸科（専科）Ⅱ部 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 東京医療専門学校 医療専門課程鍼灸マッサージ科（本科）Ⅰ部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京医療専門学校 医療専門課程鍼灸マッサージ科（本科）Ⅱ部 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 東京医療専門学校 医療専門課程鍼灸マッサージ教員養成科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京医療専門学校 医療専門課程柔道整復科（夜間特修コース） 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

東京都 東京医療専門学校 医療専門課程鍼灸科（専科）（夜間特修コース） 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

東京都 東京医療秘書専門学校 医療秘書専門課程医療情報秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京医療秘書福祉専門学校 医療秘書専門課程医療情報秘書科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 東京医療秘書専門学校 医療秘書専門課程医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京医療秘書福祉専門学校 医療秘書専門課程医療秘書科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 東京医療秘書福祉専門学校 医療秘書専門課程医療情報秘書科 平成7年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京医療秘書福祉専門学校 医療秘書専門課程医療秘書科 平成7年4月1日 ～ 平成7年11月30日
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東京都 東京医療秘書福祉専門学校 介護福祉専門課程介護福祉科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

東京都 東京医療秘書福祉専門学校 医療秘書専門課程医療秘書科夜間部 平成14年2月27日 ～ 平成26年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

東京都 東京医療秘書福祉専門学校 医療秘書専門課程医療保育科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 東京医療秘書福祉専門学校 医療秘書専門課程診療情報管理士科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 東京医療秘書福祉専門学校 医療秘書専門課程ドラッグコーディネーター科 平成22年11月29日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
東京医療秘書福祉専門学校 医療秘書専門課程くすりアドバイザー科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 東京医療秘書福祉専門学校 医療秘書専門課程くすりアドバイザー科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 東京医療福祉専門学校 医療専門課程あん摩・マッサージ指圧科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京医療福祉専門学校
医療専門課程はり・きゅう・あん摩・マッサージ指
圧科

平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京医療福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京医療福祉専門学校 福祉専門課程ソーシャルケアワーク学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

東京都 東京医療福祉専門学校 医療専門課程作業療法学科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京医療福祉専門学校 医療専門課程理学療法学科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京医療福祉専門学校 医療専門課程はり、きゅう科（１部） 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
東京医療福祉専門学校 医療専門課程はり、きゅう科（昼間部） 平成15年4月1日 平成20年2月26日

東京都 東京医療福祉専門学校 医療専門課程はり、きゅう科（２部） 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
東京医療福祉専門学校 医療専門課程はり、きゅう科（夜間部） 平成15年4月1日 平成20年2月26日

東京都 東京医療福祉専門学校 福祉専門課程ソーシャルケアワーク学科 平成15年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 東京医療福祉専門学校 医療専門課程はり、きゅう科（昼間部） 平成15年4月1日 ～ 平成20年2月26日

東京都 東京医療福祉専門学校 医療専門課程はり、きゅう科（夜間部） 平成15年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

東京都 東京医療福祉専門学校 医療専門課程教員養成科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

東京都 東京医療福祉専門学校 医療専門課程柔道整復科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 東京ウェディング＆ブライダル専門学校 商業実務専門課程ウェディングプランナー科 平成25年1月29日 ～ 平成31年4月1日 平成25年1月29日
名称変

更
東京ウェディングアンドブライダル専門学
校

商業実務専門課程　ウェディングプランナー
科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都 東京ウェディング＆ブライダル専門学校 商業実務専門課程ブライダルコーディネーター科 平成25年1月29日 ～ 平成31年4月1日 平成25年1月29日
名称変

更
東京ウェディングアンドブライダル専門学
校

商業実務専門課程　ブライダルヘアメイクア
ンドドレス科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都 東京ウェディングアンドブライダル専門学校 商業実務専門課程　ウェディングプランナー科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 東京ウェディングアンドブライダル専門学校
商業実務専門課程　ブライダルヘアメイクアンドド
レス科

平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程エアライン科 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程観光旅行科 平成11年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程観光学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程キャリアビジネス科 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程国際ホテル科 平成11年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程ホテル科 平成20年4月1日 平成22年2月26日

東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 文化教養専門課程国際英語学科 平成11年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東京エアトラベル・ホテル専門学校 文化教養専門課程国際英語科 平成20年4月1日 平成22年2月26日

東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程観光経営学科 平成13年3月1日 ～ 平成19年2月22日 平成13年3月8日 不適合 平成19年2月22日 平成19年2月22日
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東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成12年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程ヒューマンケアビジネス科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程ヒューマンケア科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程ヒューマンケア科 平成15年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程観光学科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程旅行・交通科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程ブライダル専科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程ブライダル科 平成20年4月1日 平成22年2月26日

東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程旅行・交通科 平成17年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程観光旅行科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 衛生専門課程美容科 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程鉄道交通科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程ブライダル科 平成20年4月1日 ～ 平成22年2月26日

東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程ホテル科 平成20年4月1日 ～ 平成22年2月26日

東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 文化教養専門課程国際英語科 平成20年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
東京エアトラベル・ホテル専門学校 文化教養専門課程英語キャリア科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程観光旅行科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 文化教養専門課程英語キャリア科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程エアポートサービス科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程ビジネスマナー・秘書科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程ファッションビジネス科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

東京都 東京エアトラベル専門学校 商業実務専門課程エアライン科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程エアライン科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 東京エアトラベル専門学校 商業実務専門課程観光旅行科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程観光旅行科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 東京エアトラベル専門学校 商業実務専門課程国際ホテル科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程国際ホテル科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 東京エアトラベル専門学校 商業実務専門課程スチュワーデス本科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東京エアトラベル専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京エアトラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程キャリアビジネス科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 東京エアトラベル専門学校 文化教養専門課程国際英語学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京エアトラベル・ホテル専門学校 文化教養専門課程国際英語学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 東京映画・俳優＆放送芸術専門学校 文化・教養専門課程　映画製作科（昼間部一） 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 東京映画・俳優＆放送芸術専門学校 文化・教養専門課程　映画製作科（昼間部二） 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 東京映画・俳優＆放送芸術専門学校 文化・教養専門課程　映画俳優科（昼間部一） 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 東京映画・俳優＆放送芸術専門学校 文化・教養専門課程　映画俳優科（昼間部二） 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 東京英語専門学校
米会話・商業英語専門課程総合ビジネス科昼間
部

平成7年11月30日 ～ 平成22年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京英語専門学校 米会話・商業英語専門課程米会話本科昼間部 平成7年11月30日 ～ 平成23年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日
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東京都 東京英語専門学校
米会話・商業英語専門課程総合ビジネス科夜間
部

平成14年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京英語専門学校 米会話・商業英語専門課程米会話本科夜間部 平成14年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京英語専門学校
米会話・商業英語専門課程英語専門本科（午後
部）

平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 東京英語専門学校
米会話・商業英語専門課程英語専門本科（午前
部）

平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 東京英語専門学校
米会話・商業英語専門課程総合ビジネス科（午後
部）

平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 東京英語専門学校
米会話・商業英語専門課程総合ビジネス科（午前
部）

平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 東京衛生学園専門学校 医療専門課程看護学科１ 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京衛生学園専門学校 医療専門課程看護学科全日制 平成11年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京衛生学園専門学校 医療専門課程看護学科２部 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京衛生学園専門学校 医療専門課程東洋医療総合学科１部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京衛生学園専門学校 医療専門課程東洋医療はりきゅう学科２部 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 東京衛生学園専門学校 医療専門課程東洋医療臨床教育専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成12月3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京衛生学園専門学校 医療専門課程臨床教育専攻科 平成12月4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京衛生学園専門学校 医療専門課程リハビリテーション学科１部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京衛生学園専門学校 医療専門課程リハビリテーション学科２部 平成7年1月23日 ～ 平成26年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

東京都 東京衛生学園専門学校 医療専門課程東洋医療総合学科２部 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 東京衛生学園専門学校 医療専門課程看護学科全日制 平成11年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東京衛生学園専門学校 医療専門課程看護学科二年課程 平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 東京衛生学園専門学校 医療専門課程臨床教育専攻科 平成12年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 東京衛生学園専門学校 医療専門課程看護学科二年課程 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都 東京栄養食糧専門学校 栄養専門課程栄養科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京栄養食糧専門学校 栄養専門課程栄養士科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 東京栄養食糧専門学校 製菓専門課程製菓科 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京栄養食糧専門学校 製菓専門課程製菓・喫茶経営科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 東京栄養食糧専門学校 栄養専門課程栄養士科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

東京都 東京栄養食糧専門学校 製菓専門課程製菓・喫茶経営科 平成15年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東京栄養食糧専門学校 製菓専門課程製菓・カフェ経営科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 東京栄養食糧専門学校 製菓専門課程製菓・カフェ経営科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 東京栄養専門学校 栄養専門課程栄養学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京オプトメトリックカレッジ 工業専門課程眼鏡学科昼間部 平成12年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京眼鏡専門学校 工業専門課程眼鏡学科昼間部 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 東京オプトメトリックカレッジ 工業専門課程眼鏡学科夜間部 平成12年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京眼鏡専門学校 工業専門課程眼鏡学科夜間部 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 東京会計杉並専門学校 ビジネス専門課程情報管理学科（２年課程） 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校東京アイティー・会計２１

ビジネス専門課程情報管理学科（２年課
程）

平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 東京会計杉並専門学校 ビジネス専門課程情報管理学科（３年課程） 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京会計杉並専門学校 ビジネス専門課程情報経理学科（昼間部） 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校東京アイティー・会計２１ ビジネス専門課程情報経理学科（昼間部） 平成13年4月1日 平成14年2月27日
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東京都 東京会計杉並専門学校 ビジネス専門課程会計士学科 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校東京アイティー・会計２１ ビジネス専門課程会計士学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 東京会計杉並専門学校 ビジネス専門課程情報ビジネス学科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京会計杉並専門学校 ビジネス専門課程税理士学科 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校東京アイティー・会計２１ ビジネス専門課程税理士学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 東京会計専門学校 ビジネス専門課程ＯＡセクレタリー学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東京会計専門学校 ビジネス専門課程医療秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京会計専門学校 ビジネス専門課程会計士学科（２年課程） 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程会計士学科（２年課程） 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 東京会計専門学校 ビジネス専門課程会計士学科（３年課程） 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程会計士学科（３年課程） 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 東京会計専門学校 ビジネス専門課程金融・証券学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京会計専門学校 ビジネス専門課程国際トラベル学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東京会計専門学校 ビジネス専門課程国際秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 東京会計専門学校 ビジネス専門課程国際マネジメント学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京会計専門学校 ビジネス専門課程国税専門官学科（２年課程） 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京会計専門学校 ビジネス専門課程国税専門官学科（３年課程） 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京会計専門学校 ビジネス専門課程情報管理学科（３年課程） 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京アイティー・会計専門学校

ビジネス専門課程情報管理学科（３年課
程）

平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 東京会計専門学校
ビジネス専門課程情報管理学科昼間部（２年課
程）

平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京アイティー・会計専門学校

ビジネス専門課程情報管理学科昼間部（２
年課程）

平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 東京会計専門学校
ビジネス専門課程情報経理学科昼間部（２年課
程）

平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京アイティー・会計専門学校

ビジネス専門課程情報経理学科昼間部（２
年課程）

平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 東京会計専門学校 ビジネス専門課程情報ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程情報ビジネス学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 東京会計専門学校 ビジネス専門課程税理士学科昼間部（２年課程） 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京アイティー・会計専門学校

ビジネス専門課程税理士学科昼間部（２年
課程）

平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 東京会計専門学校 ビジネス専門課程税理士学科昼間部（３年課程） 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京アイティー・会計専門学校

ビジネス専門課程税理士学科昼間部（３年
課程）

平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 東京会計専門学校 ビジネス専門課程医療ビジネス学科 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京会計専門学校 ビジネス専門課程経理ビジネス学科 平成8年12月4日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東京アイティー・会計専門学校 ビジネス専門課程経理ビジネス学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 東京会計専門学校 ビジネス専門課程税理士学科夜間部（３年課程） 平成8年12月4日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京会計専門学校 ビジネス専門課程スポーツビジネス学科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京会計専門学校 ビジネス専門課程トラベルビジネス学科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京会計専門学校 ビジネス専門課程秘書ビジネス学科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京会計専門学校 ビジネス専門課程法律経理学科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京会計専門学校 ビジネス専門課程マルチメディアビジネス学科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京会計専門学校 ビジネス専門課程ＯＡインストラクター学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日
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東京都 東京会計専門学校 ビジネス専門課程システム情報学科（２年制） 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京アイティー・会計専門学校

ビジネス専門課程システム情報学科（２年
制）

平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 東京外語専門学校 文化教養専門課程ＯＡ英語科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 東京外語専門学校 文化教養専門課程英会話科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京外語専門学校 文化教養専門課程英語専科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 東京外語専門学校 文化教養専門課程英文秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 東京外語専門学校 文化教養専門課程国際トラベル科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京外語専門学校 文化教養専門課程国際ホテル科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京外語専門学校 文化教養専門課程通訳・ガイド科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京外語専門学校 文化教養専門課程ビジネス英語科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 東京外語専門学校 文化教養専門課程パフォーマンス英語科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東京外語専門学校 文化教養専門課程国際ビジネス科 平成8年12月4日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京外語専門学校 文化教養専門課程エアラインビジネス科 平成9年11月17日 ～ 平成23年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 東京外語専門学校 文化教養専門課程インターネット・英語科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京外語専門学校 文化教養専門課程中国語科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東京外語専門学校 文化教養専門課程日中通訳科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 東京外語専門学校 文化教養専門課程通訳・翻訳科 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京外語専門学校 文化教養専門課程日韓通訳科 平成12年2月8日 ～ 平成27年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東京外語専門学校 文化教養専門課程通訳翻訳科日韓コース 平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 東京外語専門学校 文化教養専門課程国際人間関係創造能力学科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京外語専門学校 文化教養専門課程日中通訳科 平成13年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京外語専門学校 文化教養専門課程通訳翻訳科日中コース 平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 東京外語専門学校 文化教養専門課程英語専科 平成15年2月19日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 東京外語専門学校
文化教養専門課程国際日本学科ビジネス日本語
コース

平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

東京都 東京外語専門学校 文化教養専門課程通訳翻訳科日韓コース 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都 東京外語専門学校 文化教養専門課程通訳翻訳科日中コース 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都 東京外語専門学校 文化教養専門課程国際コミュニケーション学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

東京都 東京外語専門学校
文化教養専門課程国際日本学科ツーリズム日本
語コース

平成30年2月28 日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 東京介護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成12年2月8日 ～ 平成23年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 東京科学芸術専門学校 デザイン専門課程高速自動車デザイン学科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京科学芸術専門学校 デザイン専門課程自動車デザイン学科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京科学情報工業専門学校 工業専門課程機械工学科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日
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東京都 東京科学情報工業専門学校 工業専門課程自動車工学科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

東京都 東京科学情報工業専門学校 工業専門課程建築工学科（昼間部） 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 東京科学情報工業専門学校 工業専門課程生命工学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 東京科学情報工業専門学校 工業専門課程土木工学科（昼間部） 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 東京科学情報工業専門学校 工業専門課程マルチメディア科（昼間部） 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 東京科学情報システム専門学校 工業専門課程建築工学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
デジタル東京専門学校 工業専門課程建築工学科昼間部 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 東京科学情報システム専門学校 工業専門課程情報システム学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京科学情報システム専門学校 工業専門課程情報処理ＳＥ科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東京科学情報システム専門学校 工業専門課程製図学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
デジタル東京専門学校 工業専門課程製図学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 東京科学情報システム専門学校 工業専門課程生命工学技術科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
デジタル東京専門学校 工業専門課程生命工学技術科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 東京科学情報システム専門学校 商業実務専門課程コンピュータタイプ科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東京科学情報システム専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報処理学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
デジタル東京専門学校

商業実務専門課程ビジネス情報処理学科
昼間部

平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 東京科学情報システム専門学校 工業専門課程情報処理科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
デジタル東京専門学校 工業専門課程情報処理科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 東京科学情報システム専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京科学情報システム専門学校 工業専門課程土木工学科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
デジタル東京専門学校 工業専門課程土木工学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 東京科学情報システム専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
デジタル東京専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 東京科学情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程コンピュータタイプ科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東京科学情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程コンピュータ秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 東京科学情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程スチュワーデス観光学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 東京科学情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京科学情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程インテリアデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 東京科学情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報会計科昼間部 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東京科学情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成7年11月30日 ～ 平成14年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京科学情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程法律ビジネス科昼間部 平成7年11月30日 ～ 平成10年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京科学情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療福祉ビジネス科 平成9年11月17日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京科学情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程フラワービジネス科 平成9年11月17日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京科学情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程マルチメディアビジネス科（昼
間部）

平成9年11月17日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京科学情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員科 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日
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東京都 東京科学情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程デジタルデザイン科 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京科学電子工業専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計製図科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計製図科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東京科学電子工業専門学校 工業専門課程音響放送科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東京科学電子工業専門学校 工業専門課程機械工学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程機械工学科昼間部 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東京科学電子工業専門学校 工業専門課程空調設備科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程空調設備科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東京科学電子工業専門学校 工業専門課程建築工学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程建築工学科昼間部 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東京科学電子工業専門学校 工業専門課程自動車工学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京科学電子工業専門学校 工業専門課程情報システム学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程情報システム学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東京科学電子工業専門学校 工業専門課程製図学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京科学電子工業専門学校 工業専門課程生命工学技術科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程生命工学技術科昼間部 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東京科学電子工業専門学校 工業専門課程電子工学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程電子工学科昼間部 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東京科学電子工業専門学校 工業専門課程土木工学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程土木工学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東京科学電子工業専門学校 商業実務専門課程コンピュータタイプ科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 東京科学電子工業専門学校 商業実務専門課程コンピュータ秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 東京科学電子工業専門学校 商業実務専門課程情報処理ＳＥ科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京デジタルテクニカル専門学校 商業実務専門課程情報処理ＳＥ科昼間部 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東京科学電子工業専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 東京科学電子工業専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京デジタルテクニカル専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報処理科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東京科学電子工業専門学校 工業専門課程環境工学科 平成8年12月4日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程環境工学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東京科学電子工業専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス科 平成8年12月4日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東京科学電子工業専門学校 工業専門課程電気工学科 平成8年12月4日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程電気工学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東京科学電子工業専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東京科学電子工業専門学校 工業専門課程建築設計科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程建築設計科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東京科学電子工業専門学校 工業専門課程電子インターネット科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程電子インターネット科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東京家政専門学校 家政専門課程きもの技術科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京家政専門学校 家政専門課程きもの技術科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京環境工科専門学校 環境保全専門課程自然環境保全学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

東京都 東京環境工科専門学校 建築設計製図専門課程ＣＡＤ設計科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京環境工科専門学校 建築設計製図専門課程機械設計科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日
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東京都 東京環境工科専門学校 建築設計製図専門課程建築エコロジー科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京環境工科専門学校 建築設計製図専門課程建築学科 平成12年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京環境工科専門学校 環境保全専門課程野生生物調査学科 平成14年2月27日 ～ 平成25年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京環境工科専門学校 環境保全専門課程野生動物保護管理学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 東京環境工科専門学校 環境保全専門課程総合自然環境学科 平成20年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京環境工科専門学校 環境保全専門課程野生動物保護管理学科 平成25年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成27年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 東京観光新宿専門学校 観光専門課程観光学科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 東京観光専門学校 観光専門課程フラワーサービス学科 平成25年1月29日 ～ 平成27年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
東京観光専門学校 観光専門課程葬祭ディレクター学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 東京観光専門学校 観光専門課程ホテル学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京観光専門学校 観光専門課程旅行学科Ⅰ部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京観光専門学校 観光専門課程交通サービス学科 平成12年2月8日 ～ 平成21年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成21年3月31日 平成29年2月28日

東京都 東京観光専門学校 観光専門課程ブライダルビジネス学科 平成12年2月8日 ～ 平成29年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東京観光専門学校 観光専門課程　ブライダル学科 平成29年4月1日 平成31年1月25日

東京都 東京観光専門学校 観光専門課程料飲サービス学科 平成12年2月8日 ～ 平成29年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 東京観光専門学校 観光専門課程国際ホテル学科 平成16年2月17日 ～ 平成20年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成20年3月31日 平成29年2月28日

東京都 東京観光専門学校 観光専門課程総合リゾート企画学科 平成17年3月3日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京観光専門学校 観光専門課程国際トラベル＆ホテル学科 平成20年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成23年3月31日 平成29年2月28日

東京都 東京観光専門学校 観光専門課程フューネラルビジネス学科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成29年2月28日

東京都 東京観光専門学校 観光専門課程エアラインサービス学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

東京都 東京観光専門学校 観光専門課程鉄道サービス学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

東京都 東京観光専門学校 観光専門課程通訳ガイド学科 平成22年2月26日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 東京観光専門学校 観光専門課程フューネラルプロデュース学科 平成22年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 東京観光専門学校 観光専門課程カフェサービス学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 東京観光専門学校 観光専門課程観光サービス学科 平成22年11月29日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 東京観光専門学校 観光専門課程葬祭ディレクター学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都 東京観光専門学校 観光専門課程観光ビジネス学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

東京都 東京観光専門学校 観光専門課程　ブライダル学科 平成29年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 東京観光専門学校 観光専門課程海外留学学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 東京観光専門学校 観光専門課程ブライダル学科 平成30年2月28 日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 東京着物染色美術専門学校 染色美術専門課程テキスタイル科 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日
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東京都 東京着物染色美術専門学校 染色美術専門課程美術科 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 東京教育専門学校 教員養成専門課程幼稚園教諭・保母養成科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京教育専門学校

教員養成専門課程幼稚園教諭・保育士養
成科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 東京教育専門学校 教員養成専門課程幼稚園教諭・保育士養成科 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

東京都 東京グローバルビジネス専門学校 商業実務専門課程　国際ビジネス科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

東京都 東京警察病院看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京芸術専門学校 美術専門課程美術科（本科） 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 東京健康科学専門学校 健康科学専門課程栄養士科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京健康科学専門学校 健康科学専門課程健康栄養学科 平成15年4月1日 平成19年2月22日

東京都 東京健康科学専門学校 健康科学専門課程健康体力科学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京健康科学専門学校 健康科学専門課程健康スポーツ学科 平成15年4月1日 平成19年2月22日

東京都 東京健康科学専門学校 健康科学専門課程健康栄養学科 平成15年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東京健康科学専門学校 健康科学専門課程栄養士科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京健康科学専門学校 健康科学専門課程健康スポーツ学科 平成15年4月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 東京健康科学専門学校 健康科学専門課程栄養士科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 東京建築専門学校 工業専門課程建築学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程演劇科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程音楽芸術科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程音響芸術科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京工学院専門学校 芸術専門課程音響メディア学科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程コンピュータグラフィックス科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京工学院専門学校 芸術専門課程ＣＧ・Webクリエーター科 平成20年4月1日 平成22年2月26日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程製図デザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程トータルデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程放送芸術科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京工学院専門学校 芸術専門課程映像クリエータ科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程マスコミ広報科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程音響工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京工学院専門学校 工業専門課程オーディオ工学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程建築工学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京工学院専門学校 工業専門課程建築学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程システムエンジニア科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程情報工学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程情報処理技術科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程情報処理専門科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京工学院専門学校 工業専門課程情報学科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程電気工学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京工学院専門学校 工業専門課程電気電子学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程電子工学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京工学院専門学校 工業専門課程電子情報科 平成11年4月1日 平成12年2月8日
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東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程オーディオ工学科 平成7年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成7年11月30日 ～ 平成12年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
東京工学院専門学校 芸術専門課程マルチメディア科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程総合エンジニア科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程福祉住環境コーディネータ科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程イベント科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程経営情報学科 平成10年12月21日 ～ 平成17年12月8日 平成10年12月21日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程スポーツ健康学科 平成12年2月8日 ～ 平成22年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東京工学院専門学校 芸術専門課程スポーツこども科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程デザイン科 平成12年2月8日 ～ 平成20年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東京工学院専門学校 芸術専門課程グラフィックデザイン科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程電子情報科 平成11年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程演劇・声優科 平成13年3月1日 ～ 平成29年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京工学院専門学校 芸術専門課程声優・演劇科 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程マルチメディア科 平成12年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京工学院専門学校 工業専門課程ＩＴビジネス科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程経営工学科 平成13年3月1日 ～ 平成17年12月8日 平成13年3月8日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程経営デザイン科 平成14年2月27日 ～ 平成17年12月8日 平成14年2月27日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程ゲームクリエータ科 平成14年2月27日 ～ 平成20年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京工学院専門学校 芸術専門課程ゲームクリエーター科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程アニメーション科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程ＩＴビジネス科 平成15年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程建築学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程電気電子学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程ＣＧスペシャリスト科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程エンターテイメント科 平成17年3月3日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
東京工学院専門学校 芸術専門課程コンサート・イベント科 平成20年4月1日 平成22年2月26日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程ＩＴプロフェッショナル科 平成17年3月3日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程インテリアデザイン科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程映像クリエータ科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
東京工学院専門学校 芸術専門課程放送・映像科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程音響メディア学科 平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
東京工学院専門学校 芸術専門課程サウンドクリエータ科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程情報学科 平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
東京工学院専門学校 工業専門課程情報プロフェッショナル科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程未来デザイン科 平成17年12月26日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程まんが科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東京工学院専門学校 芸術専門課程マンガ科 平成20年4月1日 平成21年2月27日
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東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程環境プロデュース科 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程アニメーション科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程サウンドクリエータ科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
東京工学院専門学校 芸術専門課程音響芸術科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程放送・映像科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
東京工学院専門学校 芸術専門課程放送芸術科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程メディア学科 平成20年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
東京工学院専門学校 芸術専門課程　メディア文学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程情報プロフェッショナル科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
東京工学院専門学校 工業専門課程情報処理科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程音響芸術科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程グラフィックデザイン科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程ゲームクリエーター科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程スポーツサイエンス学科 平成21年2月27日 ～ 平成20年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
東京工学院専門学校 芸術専門課程スポーツビジネス科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程マンガ科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程ミュージック科 平成21年2月27日 ～ 平成20年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
東京工学院専門学校 芸術専門課程ミュージック／ダンス科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程情報処理科 平成20年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
東京工学院専門学校 工業専門課程情報システム科 平成20年4月1日 平成22年2月26日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程総合教養科 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京工学院専門学校 教育福祉専門課程教育専攻科 平成22年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
東京工学院専門学校 教育・福祉専門課程教育専攻科 平成24年4月1日 平成27年2月19日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程ＣＧ・Webクリエーター科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
東京工学院専門学校 芸術専門課程ＣＧクリエーター科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程コンサート・イベント科 平成20年4月1日 ～ 平成22年2月26日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程スポーツビジネス科 平成20年4月1日 ～ 平成22年2月26日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程ミュージック／ダンス科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
東京工学院専門学校 芸術専門課程　ミュージック科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程経営情報科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程情報システム科 平成20年4月1日 ～ 平成22年2月26日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程法律情報科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 東京工学院専門学校 教育福祉専門課程公務員科 平成22年11月29日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
東京工学院専門学校 教育・福祉専門課程公務員科 平成24年4月1日 平成27年2月19日

東京都 東京工学院専門学校 教育福祉専門課程こども学科 平成22年11月29日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
東京工学院専門学校 教育・福祉専門課程こども学科 平成24年4月1日 平成27年2月19日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程Ｗｅｂクリエーター科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程スポーツこども科 平成22年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程放送芸術科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程航空学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日
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東京都 東京工学院専門学校 教育福祉専門課程幼児教育学科 平成23年12月22日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東京工学院専門学校 教育・福祉専門課程幼児教育学科 平成24年4月1日 平成27年2月19日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程ＣＧクリエーター科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程ミュージック科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程メディア文学科 平成23年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

東京都 東京工学院専門学校 工業専門課程電気主任技術者専攻科 平成26年1月28日 ～ 平成31年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 東京工学院専門学校 教育・福祉専門課程教育専攻科 平成24年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

東京都 東京工学院専門学校 教育・福祉専門課程公務員科 平成24年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 東京工学院専門学校 教育・福祉専門課程こども学科 平成24年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 東京工学院専門学校 教育・福祉専門課程幼児教育学科 平成24年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 東京工学院専門学校 芸術専門課程声優・演劇科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 東京工科専門学校 工業専門課程インテリア科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京工科専門学校 工業専門課程映像デザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 東京工科専門学校 工業専門課程建築科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京工科専門学校 工業専門課程建築工学科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京工科専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校東京工科自動車大学校 工業専門課程自動車整備科 平成10年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京工科専門学校 工業専門課程自動車マーケティング科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京工科専門学校 工業専門課程情報マーケティング国際学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 東京工科専門学校 工業専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京工科専門学校 工業専門課程マルチメディアネットワーク科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 東京工科専門学校 工業専門課程建築科夜間部 平成8年12月4日 ～ 平成22年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京工科専門学校 工業専門課程建築デザイン国際学科 平成9年11月17日 ～ 平成17年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東京工科専門学校 工業専門課程エンジンメンテナンス科 平成10年12月21日 ～ 平成22年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校東京工科自動車大学校 工業専門課程エンジンメンテナンス科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京工科専門学校 工業専門課程情報マーケティング国際学科 平成10年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成10年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東京工科専門学校 工業専門課程マルチメディアネットワーク科 平成10年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
東京工科専門学校

工業専門課程インターネットプログラミング
科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 東京工科専門学校 工業専門課程イベント科 平成12年2月8日 ～ 平成17年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東京工科専門学校 工業専門課程３Ｄデザイン科 平成15年2月19日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東京工科専門学校 工業専門課程ＷＥＢデザイン科 平成15年2月19日 ～ 平成22年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京工科専門学校 工業専門課程インターネットプログラミング科 平成14年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
東京工科専門学校 工業専門課程ＷＥＢプログラミング科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 東京工科専門学校 工業専門課程１級自動車整備科 平成17年3月3日 ～ 平成17年12月8日 平成17年3月3日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

東京都 東京工科専門学校 工業専門課程ＷＥＢプログラミング科 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日
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東京都 東京工科専門学校品川校 工業専門課程自動車整備科 平成7年11月30日 ～ 平成28年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校東京工科自動車大学校品川校 工業専門課程自動車整備科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 東京工科専門学校世田谷校 工業専門課程自動車科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校東京工科自動車大学校世田谷
校

工業専門課程自動車科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 東京工科専門学校世田谷校 工業専門課程自動車整備科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校東京工科自動車大学校世田谷
校

工業専門課程自動車整備科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 東京工科専門学校世田谷校 工業専門課程自動車整備２級科 平成12年2月8日 ～ 平成18年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校東京工科自動車大学校世田谷
校

工業専門課程自動車整備２級科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程応用化学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京工業専門学校 工業専門課程環境化学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程音響映像学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程機械工学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程空調設備科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程建築工学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程航空工学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程自動車工学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京工業専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程情報処理ＳＥ科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程製図学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京工業専門学校 工業専門課程ＣＡＤ製図科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程生命工学技術科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京工業専門学校 工業専門課程バイオサイエンス科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程電気工学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程電子工学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程土木工学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京工業専門学校 工業専門課程土木建設学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程環境化学科 平成8年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東京工業専門学校 工業専門課程環境学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成8年12月4日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程情報処理科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程環境学科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス科 平成10年12月21日 ～ 平成18年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程サウンドクリエイト科 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程ＣＡＤ製図科 平成11年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程インターネット情報科 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程環境情報学科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程ゲームクリエイター科 平成12年2月8日 ～ 平成18年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日
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東京都 東京工業専門学校 工業専門課程建築工学科三年制 平成12年2月8日 ～ 平成17年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程建築設備科 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成11年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程デジタル映像学科 平成12年2月8日 ～ 平成18年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程土木建設学科 平成11年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計製図科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程インテリア科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京工業専門学校 工業専門課程インテリアコーディネータ科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程環境サイエンス科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程バイオサイエンス科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京工業専門学校 工業専門課程バイオ・環境サイエンス科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程マルチメディア学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程マルチメディア学科三年制 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程インテリアコーディネータ科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程機械・航空・自動車科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程コンピュータネットワーク科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程デジタルクリエータ科三年制 平成15年2月19日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程ネット技術者養成科 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程バイオ・環境サイエンス科 平成14年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程自動車整備科（昼間部） 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東京工業専門学校 工業専門課程二級自動車整備科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程ウエブ情報科 平成17年3月3日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程サウンドクリエイト科 平成17年3月3日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程情報システム科 平成17年3月3日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
東京工業専門学校 工業専門課程情報処理科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程生活環境デザイン学科 平成17年3月3日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
東京工業専門学校 工業専門課程住環境デザイン学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程生命科学科 平成17年3月3日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
東京工業専門学校 工業専門課程バイオ・環境サイエンス科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程ゲーム制作・デジタル映像科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程二級自動車整備科 平成17年4月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程住環境デザイン学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程情報処理科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

東京都 東京工業専門学校 工業専門課程バイオ・環境サイエンス科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日
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東京都 東京航空工業専門学校 工業専門課程航空整備科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京航空専門学校 工業専門課程航空整備科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 東京航空工業専門学校 工業専門課程整備技術科 平成8年12月4日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東京航空工業専門学校 工業専門課程海洋技術科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 東京航空工業専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成9年11月17日 ～ 平成16年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
東京航空専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 東京航空工業専門学校 工業専門課程海洋技術科 平成11年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東京航空専門学校 工業専門課程海洋技術科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 東京航空工業専門学校 工業専門課程エアライン・サービス科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東京航空専門学校 工業専門課程エアライン・サービス科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 東京航空専門学校 工業専門課程エアライン・サービス科 平成16年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京航空専門学校 工業専門課程海洋技術科 平成16年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京航空専門学校 工業専門課程航空整備科 平成16年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
東京航空専門学校 工業専門課程航空科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 東京航空専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成16年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京航空専門学校 工業専門課程航空科 平成21年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 東京厚生年金看護専門学校 看護専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成26年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更

独立行政法人地域医療機能推進機構東
京新宿メディカルセンター附属看護専門
学校

看護専門課程看護科（3年課程） 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程イベントプランニング学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程観光トラベル学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営マネジメント学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程コンピュータタイプ学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程コンピュータ秘書学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＯＡ秘書学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報システム学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス英語学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報処理学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程フラワービジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ホテルリゾート学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程デザインビジネス学科昼間部 平成8年12月4日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東京国際情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程インテリアデザインビジ
ネス学科昼間部

平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程インテリアデザインビジネス学
科昼間部

平成9年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
東京国際情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程インテリアコーディネー
タ学科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチメディア学科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日
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東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程フードビジネス学科 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＯＡ秘書学科 平成11年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療福祉ビジネス学科 平成12年2月8日 ～ 平成25年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程インテリアコーディネータ学科 平成11年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程パソコンマスター学科 平成12年2月8日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営経理学科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程トラベル・エアビジネス学科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ホテル・ブライダル学科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＣＧアニメーション学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＯＡビジネス学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ゲームクリエーター学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程インターネット学科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
東京国際情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程インターネットマスター
学科

平成16年4月1日 平成17年12月26日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報処理学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程デジタルクリエーター学科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程デジタルデザイン学科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報システム学科（昼間部） 平成16年2月17日 ～ 平成25年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程ビジネス情報処理学科（昼間
部）

平成16年2月17日 ～ 平成25年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ベンチャービジネス学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程インターネットマスター学科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程デジタルデザイン学科 平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程児童福祉ビジネス学科 平成20年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京国際福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 東京国際福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科 平成12年2月8日 ～ 平成17年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東京国際福祉専門学校 社会福祉専門課程福祉心理科 平成14年2月27日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東京国際福祉専門学校 社会福祉専門課程ソーシャルワーク総合科 平成17年12月26日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
東京国際福祉専門学校

社会福祉専門課程ソーシャルワーク総合科
（３年制）

平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 東京国際福祉専門学校 社会福祉専門課程子育て支援学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 東京国際福祉専門学校
社会福祉専門課程ソーシャルワーク総合科（３年
制）

平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 東京国際福祉専門学校 社会福祉専門課程国際福祉ビジネス科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

東京都 東京こども専門学校 幼児教育専門課程保育心理科 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
東京こども専門学校 幼児教育専門課程こども総合学科 平成22年4月1日 平成25年1月29日
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東京都 東京こども専門学校 幼児教育専門課程保育福祉科 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
東京こども専門学校 幼児教育専門課程こども総合学科 平成22年4月1日 平成25年1月29日

東京都 東京こども専門学校 幼児教育専門課程こども総合学科 平成22年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
東京こども専門学校 教育・社会福祉専門課程こども総合学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 東京こども専門学校 幼児教育専門課程保育科 平成28年2月29日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
東京こども専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 東京こども専門学校 教育・社会福祉専門課程こども総合学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都 東京こども専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
コミュニケーション専門課程グラフィックデザイン科
昼間部

平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
コミュニケーション専門課程グラフィックデザイン科
夜間部

平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 コミュニケーション専門課程工業デザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 コミュニケーション専門課程広報科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 コミュニケーション専門課程広報科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 コミュニケーション専門課程コミュニケーション科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
コミュニケーション専門課程商業音楽科昼間部（２
年課程）

平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
コミュニケーション専門課程商業音楽科昼間部（３
年課程）

平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
コミュニケーション専門課程商業音楽科夜間部（２
年課程）

平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
コミュニケーション専門課程商業音楽科夜間部（３
年課程）

平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
コミュニケーション専門課程ダンス＆インストラク
ター科

平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
コミュニケーション専門課程プロミュージシャン科
昼間部

平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
コミュニケーション専門課程プロミュージシャン科
夜間部

平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 コミュニケーション専門課程生活デザイン科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 コミュニケーション専門課程ダンス科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 コミュニケーション専門課程マンガ科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 コミュニケーション専門課程ミュージカル科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 コミュニケーション専門課程ＣＧアニメーター科 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 コミュニケーション専門課程ＤＪ・アナウンス科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 コミュニケーション専門課程イラストレーター科 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
コミュニケーション専門課程エレクトリックオルガン
科

平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 コミュニケーション専門課程産業デザイン科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 コミュニケーション専門課程自動車デザイン科 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日
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東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
コミュニケーション専門課程ダンスアンドミュージカ
ル科

平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 コミュニケーション専門課程マスコミ広報科昼間部 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 コミュニケーション専門課程マスコミ広報科夜間部 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
コミュニケーション専門課程マルチメディアアート
科昼間部

平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
コミュニケーション専門課程マルチメディアアート
科夜間部

平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校 コミュニケーション専門課程インテリアデザイン科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
コミュニケーション専門課程音楽プロデューサー科
昼間部

平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
コミュニケーション専門課程音楽プロデューサー科
夜間部

平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
コミュニケーション専門課程ゲームクリエーター科
昼間部

平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
コミュニケーション専門課程ゲームクリエーター科
夜間部

平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
コミュニケーション専門課程総合雑誌編集科昼間
部

平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
コミュニケーション専門課程総合雑誌編集科夜間
部

平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程エコ・コミュニケーション科昼
間部

平成14年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京コミュニケーションアート専門学校

文化・教養専門課程エコ・コミュニケーション
科（昼間部一）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程エコ・コミュニケーション科夜
間部

平成14年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京コミュニケーションアート専門学校

文化・教養専門課程エコ・コミュニケーション
科（昼間部二）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程クリエーティブデザイン科昼間
部２年制

平成14年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京コミュニケーションアート専門学校

文化・教養専門課程クリエーティブデザイン
科２年制（昼間部一）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程クリエーティブデザイン科夜間
部２年制

平成14年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京コミュニケーションアート専門学校

文化・教養専門課程クリエーティブデザイン
科２年制（昼間部二）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程コンピュータエンタテインメント
科昼間部２年制

平成14年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程コンピュータエンタテインメント
科夜間部２年制

平成14年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程メディアコミュニケーション科
昼間部２年制

平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程メディアコミュニケーション科
夜間部２年制

平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程クリエーティブデザイン科昼間
部３年制

平成15年2月19日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
東京コミュニケーションアート専門学校

文化・教養専門課程クリエーティブデザイン
科３年制（昼間部一）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程クリエーティブデザイン科夜間
部３年制

平成15年2月19日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
東京コミュニケーションアート専門学校

文化・教養専門課程クリエーティブデザイン
科３年制（昼間部二）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程コンピュータエンターテインメ
ント科昼間部３年制

平成15年2月19日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
東京コミュニケーションアート専門学校

文化・教養専門課程コンピュータエンターテ
インメント科３年制（昼間部一）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程コンピュータエンターテインメ
ント科夜間部３年制

平成15年2月19日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
東京コミュニケーションアート専門学校

文化・教養専門課程コンピュータエンターテ
インメント科３年制（昼間部二）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程メディアコミュニケーション科
昼間部３年制

平成15年2月19日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程メディアコミュニケーション科
夜間部３年制

平成15年2月19日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
文化･教養専門課程エコ・コミュニケーション科（３
年制）

平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程エコ・コミュニケーション科（昼
間部一）

平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日
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東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程エコ・コミュニケーション科（昼
間部二）

平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程クリエーティブデザイン科２年
制（昼間部一）

平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程クリエーティブデザイン科２年
制（昼間部二）

平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程クリエーティブデザイン科３年
制（昼間部一）

平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程クリエーティブデザイン科３年
制（昼間部二）

平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程コンピュータエンターテインメ
ント科３年制（昼間部二）

平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 東京コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程コンピュータエンターテインメ
ント科３年制（昼間部一）

平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 東京ゴルフ専門学校 社会体育専門課程ゴルフ学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京コンピュータ専門学校 工業専門課程情報処理科（２年課程） 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京コンピュータ専門学校 工業専門課程システムエンジニア学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 東京コンピュータ専門学校 工業専門課程情報秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 東京コンピュータ専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科昼間部 平成7年11月30日 ～ 平成19年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京コンピュータ専門学校 工業専門課程情報処理科昼間部（３年課程） 平成8年12月4日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東京コンピュータ専門学校 工業専門課程ゲームクリエイター学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 東京コンピュータ専門学校 商業実務専門課程情報マスメディア科昼間部 平成8年12月4日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東京コンピュータ専門学校

商業実務専門課程デジタル編集・出版広告
学科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 東京コンピュータ専門学校 文化・教養専門課程情報音楽科昼間部 平成8年12月4日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東京コンピュータ専門学校

文化・教養専門課程コンピュータミュージッ
ク学科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 東京コンピュータ専門学校 工業専門課程ＣＧクリエイター学科 平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京コンピュータ専門学校 工業専門課程インターネット学科 平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京コンピュータ専門学校 工業専門課程ゲームクリエイター学科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京コンピュータ専門学校 工業専門課程システムエンジニア学科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京コンピュータ専門学校 工業専門課程プログラマ学科 平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京コンピュータ専門学校 商業実務専門課程デジタル編集・出版広告学科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京コンピュータ専門学校
文化・教養専門課程エンタテインメントプロデュー
ス学科

平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京コンピュータ専門学校 文化・教養専門課程コンピュータミュージック学科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京コンピュータ専門学校 文化・教養専門課程声優学科 平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京サイクルデザイン専門学校
環境デザイン専門課程（工業）スポーツ工学デザ
イン科自転車クリエーションコース

平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都 東京サイクルデザイン専門学校
環境デザイン専門課程（工業）スポーツ工学デザ
イン科自転車プロダクトコース

平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都 東京シイピイエイ（公認会計士）専門学校 経理専門課程経営情報専攻科２年制 平成12年2月8日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校東京ＣＰＡ会計学院 経理専門課程経営情報専攻科２年制 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 東京シイピイエイ（公認会計士）専門学校 経理専門課程公認会計士専攻科２年制（昼間部） 平成12年2月8日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校東京ＣＰＡ会計学院

経理専門課程公認会計士専攻科２年制（昼
間部）

平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 東京シイピイエイ（公認会計士）専門学校 経理専門課程税理士専攻科２年制（昼間部） 平成12年2月8日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校東京ＣＰＡ会計学院

経理専門課程税理士専攻科２年制（昼間
部）

平成20年4月1日 平成21年2月27日
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東京都 東京歯科衛生専門学校 医療関係専門課程歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京歯科技工専門学校 医療専門課程歯科技工学科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京歯科助手専門学校 歯科助手専門課程デンタルセクレタリー科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京自動車整備専門学校 自動車整備専門課程自動車整備科 平成7年1月23日 ～ 平成17年2月14日 平成7年1月23日
名称変

更
専修学校東京自動車大学校

自動車整備専門課程自動車整備科２級整
備士コース

平成17年2月14日 平成17年12月26日

東京都 東京柔道整復専門学校 柔道整復専門課程柔道整復科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京柔道整復専門学校 柔道整復専門課程柔道整復科（夜間部） 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 東京柔道整復専門学校 柔道整復専門課程柔道整復科（夜間部） 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東京柔道整復専門学校

柔道整復専門課程柔道整復科（昼間部）
柔道整復専門課程柔道整復科（夜間部）

平成17年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京柔道整復専門学校 柔道整復専門課程柔道整復科（昼間部） 平成17年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 東京柔道整復専門学校 柔道整復専門課程柔道整復科（夜間部） 平成17年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 東京商科・法科学院専門学校 商業専門課程観光ビジネス学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

東京都 東京商科・法科学院専門学校 商業専門課程観光ビジネス学科Ⅱ部 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

東京都 東京商科・法科学院専門学校 商業専門課程キャリアデザイン学科 平成26年1月28日 ～ 平成31年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 東京商科・法科学院専門学校 商業専門課程経営・ショップビジネス学科Ⅱ部 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

東京都 東京商科・法科学院専門学校 商業専門課程経営ビジネス学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

東京都 東京商科・法科学院専門学校 商業専門課程国際経営学科（４月生） 平成26年1月28日 ～ 平成31年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 東京商科・法科学院専門学校 商業専門課程国際コミュニケーション学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

東京都 東京商科・法科学院専門学校 商業専門課程事務・経理ビジネス学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

東京都 東京商科・法科学院専門学校 商業専門課程事務・情報ビジネス学科Ⅱ部 平成26年1月28日 ～ 平成31年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 東京商科・法科学院専門学校 商業専門課程貿易ビジネス学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

東京都 東京商科・法科学院専門学校 法律専門課程公務員・法律学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

東京都 東京商科・法科学院専門学校 法律専門課程公務員学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

東京都 東京商科・法科学院専門学校 法律専門課程公務員学科Ⅱ部 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

東京都 東京商科・法科学院専門学校 法律専門課程法律実務学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

東京都 東京商科・法科学院専門学校 商業専門課程国際経営学科（10月生） 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

東京都 東京商科・法科学院専門学校 商業専門課程　経営・事務ビジネス学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 東京商科・法科学院専門学校 商業専門課程　国際経営ビジネス学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 東京商科・法科学院専門学校 商業専門課程　国際経営ビジネス学科（１０月生） 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 東京商科・法科学院専門学校 商業専門課程観光・ホテルビジネス学科Ⅱ部 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 東京商科学院新宿専門学校 商業専門課程ＯＡ秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日
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東京都 東京商科学院新宿専門学校 商業専門課程イベントプランニング学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京商科学院新宿専門学校 商業専門課程経営マネジメント学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京商科学院新宿専門学校 商業専門課程経理ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東京商科学院新宿専門学校 商業専門課程情報経理学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京商科学院新宿専門学校 商業専門課程トラベルビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京商科学院新宿専門学校 商業専門課程リゾートビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 東京商科学院新宿専門学校 商業専門課程医療秘書学科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京商科学院新宿専門学校 商業専門課程スポーツビジネス学科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京商科学院新宿専門学校 商業専門課程福祉サービス学科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京商科学院新宿専門学校 商業専門課程編集・出版ビジネス学科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京商科学院新宿専門学校 商業専門課程マルチメディアビジネス学科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程ＯＡ秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程インテリアビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程金融ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程経営情報学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程経営マネジメント学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程経理ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程国際秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程情報経理学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程情報システム学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程トラベルビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程ファッションビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程フラワービジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程リゾートビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程スポーツビジネス学科 平成8年12月4日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程ホテルビジネス学科 平成8年12月4日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程イベントプランニング学科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程医療秘書学科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日
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東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程編集・出版ビジネス学科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程マルチメディアビジネス学科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程ビジネスコミニュケーション学科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程福祉サービス学科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程クリエイティブビジネス学科 平成13年3月1日 ～ 平成17年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程経営ビジネス学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程情報システム学科３年制 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程情報ビジネス学科 平成13年3月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程レジャー観光学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程営業マネジメント学科 平成14年2月27日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程観光ビジネス学科 平成14年2月27日 ～ 平成25年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程経営マネジメント学科 平成14年2月27日 ～ 平成20年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程サービスマネジメント学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程情報ビジネス学科夜間部 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京商科学院専門学校

商業専門課程情報ビジネス学科夜間部（３
年制）

平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程情報ビジネス学科夜間部（２年制） 平成16年2月17日 ～ 平成25年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程情報ビジネス学科夜間部（３年制） 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程インターンシップ学科（夜間部） 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程情報マネジメント学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程ショップビジネス学科 平成17年3月3日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程アクティブビジネス学科 平成17年12月26日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程イベント・テーマパーク学科 平成17年12月26日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程オフィスキャリア学科 平成17年12月26日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程観光ビジネス学科Ⅱ部 平成17年12月26日 ～ 平成25年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程経営マネジメント学科Ⅱ部 平成17年12月26日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程情報システム学科 平成17年12月26日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程情報システム学科Ⅱ部 平成17年12月26日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程ショップビジネス学科Ⅱ部 平成17年12月26日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程フラワービジネス学科 平成17年12月26日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日
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東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程観光サービス学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程観光サービス学科Ⅱ部 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程情報ビジネス学科Ⅱ部 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程スポーツ・福祉ビジネス学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程スポーツ・福祉ビジネス学科Ⅱ部 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程鉄道交通ビジネス学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程経営ビジネス学科 平成20年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程経営ビジネス学科Ⅱ部 平成20年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程事務・経理ビジネス学科 平成20年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程貿易ビジネス学科 平成22年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程経営・ショップビジネス学科Ⅱ部 平成22年11月29日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程事務・情報ビジネス学科Ⅱ部 平成22年11月29日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程ファッションビジネス学科 平成22年11月29日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 東京商科学院専門学校 商業専門課程アジアビジネス学科 平成23年12月22日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京商工経済専門学校 商業実務専門課程情報経理科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 東京商工経済専門学校 商業実務専門課程情報処理科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京商工経済専門学校

商業実務専門課程情報処理科ＩＴシステム
コース

平成13年4月1日 平成20年2月26日

東京都 東京商工経済専門学校 商業実務専門課程秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京商工経済専門学校

商業実務専門課程情報処理科ＩＴビジネス
コース

平成14年4月1日 平成20年2月26日

東京都 東京商工経済専門学校 商業実務専門課程情報処理科ＩＴシステムコース 平成13年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 東京商工経済専門学校 商業実務専門課程情報処理科ＩＴビジネスコース 平成14年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 東京商工経済専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 東京情報クリエイター工学院専門学校 専門課程（工業関係）　クリエイター学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

東京都 東京情報クリエイター工学院専門学校 専門課程（工業関係）　情報処理学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

東京都 東京情報経理専門学校 情報経理専門課程観光ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校東京カレッジ・オブ・ビジネス 情報経理専門課程観光ビジネス学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 東京情報経理専門学校 情報経理専門課程経営経理学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校東京カレッジ・オブ・ビジネス 情報経理専門課程経営経理学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 東京情報経理専門学校 情報経理専門課程情報経理学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校東京カレッジ・オブ・ビジネス 情報経理専門課程経営情報学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 工業専門課程インテリアデザイン学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 工業専門課程グラフィックデザイン学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報処理ＳＥ科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報処理学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日
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東京都 東京情報ビジネス専門学校 工業専門課程ビジュアルビジネスデザイン学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京情報ビジネス専門学校 工業専門課程マスコミデザイン学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程医療秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程コンピュータタイプ学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程コンピュータ秘書学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京情報ビジネス専門学校

ビジネス専門課程コンピュータビジネス学
科

平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程情報経理学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程情報ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程経営マネジメント学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 東京情報ビジネス専門学校
ビジネス専門課程スチュワーデス・観光学科昼間
部

平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程ホテル・観光学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程総合ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程ビジネス英語学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程ビジネス情報処理学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程病院管理学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程ホテルトラベル学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程国際ホテル学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 工業専門課程コミニュケーション学科 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東京情報ビジネス専門学校

工業専門課程マルチメディアコミュニケー
ション学科

平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報処理学科 平成8年4月1日 ～ 平成8年12月4日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 工業専門課程マスコミデザイン学科 平成8年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東京情報ビジネス専門学校 工業専門課程コンピュータデザイン学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程経営マネジメント学科 平成8年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程国際ホテル学科 平成8年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 工業専門課程コンピュータデザイン学科 平成10年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京情報ビジネス専門学校
工業専門課程マルチメディアコミュニケーション学
科

平成10年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程音楽ビジネス学科 平成10年12月21日 ～ 平成16年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程コンピュータビジネス学科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程スポーツビジネス学科 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程フードビジネス学科 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程フラワーデザイン学科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程フラワービジネス学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程ホテル・観光学科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
東京情報ビジネス専門学校

ビジネス専門課程ホテル・観光・トラベル学
科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程幼児ビジネス学科 平成10年12月21日 ～ 平成18年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程医療福祉ビジネス学科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程キャリアレディー学科 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日
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東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程ビジネス実務学科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程フラワービジネス学科 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程ホテル・観光・トラベル学科 平成11年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 工業専門課程インテリアコーディネーター科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 工業専門課程音楽映像学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 工業専門課程音楽エンジニア学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 工業専門課程デジタルメディア学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京情報ビジネス専門学校 工業専門課程マルチメディア学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程医療・福祉ビジネス学科 平成14年2月27日 ～ 平成18年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程放送ビジネス学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程ホテル・ブライダル学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 工業専門課程インターネット学科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 工業専門課程マルチメディア学科 平成14年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程ｅ－ビジネス学科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程ベンチャービジネス学科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程パソコンマスター科 平成17年3月3日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程ビジネス心理学科 平成17年3月3日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程ビジネス情報処理学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程情報ビジネス学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 東京情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程情報ビジネス学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

東京都 東京女子医科大学看護専門校 看護専門課程看護学科 平成7年4月1日 ～ 平成7年11月30日

東京都 東京女子医科大学附属第二看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京女子医科大学看護専門校 看護専門課程看護学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校 福祉専門課程音楽療法学科１部(１) 平成15年2月19日 ～ 平成31年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校 福祉専門課程音楽療法専攻学科１部(２) 平成15年2月19日 ～ 平成31年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
東京心理音楽療法福祉専門学校 福祉専門課程１部(１)介護福祉学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校
福祉専門課程介護リハビリ手話ボランティア文化
学科

平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校
福祉専門課程高齢者痴呆心理カウンセラー学科
１部(２)

平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校
福祉専門課程手話ボランティア福祉セラピー学科
１部(１)

平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
東京心理音楽療法福祉専門学校

福祉専門課程１部(１)手話ボランティア福祉
セラピー学科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校 福祉専門課程心理カウンセラー学科１部(１) 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
東京心理音楽療法福祉専門学校

福祉専門課程１部(１)心理カウンセラー学
科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校
福祉専門課程福祉機器生活環境セラピー学科１
部(２)

平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

94 / 162 ページ



学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名

適用年月日
告示年月日 手続き

名称変更後 変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校 福祉専門課程保育福祉学科１部(２) 平成15年2月19日 ～ 平成31年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校 福祉専門課程１部(１)介護福祉学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校
福祉専門課程１部(１)手話ボランティア福祉セラ
ピー学科

平成15年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校 福祉専門課程１部(１)心理カウンセラー学科 平成15年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校 福祉専門課程１部(１)環境ビジネスＩＴ学科 平成18年3月2日 ～ 平成31年3月31日 平成18年3月2日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校 福祉専門課程１部(２)環境ビジネスＩＴ学科 平成18年3月2日 ～ 平成31年3月31日 平成18年3月2日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校 福祉専門課程１部(２)認知行動療法心理学科 平成18年3月2日 ～ 平成31年3月31日 平成18年3月2日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校 福祉専門課程１部(２)福祉ビジネスＩＴ学科 平成18年3月2日 ～ 平成18年3月2日

東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校 福祉専門課程音楽療法保育学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校 福祉専門課程環境福祉ビジネスＩＴ学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 東京心理音楽療法福祉専門学校 福祉専門課程心理ＩＴ学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 東京スイーツ＆カフェ専門学校 衛生専門課程スイーツパティシエ科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 東京杉並英語専門学校 実務英語専門課程実務英語科カレッジ・コース 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都
東京スクール・オブ・ビジネス千駄ケ谷専門
学校

ビジネス専門課程国際ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校東京ネットウエイブ ビジネス専門課程国際ビジネス科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都
東京スクール・オブ・ビジネス千駄ケ谷専門
学校

ビジネス専門課程情報経理科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校東京ネットウエイブ ビジネス専門課程情報経理科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都
東京スクール・オブ・ビジネス千駄ケ谷専門
学校

ビジネス専門課程ビジネス情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校東京ネットウエイブ ビジネス専門課程ビジネス情報処理科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都
東京スクールオブミュージック＆ダンス専門
学校

文化・教養専門課程音楽テクノロジー科２年制（昼
間部一）

平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都
東京スクールオブミュージック＆ダンス専門
学校

文化・教養専門課程音楽テクノロジー科２年制（昼
間部二）

平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都
東京スクールオブミュージック＆ダンス専門
学校

文化・教養専門課程音楽テクノロジー科３年制（昼
間部一）

平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都
東京スクールオブミュージック＆ダンス専門
学校

文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科（昼間
部一）

平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都
東京スクールオブミュージック＆ダンス専門
学校

文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科（昼間
部二）

平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都
東京スクールオブミュージック＆ダンス専門
学校

文化・教養専門課程プロミュージシャン科（昼間部
一）

平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都
東京スクールオブミュージック＆ダンス専門
学校

文化・教養専門課程プロミュージシャン科（昼間部
二）

平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 東京スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程音楽テクノロジー科２年制（昼
間部）

平成13年3月1日 ～ 平成23年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京スクールオブミュージック専門学校

文化・教養専門課程音楽テクノロジー科２
年制（昼間部一）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程音楽テクノロジー科２年制（夜
間部）

平成13年3月1日 ～ 平成23年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京スクールオブミュージック専門学校

文化・教養専門課程音楽テクノロジー科２
年制（昼間部二）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程音楽テクノロジー科３年制（昼
間部）

平成13年3月1日 ～ 平成23年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京スクールオブミュージック専門学校

文化・教養専門課程音楽テクノロジー科３
年制（昼間部一）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程音楽テクノロジー科３年制（夜
間部）

平成13年3月1日 ～ 平成23年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京スクールオブミュージック専門学校

文化・教養専門課程音楽テクノロジー科３
年制（昼間部二）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科（昼間
部）

平成13年3月1日 ～ 平成23年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京スクールオブミュージック専門学校

文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科
（昼間部一）

平成23年4月1日 平成23年12月22日
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東京都 東京スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程プロミュージシャン科（昼間
部）

平成13年3月1日 ～ 平成23年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京スクールオブミュージック専門学校

文化・教養専門課程プロミュージシャン科
（昼間部一）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程プロミュージシャン科（夜間
部）

平成13年3月1日 ～ 平成23年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京スクールオブミュージック専門学校

文化・教養専門課程プロミュージシャン科
（昼間部二）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科夜間部 平成14年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京スクールオブミュージック専門学校

文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科
（昼間部二）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程メディア・ビジュアルデザイン
科昼間部２年制

平成14年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成14年2月27日 廃止 東京スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程音楽テクノロジー科２
年制（昼間部）

平成22年3月31日 平成23年12月22日

東京都 東京スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程メディア・ビジュアルデザイン
科夜間部

平成14年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成14年2月27日 廃止 東京スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程音楽テクノロジー科３
年制（昼間部）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程メディア・ビジュアルデザイン
科昼間部３年制

平成15年2月19日 ～ 平成22年3月31日 平成15年2月19日 廃止 東京スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程音楽テクノロジー科２
年制（夜間部）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程音楽テクノロジー科２年制（昼
間部一）

平成23年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東京スクールオブミュージック＆ダンス専
門学校

文化・教養専門課程音楽テクノロジー科２
年制（昼間部一）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 東京スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程音楽テクノロジー科２年制（昼
間部二）

平成23年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東京スクールオブミュージック＆ダンス専
門学校

文化・教養専門課程音楽テクノロジー科２
年制（昼間部二）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 東京スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程音楽テクノロジー科３年制（昼
間部一）

平成23年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東京スクールオブミュージック＆ダンス専
門学校

文化・教養専門課程音楽テクノロジー科３
年制（昼間部一）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 東京スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程音楽テクノロジー科３年制（昼
間部二）

平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 東京スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科（昼間
部一）

平成23年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東京スクールオブミュージック＆ダンス専
門学校

文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科
（昼間部一）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 東京スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科（昼間
部二）

平成23年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東京スクールオブミュージック＆ダンス専
門学校

文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科
（昼間部二）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 東京スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程プロミュージシャン科（昼間部
一）

平成23年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東京スクールオブミュージック＆ダンス専
門学校

文化・教養専門課程プロミュージシャン科
（昼間部一）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 東京スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程プロミュージシャン科（昼間部
二）

平成23年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東京スクールオブミュージック＆ダンス専
門学校

文化・教養専門課程プロミュージシャン科
（昼間部二）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都
東京スクールオブミュージック専門学校渋
谷

文化・教養専門課程音楽テクノロジー科（昼間部） 平成16年2月17日 ～ 平成27年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東京スクールオブミュージック専門学校
渋谷

文化・教養専門課程音楽テクノロジー科（２
年制昼間部一）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都
東京スクールオブミュージック専門学校渋
谷

文化・教養専門課程音楽テクノロジー科（夜間部） 平成16年2月17日 ～ 平成27年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東京スクールオブミュージック専門学校
渋谷

文化・教養専門課程音楽テクノロジー科（２
年制昼間部二）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都
東京スクールオブミュージック専門学校渋
谷

文化・教養専門課程パフォーミングアーツ科（昼間
部）

平成16年2月17日 ～ 平成27年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東京スクールオブミュージック専門学校
渋谷

文化・教養専門課程パフォーミングアーツ
科（昼間部一）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都
東京スクールオブミュージック専門学校渋
谷

文化・教養専門課程パフォーミングアーツ科（夜間
部）

平成16年2月17日 ～ 平成27年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東京スクールオブミュージック専門学校
渋谷

文化・教養専門課程パフォーミングアーツ
科（昼間部二）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都
東京スクールオブミュージック専門学校渋
谷

文化・教養専門課程音楽テクノロジー科（３年制昼
間部）

平成19年2月1日 ～ 平成27年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東京スクールオブミュージック専門学校
渋谷

文化・教養専門課程音楽テクノロジー科（３
年制昼間部一）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都
東京スクールオブミュージック専門学校渋
谷

文化・教養専門課程音楽テクノロジー科（３年制夜
間部）

平成19年2月1日 ～ 平成27年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東京スクールオブミュージック専門学校
渋谷

文化・教養専門課程音楽テクノロジー科（３
年制昼間部二）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都
東京スクールオブミュージック専門学校渋
谷

文化・教養専門課程音楽テクノロジー科（２年制昼
間部一）

平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都
東京スクールオブミュージック専門学校渋
谷

文化・教養専門課程音楽テクノロジー科（２年制昼
間部二）

平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都
東京スクールオブミュージック専門学校渋
谷

文化・教養専門課程音楽テクノロジー科（３年制昼
間部一）

平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都
東京スクールオブミュージック専門学校渋
谷

文化・教養専門課程音楽テクノロジー科（３年制昼
間部二）

平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都
東京スクールオブミュージック専門学校渋
谷

文化・教養専門課程パフォーミングアーツ科（昼間
部一）

平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都
東京スクールオブミュージック専門学校渋
谷

文化・教養専門課程パフォーミングアーツ科（昼間
部二）

平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都 東京すし和食調理専門学校 調理文化専門課程和食調理科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 文化・教養専門課程スポーツ・インストラクター科 平成8年12月4日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日
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東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 商業実務専門課程レクリエーション・ビジネス科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 文化・教養専門課程チャイルド・スポーツ科昼間部 平成9年11月17日 ～ 平成25年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
東京スポーツ・レクリエーション専門学校

文化・教養専門課程こどもスポーツ科（昼間
部）

平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 商業実務専門課程トラベル・ビジネス科昼間部 平成10年12月21日 ～ 平成19年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校
文化・教養専門課程スポーツ・インストラクター科
夜間部

平成10年12月21日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 文化・教養専門課程スポーツヘルス科昼間部 平成10年12月21日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 文化・教養専門課程スポーツヘルス科夜間部 平成10年12月21日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 文化・教養専門課程マリンスポーツ科昼間部 平成10年12月21日 ～ 平成21年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校
文化・教養専門課程テニスインストラクター科昼間
部

平成12年2月8日 ～ 平成20年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東京スポーツ・レクリエーション専門学校 文化・教養専門課程テニスコーチ科 平成20年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校
文化・教養専門課程テニスインストラクター科夜間
部

平成12年2月8日 ～ 平成22年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 文化・教養専門課程アウトドアスポーツ科昼間部 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 文化・教養専門課程スポーツトレーナー科昼間部 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 文化・教養専門課程スポーツトレーナー科夜間部 平成15年2月19日 ～ 平成24年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
東京スポーツ・レクリエーション専門学校

文化・教養専門課程アスレティックトレー
ナー養成科

平成24年4月1日 平成26年1月28日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 医療専門課程柔道整復科（昼間部） 平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東京スポーツ・レクリエーション専門学校 医療専門課程柔道整復科Ⅰ部 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 医療専門課程柔道整復科（夜間部） 平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東京スポーツ・レクリエーション専門学校 医療専門課程柔道整復科Ⅱ部 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校
文化・教養専門課程スポーツインストラクター科
（昼間部）

平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校
文化・教養専門課程スポーツインストラクター科
（夜間部）

平成16年2月17日 ～ 平成24年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校
文化・教養専門課程チャイルド・スポーツ科（夜間
部）

平成17年3月3日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 医療専門課程鍼灸科（昼間部） 平成17年12月26日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
東京スポーツ・レクリエーション専門学校 医療専門課程鍼灸科Ⅰ部 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 医療専門課程鍼灸科（夜間部） 平成17年12月26日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
東京スポーツ・レクリエーション専門学校 医療専門課程鍼灸科Ⅱ部 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 医療専門課程理学療法科（夜間部） 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東京スポーツ・レクリエーション専門学校 医療専門課程理学療法科Ⅱ部 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 医療専門課程柔道整復科Ⅰ部 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 医療専門課程柔道整復科Ⅱ部 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 医療専門課程鍼灸科Ⅰ部 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 医療専門課程鍼灸科Ⅱ部 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 医療専門課程理学療法科Ⅱ部 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 文化・教養専門課程スポーツコーチ科 平成22年11月29日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 文化・教養専門課程テニスコーチ科 平成20年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 文化・教養専門課程通訳ガイド科 平成23年12月22日 ～ 平成29年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

97 / 162 ページ



学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名

適用年月日
告示年月日 手続き

名称変更後 変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 文化・教養専門課程レジャースポーツ科 平成23年12月22日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 商業実務専門課程スポーツビジネス科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校
文化・教養専門課程アスレティックトレーナー養成
科

平成24年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
東京スポーツ・レクリエーション専門学校

文化・教養専門課程アスレティックトレー
ナー養成科（夜間部）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 文化・教養専門課程こどもスポーツ科（昼間部） 平成25年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
東京スポーツ・レクリエーション専門学校 文化・教養専門課程こども保育スポーツ科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校
文化・教養専門課程アスレチックトレーナー養成
科（昼間部）

平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校
文化・教養専門課程アスレティックトレーナー養成
科（夜間部）

平成26年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
東京スポーツ・レクリエーション専門学校

文化・教養専門課程　アスレティックトレー
ナー養成科土日部

平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 文化・教養専門課程こども保育スポーツ科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都 東京スポーツ・レクリエーション専門学校
文化・教養専門課程　アスレティックトレーナー養
成科土日部

平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 東京墨田看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 東京製菓学校 製菓専門課程第１部本科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東京製菓学校 製菓専門課程第１部洋菓子本科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 東京製菓学校 製菓専門課程第１部和菓子本科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 東京製菓学校 製菓専門課程第１部パン本科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都 東京誠心調理師専門学校 調理師専門課程調理師科２年制 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京誠心調理師専門学校 調理師専門課程シェフパティシエ科２年制 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

東京都 東京製図専門学校 製図専門課程ＣＡＤ設計製図科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京製図専門学校 製図専門課程インテリアコーディネータ科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成24年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 東京製図専門学校 製図専門課程機械工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京製図専門学校 製図専門課程機械設計製図科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 東京製図専門学校 製図専門課程建築学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成24年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 東京製図専門学校 製図専門課程自動車工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 東京製図専門学校 製図専門課程情報処理ＳＥ科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 東京製図専門学校 製図専門課程製図学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京製図専門学校 製図専門課程製図・ＣＡＤ学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 東京製図専門学校 製図専門課程電子工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 東京製図専門学校 製図専門課程店舗設計製図科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京製図専門学校 製図専門課程店舗設計デザイン科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 東京製図専門学校 製図専門課程土木工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京製図専門学校 製図専門課程土木設計製図科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 東京製図専門学校 製図専門課程環境システム製図科昼間部 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東京製図専門学校 製図専門課程機械設計製図科 平成7年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東京製図専門学校 製図専門課程自動車製図科昼間部 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日
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東京都 東京製図専門学校 製図専門課程デザイン科昼間部 平成7年11月30日 ～ 平成10年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京製図専門学校 製図専門課程土木設計製図科 平成7年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東京製図専門学校 製図専門課程機械工学科（昼間部） 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京製図専門学校 製図専門課程建築設備工学科（昼間部） 平成9年11月17日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京製図専門学校 製図専門課程自動車工学科（昼間部） 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京製図専門学校 製図専門課程土木工学科（昼間部） 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京製図専門学校 製図専門課程建築デザイン科 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
東京製図専門学校 製図専門課程店舗・建築デザイン科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 東京製図専門学校 製図専門課程マルチメディア科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京製図専門学校 製図専門課程建築学科（三年制） 平成12年2月8日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京製図専門学校 製図専門課程建築施工管理学科（三年制） 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京製図専門学校 製図専門課程店舗設計デザイン科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京製図専門学校 製図専門課程製図・ＣＡＤ学科 平成14年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 東京製図専門学校 製図専門課程店舗・建築デザイン科 平成14年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京セクレタリー専門学校 秘書専門課程ＯＡ秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京セクレタリー専門学校 秘書専門課程ビジネス秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
豊島医療秘書福祉専門学校 秘書専門課程総合ビジネス秘書学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 東京セクレタリー専門学校 秘書専門課程秘書教養学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 東京セクレタリー専門学校 秘書専門課程メディカル秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
豊島医療秘書福祉専門学校 医療事務専門課程医療秘書学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 東京染色美術専門学校 染色美術専門課程着物染色工芸科 平成9年4月1日 ～ 平成17年12月8日 平成9年11月17日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

東京都 東京染色美術専門学校 染色美術専門課程染色デザイン科 平成9年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京染色美術専門学校 染色美術専門課程美術科 平成9年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
東京着物染色美術専門学校 染色美術専門課程美術科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京染色美術専門学校 染色美術専門課程テキスタイル科 平成10年12月21日 ～ 平成22年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
東京着物染色美術専門学校 染色美術専門課程テキスタイル科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京総合美容専門学校 美容専門課程トータルビューティー科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

東京都 東京総合美容専門学校 美容専門課程美容科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

東京都 東京綜合理容美容専門学校 理容美容専門課程美容本科 平成12年2月8日 ～ 平成20年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東京総合美容専門学校 美容専門課程美容科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 東京綜合理容美容専門学校 理容美容専門課程理容本科 平成12年2月8日 ～ 平成20年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 東京測量専門学校 測量専門課程測量工学科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京測量専門学校 測量専門課程測量システム科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 東京測量専門学校 測量専門課程測量システム科 平成14年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京体育専門学校
スポーツ健康科学専門課程社会体育学科（修業
年限２年の課程に限る。）

平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日
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東京都 東京体育専門学校
スポーツ健康科学専門課程スポーツ健康学科（２
年課程）

平成9年11月17日 ～ 平成23年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 東京体育専門学校 スポーツ健康科学専門課程高齢者健康学科 平成13年3月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京体育専門学校

スポーツ健康科学専門課程介護予防運動
学科

平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 東京体育専門学校 スポーツ健康科学専門課程介護予防運動学科 平成18年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 東京大学医学部附属看護学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京大学医学部附属看護学校 看護専門課程看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

東京都 東京高尾看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京田中千代服飾専門学校 服飾専門課程服飾科Ⅰ部 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京田中千代服飾専門学校 服飾専門課程アパレル総合科（昼間部） 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東京田中千代服飾専門学校 服飾専門課程ファッション造形科（昼間部） 平成16年4月1日 平成17年12月26日

東京都 東京田中千代服飾専門学校 服飾専門課程ファッションビジネス科 平成16年2月17日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校田中千代ファッションカレッジ 服飾専門課程ファッションビジネス科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 東京田中千代服飾専門学校 服飾専門課程アパレル総合科II部（夜間部） 平成17年3月3日 ～ 平成16年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
東京田中千代服飾専門学校

服飾専門課程　II部ファッション造形科（夜
間部）

平成16年4月1日 平成19年2月22日

東京都 東京田中千代服飾専門学校 服飾専門課程ファッション造形科（昼間部） 平成16年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校田中千代ファッションカレッジ 服飾専門課程ファッション造形科（昼間部） 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 東京田中千代服飾専門学校 服飾専門課程Ⅱ部ファッション造形科（夜間部） 平成16年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校田中千代ファッションカレッジ

服飾専門課程Ⅱ部ファッション造形科（夜間
部）

平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 東京多摩調理製菓専門学校 調理専門課程調理高度技術学科 平成18年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 東京ダンス＆アクターズ専門学校
文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科（昼間
部）

平成19年2月1日 ～ 平成27年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東京ダンス＆アクターズ専門学校

文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科
（昼間部一）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 東京ダンス＆アクターズ専門学校
文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科（夜間
部）

平成19年2月1日 ～ 平成27年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東京ダンス＆アクターズ専門学校

文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科
（昼間部二）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 東京ダンス＆アクターズ専門学校
文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科（昼間
部一）

平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都 東京ダンス＆アクターズ専門学校
文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科（昼間
部二）

平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都 東京調理師専門学校 調理専門課程調理高度技術経営科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京調理師専門学校 調理専門課程高度調理技術科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京調理師専門学校 調理専門課程高度調理技術科 平成23年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東京調理製菓専門学校 調理専門課程高度調理技術科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 東京調理製菓専門学校 調理専門課程高度調理技術科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都 東京逓信病院高等看護学院 看護専門課程看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成19年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京テクノ・ホルティ園芸専門学校 商業実務専門課程フラワービジネス学科２年制 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都
東京テクノロジーコミュニケーション専門学
校

工業専門課程高度情報ソフト科（３年制・昼間部） 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
東京デザインテクノロジーセンター専門
学校

工業専門課程高度情報ソフト科（３年制・昼
間部一）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都
東京テクノロジーコミュニケーション専門学
校

工業専門課程高度情報ソフト科（３年制・夜間部） 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
東京デザインテクノロジーセンター専門
学校

工業専門課程高度情報ソフト科（３年制・夜
間部）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都
東京テクノロジーコミュニケーション専門学
校

工業専門課程ブリッジＩＴ翻訳・通訳科（昼間部） 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
東京デザインテクノロジーセンター専門
学校

工業専門課程ブリッジＩＴ翻訳・通訳科（昼間
部一）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京デザイナー学院 建築専門課程建築デザイン科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京デザイナー学院 建築専門課程建築デザイン科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京デザイナー学院 デザイン専門課程アニメーション科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日
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東京都 東京デザイナー学院 デザイン専門課程工芸工業デザイン科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京デザイナー学院

デザイン専門課程クラフトデザイン科
デザイン専門課程プロダクトデザイン科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 東京デザイナー学院 デザイン専門課程スペースデザイン科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京デザイナー学院 デザイン専門課程インテリアデザイン科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 東京デザイナー学院 デザイン専門課程ビジュアルデザイン科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京デザイナー学院 デザイン専門課程グラフィックデザイン科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 東京デザイナー学院 デザイン専門課程ファッションデザイン科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京デザイナー学院 デザイン専門課程クラフトデザイン科 平成11年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東京デザイナー学院 デザイン専門課程ハンドクラフトデザイン科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 東京デザイナー学院 デザイン専門課程プロダクトデザイン科 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

東京都 東京デザイナー学院 デザイン専門課程インテリアデザイン科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

東京都 東京デザイナー学院 デザイン専門課程グラフィックデザイン科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

東京都 東京デザイナー学院 デザイン専門課程ゲームクリエーター科 平成15年2月19日 ～ 平成30年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

東京都 東京デザイナー学院 デザイン専門課程デジタルメディア科 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 東京デザイナー学院 デザイン専門課程ハンドクラフトデザイン科 平成14年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 東京デザイナー学院 デザイン専門課程アート科 平成19年2月1日 ～ 平成30年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東京デザイナー学院 デザイン専門課程　アートデザイン科 平成30年3月31日 平成31年1月25日

東京都 東京デザイナー学院 デザイン専門課程マンガ科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 東京デザイナー学院 デザイン専門課程メイクアップアート科 平成19年2月1日 ～ 平成30年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東京デザイナー学院 デザイン専門課程　メイクアップデザイン科 平成30年3月31日 平成31年1月25日

東京都 東京デザイナー学院 デザイン専門課程イラストレーション科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 東京デザイナー学院 デザイン専門課程映像デザイン科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

東京都 東京デザイナー学院 デザイン専門課程　アートデザイン科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 東京デザイナー学院 デザイン専門課程　メイクアップデザイン科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 東京デザイン専門学校 建築専門課程建築設備設計科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東京デザイン専門学校 建築専門課程建築デザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程アニメーション科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程イラストレーション科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程インテリアコーディネーター科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程インテリアプランナー科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程グラフィックスデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程工芸アクセサリー科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京デザイン専門学校 デザイン専門課程ジュエリー・クラフト科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程コンピューターグラフィックス科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京デザイン専門学校 デザイン専門課程ＣＧデザイン科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程ディスプレイデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成31年4月1日 平成7年1月23日
名称変

更
東京デザイン専門学校

デザイン専門課程　空間ディスプレイデザイ
ン科

平成31年4月1日 令和2年2月29日
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東京都 東京デザイン専門学校 建築専門課程インテリアデザイン科 平成9年11月17日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京デザイン専門学校 建築専門課程建築科 平成9年11月17日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程ビジュアルデザイン科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程デジタルデザイン科 平成12年2月8日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程マルチメディアデザイン科 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程ＣＧデザイン科 平成14年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程ジュエリー・クラフト科 平成14年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
東京デザイン専門学校 デザイン専門課程クラフト・アクセサリー科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京デザイン専門学校 建築専門課程住宅デザイン科 平成16年2月17日 ～ 平成22年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程インテリアデザイン科 平成16年2月17日 ～ 平成22年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程ショップデザイン科 平成16年2月17日 ～ 平成22年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程マンガ科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程アニメーション科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 東京デザイン専門学校 建築専門課程インテリアデザイン科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程クラフト・アクセサリー科 平成22年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
東京デザイン専門学校

デザイン専門課程ファッションアクセサリー
科

平成27年3月31日 平成27年4月1日

東京都 東京デザイン専門学校
デザイン専門課程（文化・教養）クリエイティブアー
ト科

平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程ファッションアクセサリー科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都 東京デザイン専門学校 デザイン専門課程　空間ディスプレイデザイン科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都
東京デザインテクノロジーセンター専門学
校

工業専門課程高度情報ソフト科（３年制・昼間部
一）

平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東京デザインテクノロジーセンター専門
学校

工業専門課程ＩＴ・デザイン科（昼間部一） 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都
東京デザインテクノロジーセンター専門学
校

工業専門課程高度情報ソフト科（３年制・夜間部） 平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東京デザインテクノロジーセンター専門
学校

工業専門課程ＩＴ・デザイン科（夜間部） 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都
東京デザインテクノロジーセンター専門学
校

工業専門課程ブリッジＩＴ翻訳・通訳科（昼間部一） 平成23年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東京デザインテクノロジーセンター専門
学校

工業専門課程ＩＴ・デザインコミュニケーショ
ン科（昼間部一）

平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都
東京デザインテクノロジーセンター専門学
校

工業専門課程ＩＴ・デザイン科（昼間部一） 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都
東京デザインテクノロジーセンター専門学
校

工業専門課程ＩＴ・デザイン科（夜間部） 平成24年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
東京デザインテクノロジーセンター専門
学校

工業専門課程ＩＴ・デザイン科（昼間部二） 平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都
東京デザインテクノロジーセンター専門学
校

工業専門課程ＩＴ・デザイン科（昼間部二） 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

東京都
東京デザインテクノロジーセンター専門学
校

工業専門課程ＩＴ・デザインコミュニケーション科
（昼間部一）

平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計製図科 平成12年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程３Ｄ－ＣＡＤマスター科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程環境工学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程自然環境学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程機械工学科昼間部 平成12年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程空調設備科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程建築環境設備科 平成13年4月1日 平成14年2月27日
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東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程建築工学科昼間部 平成12年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程建築設計科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程インテリアコーディネーター科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程ＣＧデザイン科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程情報システム学科 平成12年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程生命工学技術科昼間部 平成12年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程生命バイオ工学科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程電気工学科 平成12年4月1日 ～ 平成23年8月29日 平成13年3月8日 廃止 平成23年8月29日 平成27年2月19日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程電子インターネット科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程電子工学科昼間部 平成12年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程土木工学科 平成12年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成12年4月1日 ～ 平成23年8月29日 平成13年3月8日 廃止 平成23年8月29日 平成27年2月19日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 商業実務専門課程情報処理ＳＥ科昼間部 平成12年4月1日 ～ 平成23年8月29日 平成13年3月8日 廃止 平成23年8月29日 平成27年2月19日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報処理科 平成12年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京デジタルテクニカル専門学校 商業実務専門課程ｅ－ビジネス学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程ＣＧデザイン科 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程ビジュアルデザイン科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程医療工学科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程インテリアコーディネーター科 平成13年4月1日 ～ 平成23年8月29日 平成14年2月27日 廃止 平成23年8月29日 平成27年2月19日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程建築環境設備科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程自然環境学科 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程環境工学科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 商業実務専門課程ｅ－ビジネス学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 商業実務専門課程ネットワーク技術科 平成15年2月19日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
東京デジタルテクニカル専門学校 商業実務専門課程情報処理ネットワーク科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程３Ｄ－ＣＡＤマスター科 平成17年4月1日 ～ 平成23年8月29日 平成19年2月22日 廃止 平成23年8月29日 平成27年2月19日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程環境工学科 平成17年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程生命バイオ工学科 平成17年4月1日 ～ 平成23年8月29日 平成19年2月22日 廃止 平成23年8月29日 平成27年2月19日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 工業専門課程ビジュアルデザイン科 平成17年4月1日 ～ 平成23年8月29日 平成19年2月22日 廃止 平成23年8月29日 平成27年2月19日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 商業実務専門課程情報処理ネットワーク科 平成17年4月1日 ～ 平成23年8月29日 平成19年2月22日 廃止 平成23年8月29日 平成27年2月19日

東京都 東京デジタルテクニカル専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成22年2月26日 ～ 平成23年8月29日 平成22年2月26日 廃止 平成23年8月29日 平成27年2月19日

東京都 東京電子専門学校 医療専門課程診療放射線学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京電子専門学校 医療専門課程臨床検査学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京電子専門学校 医療専門課程臨床工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日
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東京都 東京電子専門学校 工業専門課程情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東京電子専門学校 工業専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京電子専門学校 工業専門課程情報通信科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京電子専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京電子専門学校 工業専門課程ネット・ビジネス科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 東京電子専門学校 工業専門課程電気工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京電子専門学校 工業専門課程電子技術科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京電子専門学校 工業専門課程電子情報技術科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 東京電子専門学校 工業専門課程電子工学科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 東京電子専門学校 工業専門課程情報処理科３年制 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

東京都 東京電子専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成9年11月17日 ～ 平成18年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
東京電子専門学校 工業専門課程ウェブ・メディア科 平成18年4月1日 平成21年2月27日

東京都 東京電子専門学校 工業専門課程電子情報技術科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東京電子専門学校 工業専門課程総合エレクトロニクス科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

東京都 東京電子専門学校 工業専門課程ネット・ビジネス科 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 東京電子専門学校 工業専門課程ウェブ・メディア科 平成18年4月1日 ～ 平成21年2月27日

東京都 東京電子専門学校 工業専門課程総合エレクトロニクス科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
東京電子専門学校 工業専門課程電子技術科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 東京電子専門学校 工業専門課程電子技術科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

東京都 東京都済生会看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 東京トフィ・ファッション専門学校 服飾専門課程ファッションテクニカル科 平成10年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成11年3月2日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京トフィ・ファッション専門学校 服飾専門課程ファッションビジネス科 平成10年4月1日 ～ 平成28年9月16日 平成11年3月2日 廃止 平成28年9月16日 平成30年2月28 日

東京都 東京トフィ・ファッション専門学校 服飾専門課程スタイリスト科 平成14年2月27日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東京トフィ・ファッション専門学校 服飾専門課程ファッションデザイン科 平成15年2月19日 ～ 平成28年9月16日 平成15年2月19日 廃止 平成28年9月16日 平成30年2月28 日

東京都 東京トフィ・ファッション専門学校 服飾専門課程メイクアップ科 平成17年12月26日 ～ 平成28年9月16日 平成17年12月26日 廃止 平成28年9月16日 平成30年2月28 日

東京都 東京豊島ＩＴ医療福祉専門学校 医療事務専門課程病院事務学科 平成23年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東京豊島ＩＴ医療福祉専門学校 医療事務専門課程　医療事務学科 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 東京豊島ＩＴ医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 東京豊島ＩＴ医療福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 東京豊島ＩＴ医療福祉専門学校 情報経理専門課程ビジネスソリューション学科 平成28年2月29日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
東京豊島ＩＴ医療福祉専門学校 情報経理専門課程　国際ビジネス学科 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 東京豊島ＩＴ医療福祉専門学校 医療事務専門課程　医療事務学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 東京豊島ＩＴ医療福祉専門学校 情報経理専門課程　国際ビジネス学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 東京豊島ＩＴ医療福祉専門学校 情報経理専門課程情報ビジネス学科 平成30年2月28 日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 東京豊島医療福祉専門学校 医療事務専門課程医療秘書学科 平成14年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日
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東京都 東京豊島医療福祉専門学校 医療事務専門課程病院事務学科 平成14年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
東京豊島ＩＴ医療福祉専門学校 医療事務専門課程病院事務学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京豊島医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成14年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
東京豊島ＩＴ医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京豊島医療福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉学科 平成14年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
東京豊島ＩＴ医療福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京豊島医療福祉専門学校 社会福祉専門課程児童福祉学科 平成17年3月3日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
東京豊島医療福祉専門学校 社会福祉専門課程こども学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京豊島医療福祉専門学校 医療事務専門課程医薬メディカル学科 平成17年12月26日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 東京豊島医療福祉専門学校 社会福祉専門課程こども学科 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 社会福祉専門課程社会福祉学科 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 東京都立板橋看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京都立荏原看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京都立青梅看護専門学校 看護専門課程看護学科（２年課程） 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京都立青梅看護専門学校 看護専門課程看護学科（３年課程） 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京都立大塚看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京都立北多摩看護専門学校 看護専門課程看護学科（２年課程） 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 東京都立北多摩看護専門学校 看護専門課程看護学科（３年課程） 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京都立公衆衛生看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京都立豊島看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京都立広尾看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京都立府中看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京都立松沢看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東京都立南多摩看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 東京西の森歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 東京日建工科専門学校 建築専門課程建築ＣＡＤビジネス科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都 東京日建工科専門学校 建築専門課程建築学科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
東京日建工科専門学校 建築専門課程建築ＣＡＤ設計科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東京日建工科専門学校 建築専門課程土木工学科 平成12年2月8日 ～ 平成21年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 東京日建工科専門学校 建築専門課程建築ＣＡＤ設計科 平成12年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京日建工科専門学校 建築専門課程建築設計科（昼間部） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京日建工科専門学校 建築専門課程建築ＣＡＤ技術科 平成20年2月26日 ～ 平成28年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
東京日建工科専門学校 建築専門課程建築ＣＡＤビジネス科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 東京日建工科専門学校 建築専門課程建築設計科（昼間部） 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 東京日建工科専門学校 建築専門課程建築設計科（夜間部） 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 東京日建工科専門学校 建築専門課程建築インテリアデザイン科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日
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東京都 東京バイオテクノロジー専門学校 農業専門課程バイオテクノロジー学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京バイオテクノロジー専門学校 農業専門課程バイオテクノロジー学科（昼間部） 平成16年2月17日 ～ 平成22年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東京バイオテクノロジー専門学校

農業専門課程　バイオテクノロジー科３年制
（昼間部）

平成22年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京バイオテクノロジー専門学校 農業専門課程バイオテクノロジー学科（夜間部） 平成16年2月17日 ～ 平成22年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東京バイオテクノロジー専門学校

農業専門課程　バイオテクノロジー科３年制
（夜間部）

平成22年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京バイオテクノロジー専門学校
農業専門課程　バイオテクノロジー科３年制（昼間
部）

平成22年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 東京バイオテクノロジー専門学校
農業専門課程　バイオテクノロジー科３年制（夜間
部）

平成22年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 東京ビジネス外語専門学校 外国語専門課程国際情報ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
グレッグ外語専門学校 外国語専門課程国際情報ビジネス学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東京ビジネス外語専門学校 外国語専門課程米英語学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
グレッグ外語専門学校 外国語専門課程米英語学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東京ビジネス外語専門学校新宿校 外国語専門課程国際情報ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
グレッグ外語専門学校新宿校 外国語専門課程国際情報ビジネス学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東京ビジネス外語専門学校新宿校 外国語専門課程米英語学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
グレッグ外語専門学校新宿校 外国語専門課程米英語学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東京聖星社会福祉専門学校 社会福祉教育専門課程介護福祉学科 平成13年3月1日 ～ 平成24年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 東京ビューティーアート専門学校 衛生専門課程トータルビューティー科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

東京都 東京ビューティーアート専門学校 衛生専門課程美容科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

東京都 東京ビューティーアート専門学校 衛生専門課程ブライダルプロデュース科 平成21年2月27日 ～ 平成25年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京ビューティーアート専門学校 衛生専門課程　ヘアメイク科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

東京都 東京ビューティーアンドブライダル専門学校 衛生専門課程　トータルビューティー科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 東京ビューティーアンドブライダル専門学校 衛生専門課程　美容科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 東京ビューティーアンドブライダル専門学校 商業実務専門課程　ウェディングプランナー科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 東京ビューティーアンドブライダル専門学校
商業実務専門課程　ブライダルヘアメイク＆ドレス
科

平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 東京美容専門学校 美容専門課程第一本科 平成10年12月21日 ～ 平成21年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
東京美容専門学校 美容専門課程美容総合科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 東京美容専門学校 美容専門課程美容総合科 平成21年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
東京美容専門学校 美容専門課程ヘアスタイリスト科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 東京美容専門学校 美容専門課程ヘアスタイリスト科 平成24年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
東京美容専門学校 美容専門課程美容総合科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 東京美容専門学校 美容専門課程美容総合科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都 東京ファッションアカデミー 家政専門課程コーディネーター・スタイリスト科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校東京メディアアカデミー

服飾専門課程コーディネーター・スタイリス
ト科

平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 東京ファッションアカデミー 家政専門課程ファッションデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校東京メディアアカデミー 服飾専門課程ファッションデザイン科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 東京ファッション専門学校 服飾専門課程きもの技術科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京ファッション専門学校

服飾専門課程きものファッション科テクニカ
ルコース

平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東京ファッション専門学校 服飾専門課程デザイナー科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京ファッション専門学校

服飾専門課程ファッションデザイン科デザイ
ンコース

平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東京ファッション専門学校 服飾専門課程パタンナー科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京ファッション専門学校

服飾専門課程ファッションデザイン科パタン
メーキングコース

平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東京ファッション専門学校
服飾専門課程きものファッション科テクニカルコー
ス

平成12年4月1日 ～ 平成13年3月8日
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東京都 東京ファッション専門学校
服飾専門課程ファッションデザイン科デザインコー
ス

平成12年4月1日 ～ 平成13年3月8日

東京都 東京ファッション専門学校
服飾専門課程ファッションデザイン科パタンメーキ
ングコース

平成12年4月1日 ～ 平成13年3月8日

東京都 東京フィルムセンター映画・俳優専門学校 文化・教養専門課程映画制作科（昼間部） 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
東京フィルムセンター映画・俳優専門学
校

文化・教養専門課程映画制作科（昼間部
一）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京フィルムセンター映画・俳優専門学校 文化・教養専門課程映画制作科（夜間部） 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
東京フィルムセンター映画・俳優専門学
校

文化・教養専門課程映画制作科（昼間部
二）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京フィルムセンター映画・俳優専門学校 文化・教養専門課程映画俳優科（昼間部） 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
東京フィルムセンター映画・俳優専門学
校

文化・教養専門課程映画俳優科（昼間部
一）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京フィルムセンター映画・俳優専門学校 文化・教養専門課程映画俳優科（夜間部） 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
東京フィルムセンター映画・俳優専門学
校

文化・教養専門課程映画俳優科（昼間部
二）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京フィルムセンター映画・俳優専門学校 文化・教養専門課程映画制作科（昼間部一） 平成23年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東京放送芸術＆映画・俳優専門学校

文化・教養専門課程　映画制作科（昼間部
一）

平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 東京フィルムセンター映画・俳優専門学校 文化・教養専門課程映画制作科（昼間部二） 平成23年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東京放送芸術＆映画・俳優専門学校

文化・教養専門課程　映画制作科（昼間部
二）

平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 東京フィルムセンター映画・俳優専門学校 文化・教養専門課程映画俳優科（昼間部一） 平成23年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東京放送芸術＆映画・俳優専門学校

文化・教養専門課程　映画俳優科（昼間部
一）

平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 東京フィルムセンター映画・俳優専門学校 文化・教養専門課程映画俳優科（昼間部二） 平成23年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東京放送芸術＆映画・俳優専門学校

文化・教養専門課程　映画俳優科（昼間部
二）

平成30年4月1日 　平成31年1月25日

東京都
東京フィルムセンタースクールオブアート専
門学校

文化･教養専門課程映画制作科（昼間部） 平成19年2月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東京フィルムセンター映画・俳優専門学
校

文化・教養専門課程映画制作科（昼間部） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都
東京フィルムセンタースクールオブアート専
門学校

文化･教養専門課程映画制作科（夜間部） 平成19年2月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東京フィルムセンター映画・俳優専門学
校

文化・教養専門課程映画制作科（夜間部） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都
東京フィルムセンタースクールオブアート専
門学校

文化･教養専門課程映画俳優科（昼間部） 平成19年2月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東京フィルムセンター映画・俳優専門学
校

文化・教養専門課程映画俳優科（昼間部） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都
東京フィルムセンタースクールオブアート専
門学校

文化･教養専門課程映画俳優科（夜間部） 平成19年2月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東京フィルムセンター映画・俳優専門学
校

文化・教養専門課程映画俳優科（夜間部） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京フード製菓中医薬専門学校 文化・教養専門課程健康薬食美ＩＴ学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 東京フード製菓中医薬専門学校 衛生専門課程１部製菓製パン管理学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

東京都 東京フード製菓中医薬専門学校 文化教養専門課程１部健康中医薬業学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
東京フード製菓中医薬専門学校

文化・教養専門課程１部(１)健康中医薬業
学科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 東京フード製菓中医薬専門学校 文化・教養専門課程１部(１)健康中医薬業学科 平成15年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 東京フード製菓中医薬専門学校 文化・教養専門課程１部(２)健康中医薬業学科 平成17年3月3日 ～ 平成31年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 東京フード製菓中医薬専門学校 文化・教養専門課程１部(２)中医薬研究ＩＴ学科 平成17年3月3日 ～ 平成31年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 東京フード製菓中医薬専門学校 文化・教養専門課程１部(２)フードビジネスＩＴ学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

東京都 東京福祉商経専門学校 外語ビジネス専門課程国際ビジネス学科Ⅰ 平成8年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京福祉商経専門学校 外語ビジネス専門課程国際ビジネス学科Ⅱ 平成8年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京福祉商経専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士学科 平成8年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東京福祉保育専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 東京福祉商経専門学校
社会福祉専門課程社会福祉士受験資格・児童指
導員学科

平成8年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東京福祉商経専門学校

社会福祉専門課程児童指導員・社会福祉
学科

平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東京福祉商経専門学校 外語ビジネス専門課程国際ビジネス学科 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京福祉保育専門学校

外語ビジネス専門課程国際福祉ビジネス学
科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 東京福祉商経専門学校 社会福祉専門課程児童指導員・社会福祉学科 平成12年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京福祉保育専門学校

社会福祉専門課程児童指導員・社会福祉
学科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程　こども保育科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日
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告示年月日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程医療福祉科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成22年11月29日 平成7年1月23日 不適合 平成22年11月29日 平成22年11月29日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成24年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科 平成24年4月1日 平成26年1月28日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程健康福祉科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京福祉専門学校

社会福祉専門課程健康福祉科二年制昼間
部

平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成22年11月29日 平成7年1月23日 不適合 平成22年11月29日 平成22年11月29日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程健康福祉科夜間部 平成7年11月30日 ～ 平成13年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
東京福祉専門学校

社会福祉専門課程健康福祉科二年制夜間
部

平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程医療福祉科夜間部 平成8年12月4日 ～ 平成20年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科夜間部 平成8年12月4日 ～ 平成20年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科夜間部 平成13年3月1日 ～ 平成24年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科夜間部 平成24年4月1日 平成26年1月28日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程作業療法科昼間部 平成13年3月1日 ～ 平成24年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京福祉専門学校 社会福祉専門課程作業療法士科昼間部 平成24年4月1日 平成26年1月28日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程児童福祉科昼間部 平成13年3月1日 ～ 平成24年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京福祉専門学校

社会福祉専門課程こども保育福祉科昼間
部

平成24年4月1日 平成26年1月28日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程児童福祉科夜間部 平成13年3月1日 ～ 平成20年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程健康福祉科二年制昼間部 平成13年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程健康福祉科二年制夜間部 平成13年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程健康福祉科 平成16年2月17日 ～ 平成22年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東京福祉専門学校 社会福祉専門課程健康福祉科（３年制） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程作業療法科（夜間部） 平成17年3月3日 ～ 平成17年12月8日 平成17年3月3日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉実践科 平成22年11月29日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
東京福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士実践科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程健康福祉科（２年制） 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程健康福祉科（３年制） 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士実践科 平成24年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
東京福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士養成科 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程こども保育福祉科（夜間部） 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程作業療法士科（夜間部） 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科 平成24年4月1日 ～ 平成26年1月28日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科夜間部 平成24年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程こども保育福祉科昼間部 平成24年4月1日 ～ 平成26年1月28日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程作業療法士科昼間部 平成24年4月1日 ～ 平成26年1月28日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉士短期養成科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 東京福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士養成科 平成29年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成30年2月28 日
名称変

更
東京福祉専門学校

社会福祉専門課程　介護福祉士短期養成
科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都 東京福祉保育専門学校 外語ビジネス専門課程国際福祉ビジネス学科 平成15年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東京福祉保育専門学校

外語ビジネス専門課程国際福祉ビジネス学
科Ⅰ

平成24年4月1日 平成25年1月29日
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東京都 東京福祉保育専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

東京都 東京福祉保育専門学校 社会福祉専門課程児童指導員・社会福祉学科 平成15年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京福祉保育専門学校 社会福祉専門課程保育学科Ⅰ 平成17年12月26日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
東京福祉保育専門学校 社会福祉専門課程こども学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 東京福祉保育専門学校 社会福祉専門課程保育学科Ⅱ 平成17年12月26日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 東京福祉保育専門学校 社会福祉専門課程福祉心理学科 平成19年2月1日 ～ 平成26年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東京福祉保育専門学校 社会福祉専門課程経営福祉学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 東京福祉保育専門学校 社会福祉専門課程こども学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

東京都 東京福祉保育専門学校 外語ビジネス専門課程国際福祉ビジネス学科Ⅰ 平成24年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
東京福祉保育専門学校

外語ビジネス専門課程国際ビジネス情報学
科Ⅰ
外語ビジネス専門課程日本語ビジネス通訳
学科Ⅰ

平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 東京福祉保育専門学校 外語ビジネス専門課程国際福祉ビジネス学科Ⅱ 平成25年1月29日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
東京福祉保育専門学校

外語ビジネス専門課程国際ビジネス情報学
科Ⅱ
外語ビジネス専門課程日本語ビジネス通訳
学科Ⅱ

平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 東京福祉保育専門学校 社会福祉専門課程保育児童学科 平成25年1月29日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 東京福祉保育専門学校 外語ビジネス専門課程国際ビジネス情報学科Ⅰ 平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
東京福祉保育専門学校 外語ビジネス専門課程国際IT学科Ⅰ 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 東京福祉保育専門学校 外語ビジネス専門課程国際ビジネス情報学科Ⅱ 平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
東京福祉保育専門学校 外語ビジネス専門課程国際IT学科Ⅱ 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 東京福祉保育専門学校
外語ビジネス専門課程日本語ビジネス通訳学科
Ⅰ

平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
東京福祉保育専門学校 外語ビジネス専門課程国際ビジネス学科Ⅰ 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 東京福祉保育専門学校
外語ビジネス専門課程日本語ビジネス通訳学科
Ⅱ

平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
東京福祉保育専門学校 外語ビジネス専門課程国際ビジネス学科Ⅱ 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 東京福祉保育専門学校 外語ビジネス専門課程国際IT学科Ⅰ 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 東京福祉保育専門学校 外語ビジネス専門課程国際IT学科Ⅱ 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 東京福祉保育専門学校 外語ビジネス専門課程国際ビジネス学科Ⅰ 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 東京福祉保育専門学校 外語ビジネス専門課程国際ビジネス学科Ⅱ 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 東京福祉保育専門学校 社会福祉専門課程経営福祉学科 平成26年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
東京福祉保育専門学校 社会福祉専門課程経営福祉学科Ⅰ 平成28年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 東京福祉保育専門学校 社会福祉専門課程経営福祉学科Ⅰ 平成28年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 東京福祉保育専門学校 社会福祉専門課程経営福祉学科Ⅱ 平成30年2月28 日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 東京服飾専門学校 服飾専門課程アパレル産業産業パタンナー科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京服飾専門学校 服飾専門課程工業パタンナー科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京服飾専門学校 服飾専門課程アパレル産業スタイリスト科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京服飾専門学校

服飾専門課程スタイリスト科スタイリスト
コース

平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京服飾専門学校 服飾専門課程アパレル産業デザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京服飾専門学校 服飾専門課程アパレルデザイナー科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京服飾専門学校
服飾専門課程アパレル産業ファッションビジネス
科

平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京服飾専門学校 服飾専門課程ファッションビジネス科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京服飾専門学校 服飾専門課程テクニカル科 平成12年2月8日 ～ 平成29年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東京服飾専門学校

服飾専門課程　アパレル技能科テクニカル
コース

平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 東京服飾専門学校 服飾専門課程アパレルデザイナー科 平成22年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
東京服飾専門学校

服飾専門課程　アパレル造形科デザイナー
コース

平成29年3月31日 平成30年2月28 日
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東京都 東京服飾専門学校 服飾専門課程工業パタンナー科 平成22年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
東京服飾専門学校

服飾専門課程　アパレル造形科パタンナー
コース

平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 東京服飾専門学校 服飾専門課程スタイリスト科スタイリストコース 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 東京服飾専門学校 服飾専門課程ファッションビジネス科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 東京服飾専門学校 服飾専門課程アパレル技能科テクニカルコース 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 東京服飾専門学校 服飾専門課程アパレル造形科デザイナーコース 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 東京服飾専門学校 服飾専門課程アパレル造形科パタンナーコース 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 東京服装文化学院 服飾専門課程ファッション学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京ブライダル専門学校 文化教養専門課程ブライダル学科（昼間部） 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

東京都 東京ブレーメン動物専門学校 文化教養専門課程　ペットビジネス学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 東京文化医学技術専門学校 医療専門課程臨床検査学科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 東京文化コンピュータ専門学校 情報処理技術専門課程ＯＡビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 東京文化コンピュータ専門学校 情報処理技術専門課程情報システム工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 東京文化デザイン専門学校 服飾専門課程インテリア科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 東京文化デザイン専門学校 服飾専門課程ファッション科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京文化デザイン専門学校 服飾・家政専門課程ファッション科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 東京文化デザイン専門学校 服飾専門課程ブライダル科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京文化デザイン専門学校 服飾・家政専門課程ブライダル科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 東京文化デザイン専門学校 服飾・家政専門課程ファッション科 平成8年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東京文化デザイン専門学校

ブライダルファッション専門課程ファッション
科

平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 東京文化デザイン専門学校 服飾・家政専門課程ブライダル科 平成8年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東京文化デザイン専門学校

ブライダルファッション専門課程ブライダル
科

平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 東京文化デザイン専門学校 文化・教養専門課程インテリア・デザイン科 平成8年12月4日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東京文化デザイン専門学校 デザイン専門課程インテリア・デザイン科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 東京文化デザイン専門学校 デザイン専門課程インテリア・デザイン科 平成9年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東京文化デザイン専門学校 ブライダルファッション専門課程ファッション科 平成9年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京文化デザイン専門学校 ブライダルファッション専門課程ブライダル科 平成9年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
東京文化ブライダル専門学校

ブライダル・ファッション専門課程ブライダル
科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京文化デザイン専門学校 デザイン専門課程グラフィック・デザイン科 平成10年12月21日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東京文化美容専門学校 美容専門課程美容科昼間部 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 東京文化美容専門学校 美容専門課程美容科夜間部 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 東京文化ブライダル専門学校 ブライダル・ファッション専門課程ブライダル科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 東京ヘアビューティ専門学校 衛生専門課程美容科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

東京都 東京ヘアビューティ専門学校 衛生専門課程理容科 平成14年2月27日 ～ 平成25年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京ヘアメイク専門学校 美容専門課程美容本科 平成12年2月8日 ～ 平成28年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
コーセー美容専門学校 美容専門課程美容本科 平成28年3月31日 平成30年2月28 日
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東京都 東京ベルエポック製菓専門学校 衛生専門課程パティシエ科（昼間部） 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
東京ベルエポック製菓調理専門学校 衛生専門課程パティシエ科Ⅰ部 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京ベルエポック製菓専門学校 衛生専門課程パティシエ科（夜間部） 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
東京ベルエポック製菓調理専門学校 衛生専門課程パティシエ科Ⅱ部 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京ベルエポック製菓調理専門学校 衛生専門課程調理師科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 東京ベルエポック製菓調理専門学校 衛生専門課程パティシエ科Ⅰ部 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
東京ベルエポック製菓調理専門学校 衛生専門課程パティシエ科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東京ベルエポック製菓調理専門学校 衛生専門課程パティシエ科Ⅱ部 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 東京ベルエポック製菓調理専門学校 衛生専門課程パティシエ科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 東京ベルエポック製菓調理専門学校 衛生専門課程スイーツ＆パン科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

東京都 東京ベルエポック美容専門学校 文化・教養専門課程　ヘアメイク科 平成29年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 東京ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程トータルビューティ科 平成22年11月29日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
東京ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程トータルビューティ科A 平成25年4月1日 平成27年2月19日

東京都 東京ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程美容師科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 東京ベルエポック美容専門学校 文化・教養専門課程ブライダル科 平成22年11月29日 ～ 平成29年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
東京ベルエポック美容専門学校 文化・教養専門課程　ヘアメイク科 平成29年4月1日 平成31年1月25日

東京都 東京ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程トータルビューティ科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 東京ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程トータルビューティ科A 平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
東京ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程トータルビューティ科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 東京ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程トータルビューティ科B 平成27年2月19日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
東京ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程エステティック科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 東京ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程美容師実践科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

東京都 東京ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程エステティック科 平成27年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

東京都 東京保育医療秘書専門学校 教育・社会福祉専門課程こども総合学科 平成30年2月28 日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 東京保育医療秘書専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 平成30年2月28 日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 東京保育医療秘書専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成30年2月28 日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 東京保育専門学校 保育専門課程保育科第１部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京保育専門学校 保育専門課程保育科第２部 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 不適合 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京保育専門学校 保育専門課程保育科第２部 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 東京法科学院専門学校 商業専門課程医療秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京法科学院専門学校 商業専門課程スポーツビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京法科学院専門学校 法律専門課程公務員学科警察官コース 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京法科学院専門学校 法律専門課程公務員学科公務員コース 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京法科学院専門学校 法律専門課程司法書士学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京法科学院専門学校 法律専門課程不動産ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京法科学院専門学校 法律専門課程宅建ビジネス学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日
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東京都 東京法科学院専門学校 商業専門課程医療管理学科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京法科学院専門学校 商業専門課程福祉サービス学科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京法科学院専門学校 法律専門課程公務員学科国家公務員コース 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京法科学院専門学校 法律専門課程公務員学科地方公務員コース 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京法科学院専門学校 法律専門課程宅建ビジネス学科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京法科学院専門学校 法律専門課程警察官・消防官学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京法科学院専門学校 法律専門課程公務員学科２年制 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京法科学院専門学校 法律専門課程国家試験学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京法科学院専門学校 商業専門課程医療サポート学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京法科学院専門学校 法律専門課程公務員学科４年制 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京法科学院専門学校 法律専門課程公務員学科昼間部 平成14年2月27日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京法科学院専門学校 法律専門課程司法書士学科４年制 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京法科学院専門学校 法律専門課程法律実務学科 平成14年2月27日 ～ 平成25年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京商科・法科学院専門学校 法律専門課程法律実務学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 東京法科学院専門学校 商業専門課程福祉・医療学科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京法科学院専門学校 商業専門課程ホスピタリティーサービス学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東京法科学院専門学校 法律専門課程インターンシップ学科（夜間部） 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東京法科学院専門学校 法律専門課程法務・実務学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東京法科学院専門学校 商業専門課程社会福祉学科Ⅱ部 平成17年12月26日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 東京法科学院専門学校 法律専門課程気象・環境学科 平成17年12月26日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 東京法科学院専門学校 法律専門課程公務員学科Ⅱ部 平成17年12月26日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京法科学院専門学校 商業専門課程キャリアデザイン学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 東京法科学院専門学校 法律専門課程公務員総合学科 平成19年2月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京法科学院専門学校 法律専門課程公務員総合学科Ⅱ部 平成19年2月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京法科学院専門学校 法律専門課程自衛官総合学科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 東京法科学院専門学校 法律専門課程ビジネス法務学科 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 東京法科学院専門学校 商業専門課程国際コミュニケーション学科 平成22年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
東京商科・法科学院専門学校 商業専門課程国際コミュニケーション学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 東京法科学院専門学校 法律専門課程公務員学科 平成22年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
東京商科・法科学院専門学校 法律専門課程公務員学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 東京法科学院専門学校 法律専門課程公務員学科Ⅱ部 平成22年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
東京商科・法科学院専門学校 法律専門課程公務員学科Ⅱ部 平成25年4月1日 平成26年1月28日
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適用年月日
告示年月日 手続き
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年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

東京都 東京放送芸術＆映画・俳優専門学校 文化・教養専門課程　映画制作科（昼間部一） 平成30年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成31年1月25日
名称変

更
東京映画・俳優＆放送芸術専門学校

文化・教養専門課程　映画製作科（昼間部
一）

平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都 東京放送芸術＆映画・俳優専門学校 文化・教養専門課程　映画制作科（昼間部二） 平成30年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成31年1月25日
名称変

更
東京映画・俳優＆放送芸術専門学校

文化・教養専門課程　映画製作科（昼間部
二）

平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都 東京放送芸術＆映画・俳優専門学校 文化・教養専門課程　映画俳優科（昼間部一） 平成30年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成31年1月25日
名称変

更
東京映画・俳優＆放送芸術専門学校

文化・教養専門課程　映画俳優科（昼間部
一）

平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都 東京放送芸術＆映画・俳優専門学校 文化・教養専門課程　映画俳優科（昼間部二） 平成30年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成31年1月25日
名称変

更
東京映画・俳優＆放送芸術専門学校

文化・教養専門課程　映画俳優科（昼間部
二）

平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都 東京法律杉並専門学校 法律専門課程法律学科昼間部（２年課程） 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校東京法律２１ 法律専門課程法律学科昼間部（２年課程） 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 東京法律杉並専門学校 法律専門課程法律行政学科昼間部 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校東京法律２１ 法律専門課程法律行政学科昼間部 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 東京法律杉並専門学校 法律専門課程法律ビジネス学科昼間部 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校東京法律２１ 法律専門課程法律ビジネス学科昼間部 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 東京法律杉並専門学校 法律専門課程法律社会学科 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校東京法律２１ 法律専門課程法律社会学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 東京法律杉並専門学校 法律専門課程法律学科（３年制） 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校東京法律２１ 法律専門課程法律学科（３年制） 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 東京法律杉並専門学校 法律専門課程宅建ビジネス学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東京法律専門学校 法律専門課程国際関係学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 東京法律専門学校 法律専門課程宅建ビジネス学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京法律専門学校 法律専門課程法律学科（３年課程） 平成7年1月23日 ～ 平成27年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

東京都 東京法律専門学校 法律専門課程法律学科昼間部（２年課程） 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京法律専門学校 法律専門課程法律行政学科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 東京法律専門学校 法律専門課程法律ビジネス学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京法律専門学校 法律専門課程行政マルチメディア学科 平成9年11月17日 ～ 平成16年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京法律専門学校 法律専門課程福祉行政学科 平成9年11月17日 ～ 平成18年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 東京法律専門学校 法律専門課程法律社会学科昼間部 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 東京法律専門学校 法律専門課程法律行政学科（３年課程） 平成13年3月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 東京法律専門学校 法律専門課程法律学科（４年制） 平成14年2月27日 ～ 平成17年12月8日 平成14年2月27日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

東京都 東京法律専門学校 法律専門課程行政ＩＴ学科 平成17年3月3日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 東京法律専門学校 法律専門課程不動産ビジネス学科 平成17年3月3日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 東京法律専門学校杉並校 法律専門課程法律学科昼間部（２年課程） 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 東京法律専門学校杉並校 法律専門課程法律社会学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 東京法律専門学校杉並校 法律専門課程法律ビジネス学科 昼間部 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 東京簿記情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程観光ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 東京簿記情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京マルチメディア専門学校 商業実務専門課程情報経理科昼間部 平成9年4月1日 平成9年11月17日
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東京都 東京簿記情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報処理ＳＥ科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東京簿記情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京マルチメディア専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科昼間部 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 東京簿記情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程税理士科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京マルチメディア専門学校 商業実務専門課程税理士科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 東京簿記情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程ビジネスコンピュータグラフィッ
クス科

平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 東京簿記情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報処理科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東京簿記情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス秘書科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東京簿記情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程簿記会計科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京マルチメディア専門学校 商業実務専門課程簿記会計科昼間部 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 東京簿記情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際トラベル科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東京簿記情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科昼間部 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
東京マルチメディア専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科昼間部 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 東京簿記情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程販売士科昼間部 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
東京マルチメディア専門学校 商業実務専門課程販売士科昼間部 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 東京ホテル・トラベル学院専門学校 商業実務専門課程ホテル観光学科 平成30年2月28 日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 東京ホテルビジネス専門学校 ビジネス専門課程製菓・喫茶店経営科 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京ホテルビジネス専門学校 ビジネス専門課程ホテル科 平成11年4月1日 ～ 平成25年9月30日 平成12年2月8日 廃止 平成25年9月30日 平成27年2月19日

東京都 東京ホテルビジネス専門学校 ビジネス専門課程国際ホテル科 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成27年2月19日

東京都 東京マスダ学院文化服装専門学校 家政専門課程ファッションデザイン科昼間部 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 東京マスダ学院文化服装専門学校 家政専門課程ファッションデザイン科夜間部 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 東京マスダ学院文化服装専門学校 家政専門課程ファッションドレス科昼間部 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 東京マスダ学院文化服装専門学校 家政専門課程ファッションドレス科夜間部 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 東京マックス美容専門学校 美容専門課程美容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 東京マルチメディア専門学校 工業専門課程モバイル・アプリケーション科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都 東京マルチメディア専門学校 商業実務専門課程医療管理ビジネス科昼間部 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京マルチメディア専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス科昼間部 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
東京マルチメディア専門学校

商業実務専門課程マルチメディア経営ビジ
ネス科昼間部

平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 東京マルチメディア専門学校 商業実務専門課程情報経理科昼間部 平成9年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京マルチメディア専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科昼間部 平成9年4月1日 ～ 平成9年11月17日

東京都 東京マルチメディア専門学校 商業実務専門課程税理士科 平成9年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京マルチメディア専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科昼間部 平成9年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京マルチメディア専門学校 商業実務専門課程販売士科昼間部 平成9年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京マルチメディア専門学校 商業実務専門課程簿記会計科昼間部 平成9年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日
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東京都 東京マルチメディア専門学校
商業実務専門課程マルチメディアビジネス科昼間
部

平成9年11月17日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東京マルチメディア専門学校 商業実務専門課程アミューズメントビジネス科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京マルチメディア専門学校 商業実務専門課程インターネットビジネス科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京マルチメディア専門学校
商業実務専門課程マルチメディア経営ビジネス科
昼間部

平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東京マルチメディア専門学校
商業実務専門課程マルチメディアマスコミビジネス
科

平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京マルチメディア専門学校 商業実務専門課程ＣＧビジネス科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京マルチメディア専門学校 商業実務専門課程ゲームプランニング科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京マルチメディア専門学校 商業実務専門課程情報処理科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 東京マルチメディア専門学校 商業実務専門課程デジタル映像企画科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京マルチメディア専門学校 商業実務専門課程デジタル編集（ＤＴＰ）科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東京マルチメディア専門学校 文化教養専門課程３Ｄ－ＣＧ科 平成13年3月1日 ～ 平成23年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 東京マルチメディア専門学校 文化教養専門課程ゲームクリエイター科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

東京都 東京マルチメディア専門学校 文化教養専門課程デジタル映像科３年制 平成14年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 東京マルチメディア専門学校 工業専門課程コンピュータネットワーク科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

東京都 東京マルチメディア専門学校 工業専門課程デジタルマスター科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
東京マルチメディア専門学校 工業専門課程Webマスター科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 東京マルチメディア専門学校 商業実務専門課程ｅ－ビジネス科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

東京都 東京マルチメディア専門学校 工業専門課程Webマスター科 平成16年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 東京マルチメディア専門学校 文化教養専門課程ビジュアルデザイン科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 東京マルチメディア専門学校 文化教養専門課程マンガ・イラスト科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

東京都 東京南看護専門学校 看護専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京未来大学福祉保育専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成28年2月29日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
東京未来大学福祉保育専門学校 教育社会福祉専門課程介護福祉科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 東京未来大学福祉保育専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 平成28年2月29日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
東京未来大学福祉保育専門学校 教育社会福祉専門課程保育科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 東京未来大学福祉保育専門学校 教育社会福祉専門課程介護福祉科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都 東京未来大学福祉保育専門学校 教育社会福祉専門課程保育科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都 東京眼鏡専門学校 工業専門課程眼鏡学科昼間部 平成16年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 東京眼鏡専門学校 工業専門課程眼鏡学科夜間部 平成16年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 東京眼鏡専門学校 工業専門課程第一眼鏡学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 東京眼鏡専門学校 工業専門課程第二眼鏡学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日
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東京都 東京メディカル・スポーツ専門学校 医療専門課程柔道整復科Ⅰ部 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
東京メディカル・スポーツ専門学校 医療専門課程柔道整復師科Ⅰ部 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京メディカル・スポーツ専門学校 医療専門課程柔道整復科Ⅱ部 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
東京メディカル・スポーツ専門学校 医療専門課程柔道整復師科Ⅱ部 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京メディカル・スポーツ専門学校 医療専門課程鍼灸科Ⅰ部 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
東京メディカル・スポーツ専門学校 医療専門課程鍼灸師科Ⅰ部 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京メディカル・スポーツ専門学校 医療専門課程鍼灸科Ⅱ部 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
東京メディカル・スポーツ専門学校 医療専門課程鍼灸師科Ⅱ部 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京メディカル・スポーツ専門学校 医療専門課程理学療法科Ⅱ部 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
東京メディカル・スポーツ専門学校 医療専門課程理学療法士科Ⅱ部 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東京メディカル・スポーツ専門学校 医療専門課程柔道整復師科Ⅰ部 平成22年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
東京メディカル・スポーツ専門学校 医療専門課程柔道整復師科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 東京メディカル・スポーツ専門学校 医療専門課程柔道整復師科Ⅱ部 平成22年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 東京メディカル・スポーツ専門学校 医療専門課程鍼灸師科Ⅰ部 平成22年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
東京メディカル・スポーツ専門学校 医療専門課程鍼灸師科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 東京メディカル・スポーツ専門学校 医療専門課程鍼灸師科Ⅱ部 平成22年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 東京メディカル・スポーツ専門学校 医療専門課程理学療法士科Ⅱ部 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 東京メディカル・スポーツ専門学校 医療専門課程柔道整復師科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都 東京メディカル・スポーツ専門学校 医療専門課程鍼灸師科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都 東京モード学園 ファッション専門課程インテリア学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京モード学園

ファッション専門課程ファッションインテリア
学科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 東京モード学園 ファッション専門課程スタイリスト学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京モード学園 ファッション専門課程ファッションテクノ学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 東京モード学園
ファッション専門課程ファッションデザイン学科昼
間部

平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京モード学園
ファッション専門課程ファッションビジネス学科昼間
部

平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京モード学園 ファッション専門課程メイク学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京モード学園 ファッション専門課程メイク・ヘアー学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 東京モード学園
ファッション専門課程モード基礎学科（ファッション
専攻２年課程に限る。）

平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 東京モード学園
ファッション専門課程ファッションテクノ学科昼間部
３年課程

平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
東京モード学園

ファッション専門課程ファッション技術学科
昼間部

平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 東京モード学園
ファッション専門課程ファッションデザイン学科昼
間部３年課程

平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

東京都 東京モード学園 ファッション専門課程ファッション技術学科昼間部 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

東京都 東京モード学園
ファッション専門課程ファッションビジネス学科昼間
部３年課程

平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 東京モード学園 ファッション専門課程メイク・ヘアー学科 平成11年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東京モード学園 ファッション専門課程メイク学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 東京モード学園 ファッション専門課程グラフィック学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

東京都 東京モード学園 ファッション専門課程ファッションインテリア学科 平成15年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東京モード学園 ファッション専門課程インテリア学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 東京モード学園 ファッション専門課程インテリア学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 東京モード学園 美容専門課程美容学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日
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東京都 東京モード学園 美容専門課程ヘア・メイクアーティスト学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 東京モード学園 ファッション専門課程メイク学科 平成21年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
東京モード学園 ファッション専門課程メイク・ネイル学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 東京モード学園 ファッション専門課程メイク・ネイル学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都 東京山手調理師専門学校 衛生専門課程　調理総合本科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

東京都 東京リゾートアンドスポーツ専門学校 社会体育専門課程健康スポーツ科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 東京リゾートアンドスポーツ専門学校 社会体育専門課程リゾートスポーツ科 平成12年2月8日 ～ 平成25年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成25年3月31日 平成27年2月19日

東京都 東京リゾートアンドスポーツ専門学校 社会体育専門課程アスレティックトレーナー学科 平成21年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
東京リゾートアンドスポーツ専門学校

社会体育専門課程アスレティックトレーナー
科（夜間部）

平成24年4月1日 平成27年2月19日

東京都 東京リゾートアンドスポーツ専門学校 社会体育専門課程スポーツトレーナー科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 東京リゾートアンドスポーツ専門学校
社会体育専門課程アスレティックトレーナー科（昼
間部）

平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

東京都 東京リゾートアンドスポーツ専門学校
社会体育専門課程アスレティックトレーナー科（夜
間部）

平成24年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 東京リゾートアンドスポーツ専門学校 社会体育専門課程スポーツ保育科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

東京都 東京ロシア語学院 ロシア語専門課程本科Ⅰ部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東京ワイエムシイエイ医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科 平成12年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京ＹＭＣＡ医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 東京ワイエムシイエイ医療福祉専門学校 医療専門課程作業療法学科昼間部 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京ＹＭＣＡ医療福祉専門学校 医療専門課程作業療法学科昼間部 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 東京ワイエムシイエイ医療福祉専門学校 医療専門課程作業療法学科夜間部 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京ＹＭＣＡ医療福祉専門学校 医療専門課程作業療法学科夜間部 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 東京ワイエムシイエイ国際福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
東京ワイエムシイエイ医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東放学園映画専門学校 情報専門課程デジタル音楽科昼間部 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東放学園映画専門学校 放送専門課程プロミュージシャン科昼間部 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東放学園映画専門学校 放送専門課程放送音響科昼間部 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東放学園映画専門学校 情報専門課程デジタルアニメーション科 平成17年12月26日 ～ 平成24年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
東放学園映画専門学校 情報専門課程アニメーション映像科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 東放学園映画専門学校 放送専門課程デジタル映画科（昼間部） 平成17年12月26日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
東放学園映画専門学校 放送専門課程デジタル映画科（昼間Ⅰ部） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東放学園映画専門学校 放送専門課程デジタル文芸科（昼間部） 平成17年12月26日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
東放学園映画専門学校 放送専門課程小説・マンガ創作科（昼間部） 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 東放学園映画専門学校 放送専門課程プロモーション映像科（昼間部） 平成17年12月26日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
東放学園映画専門学校

放送専門課程プロモーション映像科（昼間
Ⅰ部）

平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東放学園映画専門学校 放送専門課程小説・マンガ創作科（昼間部） 平成21年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
東放学園映画専門学校 放送専門課程小説・マンガ創作科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 東放学園映画専門学校 放送専門課程小説・マンガ創作科 平成22年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
東放学園映画専門学校 放送専門課程小説創作科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 東放学園映画専門学校 放送専門課程デジタル映画科（昼間Ⅰ部） 平成22年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
東放学園映画専門学校 放送専門課程映画制作科（昼間Ⅰ部） 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 東放学園映画専門学校 放送専門課程プロモーション映像科（昼間Ⅰ部） 平成22年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
東放学園映画専門学校 芸術専門課程プロモーション映像科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 東放学園映画専門学校 放送専門課程デジタル映画科（昼間Ⅱ部） 平成23年12月22日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東放学園映画専門学校 放送専門課程映画制作科（昼間Ⅱ部） 平成24年4月1日 平成25年1月29日
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東京都 東放学園映画専門学校 情報専門課程アニメーション映像科 平成24年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
東放学園映画専門学校 芸術専門課程アニメーション映像科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 東放学園映画専門学校 放送専門課程映画制作科（昼間Ⅰ部） 平成24年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
東放学園映画専門学校 芸術専門課程映画制作科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 東放学園映画専門学校 放送専門課程映画制作科（昼間Ⅱ部） 平成24年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 東放学園映画専門学校 放送専門課程プロモーション映像科（昼間Ⅱ部） 平成26年1月28日 ～ 平成28年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 東放学園映画専門学校 放送専門課程小説創作科 平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
東放学園映画専門学校 芸術専門課程小説創作科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 東放学園映画専門学校 芸術専門課程アニメーション映像科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都 東放学園映画専門学校 芸術専門課程映画制作科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都 東放学園映画専門学校 芸術専門課程小説創作科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都 東放学園映画専門学校 芸術専門課程プロモーション映像科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都 東放学園音響専門学校 工業専門課程音響技術科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東放学園音響専門学校 工業専門課程音響技術科（昼間Ⅰ部） 平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 東放学園音響専門学校 工業専門課程音響芸術科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東放学園音響専門学校 工業専門課程音響芸術科（昼間Ⅰ部） 平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 東放学園専門学校 工業専門課程照明クリエイティブ科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成24年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東放学園専門学校

工業専門課程照明クリエイティブ科（昼間Ⅰ
部）

平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 東放学園専門学校 工業専門課程放送技術科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成24年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東放学園専門学校 工業専門課程放送技術科（昼間Ⅰ部） 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 東放学園専門学校 放送専門課程放送クリエイティブ科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 放送専門課程放送音響科 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 東放学園専門学校 放送専門課程放送芸術科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成24年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東放学園専門学校 放送専門課程放送芸術科（昼間Ⅰ部） 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 東放学園専門学校 工業専門課程電子技術科 平成8年12月4日 ～ 平成14年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東放学園専門学校 放送専門課程デジタル映画科昼間部 平成10年12月21日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東放学園専門学校 工業専門課程デジタルアニメーション科昼間部 平成12年2月8日 ～ 平成17年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東放学園専門学校 放送専門課程デジタル文芸科昼間部 平成12年2月8日 ～ 平成17年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東放学園専門学校 放送専門課程プロモーション映像科昼間部 平成15年2月19日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 東放学園専門学校 放送専門課程演出デザイン科 平成17年12月26日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
東放学園専門学校 放送専門課程テレビ美術科（昼間部） 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東放学園専門学校 放送専門課程放送音響科 平成17年12月26日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
東放学園専門学校 放送専門課程放送音響科（昼間部） 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東放学園専門学校 放送専門課程テレビ美術科（昼間部） 平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東放学園専門学校 放送専門課程テレビ美術科（昼間Ⅰ部） 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 東放学園専門学校 放送専門課程放送音響科（昼間部） 平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東放学園専門学校 放送専門課程放送音響科（昼間Ⅰ部） 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 東放学園専門学校 工業専門課程照明クリエイティブ科（昼間Ⅰ部） 平成24年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
東放学園専門学校 工業専門課程　照明クリエイティブ科 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 東放学園専門学校 工業専門課程放送技術科（昼間Ⅰ部） 平成24年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
東放学園音響専門学校 工業専門課程　放送技術科 平成29年4月1日 平成30年2月28 日

東京都 東放学園専門学校 放送専門課程テレビ美術科（昼間Ⅰ部） 平成24年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
東放学園音響専門学校 放送専門課程　テレビ美術科 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 東放学園専門学校 放送専門課程放送音響科（昼間Ⅰ部） 平成24年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
東放学園音響専門学校 放送専門課程　放送音響科 平成29年3月31日 平成30年2月28 日
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東京都 東放学園専門学校 放送専門課程放送芸術科（昼間Ⅰ部） 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 東放学園専門学校 工業専門課程照明クリエイティブ科（昼間Ⅱ部） 平成26年1月28日 ～ 平成29年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 東放学園専門学校 工業専門課程放送技術科（昼間Ⅱ部） 平成26年1月28日 ～ 平成29年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 東放学園専門学校 放送専門課程テレビ美術科（昼間Ⅱ部） 平成26年1月28日 ～ 平成29年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 東放学園専門学校 放送専門課程放送音響科（昼間Ⅱ部） 平成26年1月28日 ～ 平成29年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 東放学園専門学校 放送専門課程放送芸術科（昼間Ⅱ部） 平成26年1月28日 ～ 平成29年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 東放学園専門学校 工業専門課程　照明クリエイティブ科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 東放学園放送専門学校 情報専門課程電脳メディア科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 東放学園放送専門学校 放送専門課程放送芸術科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東放学園放送専門学校 放送専門課程放送広告科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東放学園放送専門学校 放送専門課程放送音響科昼間部 平成7年11月30日 ～ 平成16年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
東放学園映画専門学校 放送専門課程放送音響科昼間部 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 東放学園放送専門学校 放送専門課程放送音楽科昼間部 平成9年11月17日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 東放学園放送専門学校 情報専門課程デジタル音楽科昼間部 平成14年2月27日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東放学園映画専門学校 情報専門課程デジタル音楽科昼間部 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 東放学園放送専門学校 放送専門課程プロミュージシャン科昼間部 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
東放学園映画専門学校 放送専門課程プロミュージシャン科昼間部 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 東邦歯科医療専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東邦歯科医療専門学校 歯科技工士専門課程歯科技工士学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東洋工学専門学校 設計製図専門課程ＣＡＤ設計科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東洋工学専門学校 建築設計製図専門課程ＣＡＤ設計科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 東洋工学専門学校 設計製図専門課程機械設計科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東洋工学専門学校 建築設計製図専門課程機械設計科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 東洋工学専門学校 設計製図専門課程建築学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東洋工学専門学校 建築設計製図専門課程建築学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 東洋工学専門学校 設計製図専門課程建築エコロジー科 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東洋工学専門学校 建築設計製図専門課程建築エコロジー科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 東洋工学専門学校 建築設計製図専門課程ＣＡＤ設計科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
東京環境工科専門学校 建築設計製図専門課程ＣＡＤ設計科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東洋工学専門学校 建築設計製図専門課程機械設計科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
東京環境工科専門学校 建築設計製図専門課程機械設計科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東洋工学専門学校 建築設計製図専門課程建築エコロジー科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
東京環境工科専門学校 建築設計製図専門課程建築エコロジー科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東洋工学専門学校 建築設計製図専門課程建築学科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
東京環境工科専門学校 建築設計製図専門課程建築学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東洋鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸あん摩科１部 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東洋鍼灸専門学校

医療専門課程　鍼灸あん摩科昼間部（第一
部）

平成18年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東洋鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸あん摩科２部 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東洋鍼灸専門学校

医療専門課程　鍼灸あん摩科夜間部（第二
部）

平成18年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東洋鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸科（一部） 平成16年2月17日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東洋鍼灸専門学校 医療専門課程　鍼灸科昼間部（第一部） 平成18年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東洋鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸科（二部） 平成16年2月17日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東洋鍼灸専門学校 医療専門課程　鍼灸科夜間部（第二部） 平成18年4月1日 平成23年12月22日
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東京都 東洋鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸あん摩科昼間部（第一部） 平成18年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東洋鍼灸専門学校

医療専門課程　鍼灸あん摩マッサージ指圧
科昼間部（第一部）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東洋鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸あん摩科夜間部（第二部） 平成18年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東洋鍼灸専門学校

医療専門課程　鍼灸あん摩マッサージ指圧
科夜間部（第二部）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 東洋鍼灸専門学校
医療専門課程鍼灸あん摩マッサージ指圧科昼間
部（第一部）

平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東洋鍼灸専門学校

医療専門課程鍼灸あん摩マッサージ指圧
科 昼間部

平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 東洋鍼灸専門学校
医療専門課程鍼灸あん摩マッサージ指圧科夜間
部（第二部）

平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東洋鍼灸専門学校

医療専門課程鍼灸あん摩マッサージ指圧
科 夜間部

平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 東洋鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸科昼間部（第一部） 平成18年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東洋鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸科 昼間部 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 東洋鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸科夜間部（第二部） 平成18年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東洋鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸科 夜間部 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 東洋鍼灸専門学校
医療専門課程鍼灸あん摩マッサージ指圧科 昼間
部

平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 東洋鍼灸専門学校
医療専門課程鍼灸あん摩マッサージ指圧科 夜間
部

平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 東洋鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸科 昼間部 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 東洋鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸科 夜間部 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 東洋美術学校 造形専門課程絵画科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 東洋美術学校 造形専門課程絵画研究科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 東洋美術学校 造形専門課程造形デザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 東洋美術学校 造形専門課程短期デザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東洋美術学校 造形専門課程中国画科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東洋美術学校 造形専門課程中国画研究科 平成8年12月4日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 東洋美術学校 造形専門課程グラフィックデザイン科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 東洋美術学校 造形専門課程中国水墨画科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 東洋美術学校 造形専門課程中国水墨画研究科 平成9年11月17日 ～ 平成20年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 東洋美術学校 造形専門課程インテリアデザイン科 平成10年12月21日 ～ 平成19年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
東洋美術学校

造形専門課程　インテリアデザイン科
（３年制）

平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 東洋美術学校 造形専門課程視覚伝達デザイン科 平成12年2月8日 ～ 平成17年12月8日 平成12年2月8日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

東京都 東洋美術学校 造形専門課程プロダクトデザイン科 平成12年2月8日 ～ 平成17年12月8日 平成12年2月8日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

東京都 東洋美術学校 造形専門課程イラストレーション科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 東洋美術学校 造形専門課程インダストリアルデザイン科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 東洋美術学校 造形専門課程インテリアデザイン科（３年制） 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 東洋美術学校 造形専門課程マンガ科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

東京都
独立行政法人国立病院機構災害医療セン
ター附属昭和の森看護学校

看護専門課程看護学科 平成16年4月1日 ～ 平成29年5月29日 平成17年3月9日 廃止 平成29年5月29日 平成30年2月28 日

東京都
独立行政法人国立病院機構東京医療セン
ター附属東が丘看護助産学校

看護専門課程看護学科 平成16年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日
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東京都
独立行政法人国立病院機構東京病院附属
リハビリテーション学院

医療専門課程作業療法学科 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都
独立行政法人国立病院機構東京病院附属
リハビリテーション学院

医療専門課程理学療法学科 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都
独立行政法人地域医療機能推進機構東京
新宿メディカルセンター附属看護専門学校

看護専門課程看護科（3年課程） 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都
独立行政法人地域医療機能推進機構東京
山手メディカルセンター附属看護専門学校

看護専門課程（3年課程）看護学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 豊島医療秘書福祉専門学校 医療事務専門課程医療秘書学科 平成8年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東京豊島医療福祉専門学校 医療事務専門課程医療秘書学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 豊島医療秘書福祉専門学校 秘書専門課程社会福祉学科 平成8年12月4日 ～ 平成14年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 豊島医療秘書福祉専門学校 秘書専門課程総合ビジネス秘書学科 平成8年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 豊島医療秘書福祉専門学校 医療事務専門課程社会福祉事務学科 平成9年11月17日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
東京豊島医療福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 豊島医療秘書福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成9年11月17日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
東京豊島医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 豊島医療秘書福祉専門学校 医療事務専門課程病院事務学科 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
東京豊島医療福祉専門学校 医療事務専門課程病院事務学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 トヨタ東京整備専門学校 工業専門課程１級修士科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 トヨタ東京整備専門学校 工業専門課程専門科 平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校トヨタ東京自動車大学校 工業専門課程自動車整備科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校
商業実務専門課程昼間部旅行本科海外旅行専
攻

平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部旅行学科２年制 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校
商業実務専門課程昼間部旅行本科国内旅行専
攻

平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部旅行学科２年制 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校
商業実務専門課程昼間部旅行本科総合旅行専
攻

平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部旅行学科２年制 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校
商業実務専門課程昼間部国際エアカーゴ学科２
年制

平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
トラベルジャーナル旅行専門学校

商業実務専門課程昼間部国際エアビジネ
ス学科２年制

平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部旅行学科２年制 平成9年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
トラベルジャーナル旅行専門学校

商業実務専門課程昼間部国際旅行学科２
年制

平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部旅行学科３年制 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
トラベルジャーナル旅行専門学校

商業実務専門課程昼間部国際旅行観光学
科３年制

平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校
商業実務専門課程昼間部国際エアビジネス学科
２年制

平成11年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部国際旅行学科２年制 平成11年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校
商業実務専門課程昼間部国際旅行観光学科３年
制

平成12年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
トラベルジャーナル旅行専門学校

商業実務専門課程昼間部旅行観光学科３
年制

平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部エアカーゴ学科２年制 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部エアポート学科２年制 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校
商業実務専門課程昼間部テーマパーク・ホテル学
科２年制

平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部旅行学科２年制 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校
商業実務専門課程昼間部旅客サービス学科２年
制

平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部エアポート・カーゴ学科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校
商業実務専門課程昼間部テーマパーク・ホテル学
科

平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日
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東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部ブライダル学科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部冒険旅行学科 平成15年2月19日 ～ 平成19年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部旅行観光学科３年制 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部旅行観光学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部旅行業学科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部旅客サービス学科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部ホテル＆レジャー学科 平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
ホスピタリティツーリズム専門学校

商業実務専門課程昼間部ホテル＆レ
ジャー学科

平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部旅行学科 平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
ホスピタリティツーリズム専門学校 商業実務専門課程昼間部旅行学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部旅行観光学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 トラベルジャーナル旅行専門学校 商業実務専門課程昼間部航空・運輸学科 平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
ホスピタリティツーリズム専門学校 商業実務専門課程昼間部航空・運輸学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 ドレスメーカー学院 服飾専門課程産業教育科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 ドレスメーカー学院 服飾専門課程ドレスメーカー養成科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 ドレスメーカー学院 服飾専門課程服飾造形科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

東京都 ドレスメーカー学院 服飾専門課程ファッションデジタル編集科 平成14年2月27日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 ドレスメーカー学院 服飾専門課程ファッションビジネス科 平成14年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
ドレスメーカー学院 服飾専門課程ファッションサービス科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 ドレスメーカー学院 服飾専門課程アパレル技術科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

東京都 ドレスメーカー学院 服飾専門課程ファッションデザイン科 平成17年12月26日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 ドレスメーカー学院 服飾専門課程ファッションサービス科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程ピアノ・電子オルガン学科 平成29年2月28日 ～ 平成31年3月31日 平成29年2月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程アレンジ・作曲学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程インターネットミュージック学科 平成22年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程ヴォーカル学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程音響・映像学科 平成22年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程管弦打楽器学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程声優学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程ダンス学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程電子オルガン学科 平成22年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程ピアノ学科 平成22年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程プロミュージシャン学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日
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東京都 尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程ミュージカル学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程ミュージックビジネス学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程ポップスコンテンポラリー学科 平成23年12月22日 ～ 平成30年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

東京都 尚美ミュージックカレッジ専門学校 音楽専門課程エンタテインメントビジネス創造学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

東京都 中野看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成8年12月4日 ～ 平成20年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 中野健康医療専門学校 医療専門課程健康スポーツ鍼灸科Ⅰ部 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都 中野健康医療専門学校 医療専門課程健康スポーツ鍼灸科Ⅱ部 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都 中野スクール・オブ・ビジネス渋谷専門学校 商業実務専門課程インターネットビジネス科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 中野スクールオブビジネス渋谷専門学校 商業実務専門課程ＯＡ秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 中野スクールオブビジネス渋谷専門学校 商業実務専門課程オフコンＯＡ科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
中野スクールオブビジネス渋谷専門学校

商業実務専門課程シスアド（オフコンＯＡ）
科

平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 中野スクールオブビジネス渋谷専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 中野スクールオブビジネス渋谷専門学校 商業実務専門課程情報処理ＳＥ科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 中野スクールオブビジネス渋谷専門学校 商業実務専門課程情報処理上級ＳＥ科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 中野スクールオブビジネス渋谷専門学校 商業実務専門課程シスアド（オフコンＯＡ）科 平成9年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 中野スクールオブビジネス渋谷専門学校 商業実務専門課程マルチメディア科 平成9年11月17日 ～ 平成17年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 中野スクールオブビジネス渋谷専門学校 商業実務専門課程情報処理ＳＥ科 平成17年12月26日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 名畑学院専門学校東京染色美術学院 染色美術専門課程着物染色工芸科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京染色美術専門学校 染色美術専門課程着物染色工芸科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 名畑学院専門学校東京染色美術学院 染色美術専門課程染色デザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京染色美術専門学校 染色美術専門課程染色デザイン科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 名畑学院専門学校東京染色美術学院 染色美術専門課程美術科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京染色美術専門学校 染色美術専門課程美術科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 成増高等看護学校 医療専門課程医療看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
医療法人社団翠会成増高等看護学校 医療専門課程医療看護学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 二階堂ハーススポーツ専門学校 スポーツ専門課程生涯スポーツ学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 西新井看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

東京都 西東京歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
西東京歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士科(２年制) 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 西東京歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士科(２年制) 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 西東京歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成25年1月29日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
東京西の森歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 西東京調理師専門学校 専門課程専門調理師科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

東京都 日米会話学院 英語専門課程 School of Bilingual Studies 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 日米会話学院
英語専門課程 School of Intercultural
Communication第１部

平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日
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東京都 日米会話学院 英語専門課程国際教養科 平成9年11月17日 ～ 平成16年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
日米会話学院 英語専門課程総合英語科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

東京都 日米会話学院 英語専門課程総合英語科 平成16年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 日商簿記専門学校 商業実務専門課程経理学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校日商クリエーション 商業実務専門課程経理学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 日商簿記専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校日商クリエーション 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 日商簿記専門学校 商業実務専門課程税理士本科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校日商クリエーション 商業実務専門課程税理士本科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 日商簿記専門学校 商業実務専門課程秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校日商クリエーション 商業実務専門課程秘書学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 日商簿記三鷹専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日商簿記三鷹福祉専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 日商簿記三鷹専門学校 商業実務専門課程経理学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日商簿記三鷹福祉専門学校 商業実務専門課程経理学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 日商簿記三鷹専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日商簿記三鷹福祉専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 日商簿記三鷹専門学校 商業実務専門課程税理士本科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 日商簿記三鷹専門学校 商業実務専門課程秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 日商簿記三鷹福祉専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス学科 平成10年4月1日 ～ 平成10年12月21日

東京都 日商簿記三鷹福祉専門学校 商業実務専門課程経理学科 平成10年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 日商簿記三鷹福祉専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成10年4月1日 ～ 平成10年12月21日

東京都 日商簿記三鷹福祉専門学校 教育社会福祉専門課程介護福祉学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 日商簿記三鷹福祉専門学校 商業実務専門課程経営情報学科 平成12年2月8日 ～ 平成17年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 日中学院 中国語専門課程本科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本体育大学医療専門学校 歯科衛生専門課程　口腔健康学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

東京都 日本医学院歯科衛生士専門学校 歯科衛生専門課程歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本ウェルネス歯科衛生専門学校 歯科衛生専門課程歯科衛生士科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 日本医学技術専門学校 医療専門課程臨床検査学科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 日本医学柔整鍼灸専門学校 医療専門課程柔道整復学科（昼間部） 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

東京都 日本医学柔整鍼灸専門学校 医療専門課程柔道整復学科（夜間部） 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

東京都 日本医学柔整鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸学科（昼間部） 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

東京都 日本医学柔整鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸学科（夜間部） 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

東京都 日本医学柔整鍼灸専門学校 医療専門課程柔道整復学科（昼間部） 平成17年3月3日 ～ 平成25年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
日本医学柔整鍼灸専門学校 医療専門課程柔道整復学科（昼間部） 平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 日本医学柔整鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸学科（夜間部） 平成17年3月3日 ～ 平成25年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
日本医学柔整鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸学科（夜間部） 平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 日本医学柔整鍼灸専門学校 医療専門課程柔道整復学科（夜間部） 平成19年2月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
日本医学柔整鍼灸専門学校 医療専門課程柔道整復学科（夜間部） 平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 日本医学柔整鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸学科（昼間部） 平成19年2月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
日本医学柔整鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸学科（昼間部） 平成25年4月1日 平成26年1月28日
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告示年月日

東京都 日本医科大学看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本医歯薬専門学校 医歯薬専門課程生命工学技術科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 日本医歯薬専門学校 医歯薬専門課程薬業科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本医歯薬専門学校 医歯薬専門課程登録販売者学科Ⅰ部 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 日本医歯薬専門学校 医療事務専門課程医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本医歯薬専門学校 医療事務専門課程医療秘書学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 日本医歯薬専門学校 医療事務専門課程歯科秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 日本医歯薬専門学校 医療事務専門課程病院管理科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 日本医歯薬専門学校 医歯薬専門課程歯科衛生士科Ⅰ部 平成20年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
日本医歯薬専門学校 医歯薬専門課程歯科衛生士学科Ⅰ部 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 日本医歯薬専門学校 医歯薬専門課程歯科衛生士科Ⅱ部 平成20年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
日本医歯薬専門学校 医歯薬専門課程歯科衛生士学科Ⅱ部 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 日本医歯薬専門学校 医歯薬専門課程登録販売者学科Ⅰ部 平成23年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 日本医歯薬専門学校 医療事務専門課程医療秘書学科 平成23年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 日本医歯薬専門学校 医歯薬専門課程歯科衛生士学科Ⅰ部 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 日本医歯薬専門学校 医歯薬専門課程歯科衛生士学科Ⅱ部 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 日本医歯薬専門学校 医歯薬専門課程こども医療保育学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成30年2月28 日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

東京都 日本医歯薬専門学校 医歯薬専門課程視能訓練士学科Ⅰ部 平成30年2月28 日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 日本医歯薬専門学校 医歯薬専門課程こども心理学科 平成25年1月29日 ～ 平成29年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
日本医歯薬専門学校 医歯薬専門課程　こども医療保育学科 平成29年4月1日 平成30年2月28 日

東京都 日本医療ビジネス大学校
国際ビジネス専門課程国際情報ビジネス科（午
後）

平成21年9月1日 ～ 平成22年2月26日

東京都 日本医療ビジネス大学校
国際ビジネス専門課程国際情報ビジネス科（午
前）

平成21年9月1日 ～ 平成22年2月26日

東京都 日本医療ビジネス大学校 柔道整復専門課程柔道整復科（昼間部） 平成21年9月1日 ～ 平成22年2月26日

東京都 日本医療ビジネス大学校 柔道整復専門課程柔道整復科（夜間部） 平成21年9月1日 ～ 平成22年2月26日

東京都 日本ウェルネス歯科衛生専門学校 歯科衛生専門課程歯科衛生士科 平成18年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
日本ウェルネス歯科衛生専門学校 歯科衛生専門課程歯科衛生士科Ⅰ部 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 日本ウェルネス歯科衛生専門学校 歯科衛生専門課程歯科衛生士科Ⅰ部 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 日本ウェルネス歯科衛生専門学校 歯科衛生専門課程歯科衛生士科Ⅱ部 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都 日本ウェルネススポーツ専門学校 社会体育専門課程アスレティックトレーナー科 平成12年2月8日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
日本ウェルネススポーツ専門学校

社会体育専門課程アスレティックトレーナー
科（昼間部）

平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 日本ウェルネススポーツ専門学校 社会体育専門課程健康スポーツ文化科 平成12年2月8日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
日本ウェルネススポーツ専門学校

社会体育専門課程健康スポーツ科（昼間
部）

平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 日本ウェルネススポーツ専門学校
社会体育専門課程アスレティックトレーナー科（昼
間部）

平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

東京都 日本ウェルネススポーツ専門学校
社会体育専門課程アスレティックトレーナー科（夜
間部）

平成20年2月26日 ～ 平成26年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成26年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 日本ウェルネススポーツ専門学校 社会体育専門課程健康スポーツ科（昼間部） 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

東京都 日本ウェルネススポーツ専門学校 社会体育専門課程健康スポーツ科（夜間部） 平成20年2月26日 ～ 平成26年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成26年3月31日 平成30年2月28 日
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東京都 日本ウェルネススポーツ専門学校 社会体育専門課程チャイルドスポーツ科 平成20年2月26日 ～ 平成30年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
日本ウェルネススポーツ専門学校 社会体育専門課程　ライフプロモーション科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 日本ウェルネススポーツ専門学校 スポーツビジネス専門課程ウェルネスＩＴ科Ａ 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 日本ウェルネススポーツ専門学校 スポーツビジネス専門課程ウェルネスIT科B 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 日本ウェルネススポーツ専門学校 社会体育専門課程　ライフプロモーション科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 日本ウェルネス保育専門学校 医事管理専門課程　医療情報管理学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 日本ウェルネス保育専門学校 保育専門課程　こども保育学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 日本ウェルネス保育専門学校 保育専門課程　こども保育学科夜間部 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 日本音楽学校 教員保母養成専門課程中学校音楽教諭養成科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 日本音楽学校 教員保母養成専門課程保母養成科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本音楽学校 教員保母養成専門課程幼児教育科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 日本音楽学校 教員保母養成専門課程幼稚園教諭養成科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本音楽学校 教員保母養成専門課程幼稚園教員科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 日本音楽学校 教員保母養成専門課程幼児教育科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
日本音楽学校 教員保育士養成専門課程幼児教育科 平成11年4月1日 平成20年2月26日

東京都 日本音楽学校 教員保母養成専門課程幼稚園教員科 平成10年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 日本音楽学校 教員保育士養成専門課程幼児教育科 平成11年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程英語国際関係学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程英語通訳ガイド科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本外国語専門学校 外国語専門課程英語通訳科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程英語トラベル実務科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本外国語専門学校 外国語専門課程国際トラベル・ホテル科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程英語ビジネス実務科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程英語翻訳実務科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本外国語専門学校 外国語専門課程英語翻訳科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程総合英語科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本外国語専門学校
外国語専門課程日本語科Ⅰ部（修業年限２年の
課程に限る。）

平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程インターネット英語科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
日本外国語専門学校

外国語専門課程インターネット・マルチメ
ディア科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程英語通訳科 平成10年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
日本外国語専門学校 外国語専門課程英語通訳翻訳科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程英語翻訳科 平成10年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程国際トラベル・ホテル科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
日本外国語専門学校 外国語専門課程国際旅行科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程国際ボランティア学科 平成10年12月21日 ～ 平成23年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程児童英語教育科 平成10年12月21日 ～ 平成22年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
日本外国語専門学校 外国語専門課程子ども英語教育科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程スチュワーデス・エアライン科 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
日本外国語専門学校

外国語専門課程フライトアテンダント・エア
ライン科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程インターネット・マルチメディア科 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
日本外国語専門学校 外国語専門課程インターネット英語科 平成12年4月1日 平成13年3月8日
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東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程国際公務員科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程国際ホテル科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程国際旅行科 平成11年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
日本外国語専門学校 外国語専門課程国際観光科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程インターネット英語科 平成12年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程国際ビジネス科 平成13年3月1日 ～ 平成22年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
日本外国語専門学校 外国語専門課程国際ビジネス教養科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程日本語教育科 平成14年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程フライトアテンダント・エアライン科 平成13年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
日本外国語専門学校

外国語専門課程キャビンアテンダント・エア
ライン科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 日本外国語専門学校
外国語専門課程国際デジタルクリエイト科（２年
制）

平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程国際メディア科（３年制） 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程日本語教育科 平成17年3月3日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
日本外国語専門学校 外国語専門課程国際交流科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程英語本科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程国際観光科 平成16年4月1日 ～ 平成17年12月26日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程アジア・ヨーロッパ言語科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程国際ブライダル科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程日韓通訳科 平成21年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
日本外国語専門学校 外国語専門課程日韓通訳翻訳科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程日中通訳科 平成21年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
日本外国語専門学校 外国語専門課程日中通訳翻訳科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 日本外国語専門学校
外国語専門課程キャビンアテンダント・エアライン
科

平成22年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成22年11月29日
名称変

更
日本外国語専門学校 外国語専門課程　国際エアライン科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程国際ビジネス教養科 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
日本外国語専門学校 外国語専門課程国際ビジネス科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程子ども英語教育科 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程日本語ビジネス科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程英語通訳翻訳科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程国際交流科 平成23年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程国際ビジネス科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程日韓通訳翻訳科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程日中通訳翻訳科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程日越通訳翻訳科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

東京都 日本外国語専門学校 外国語専門課程　国際エアライン科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 日本菓子専門学校 菓子専門課程製菓技術学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日
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東京都 日本芸術専門学校 芸術専門課程演劇科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 日本芸術専門学校 芸術専門課程演劇学科 平成14年2月27日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 日本芸術専門学校 芸術専門課程音楽学科 平成14年2月27日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
日本芸術専門学校小岩校 芸術専門課程音楽学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

東京都 日本芸術専門学校 芸術専門課程演劇学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 日本芸術専門学校 芸術専門課程声優学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 日本芸術専門学校大森校 芸術専門課程演劇学科 平成17年12月26日 ～ 平成29年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
日本芸術専門学校 芸術専門課程演劇学科 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 日本芸術専門学校大森校 芸術専門課程声優学科 平成17年12月26日 ～ 平成29年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
日本芸術専門学校 芸術専門課程声優学科 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 日本芸術専門学校小岩校 芸術専門課程音楽学科 平成17年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
日本芸術専門学校小岩校 芸術専門課程音楽ポピュラー学科 平成20年4月1日 平成22年2月26日

東京都 日本芸術専門学校小岩校 芸術専門課程音楽ポピュラー学科 平成20年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 日本芸術専門学校小岩校 芸術専門課程ワールドダンス学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 日本健康医療専門学校 商業実務専門課程医療管理学科（第一部） 平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
日本健康医療専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科（第一部） 平成19年4月1日 平成21年2月27日

東京都 日本健康医療専門学校 商業実務専門課程医療管理学科（第二部） 平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
日本健康医療専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科（第二部） 平成19年4月1日 平成21年2月27日

東京都 日本健康医療専門学校 医療専門課程柔道整復学科（昼間部） 平成17年3月3日 ～ 平成25年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
日本健康医療専門学校 医療専門課程柔道整復学科昼間部（午前） 平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 日本健康医療専門学校 医療専門課程柔道整復学科（夜間部） 平成17年3月3日 ～ 平成25年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成25年3月31日 平成27年2月19日

東京都 日本健康医療専門学校 医療専門課程鍼灸学科（昼間部） 平成17年3月3日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
日本健康医療専門学校 医療専門課程　鍼灸学科（午前部） 平成22年4月1日 平成23年12月22日

東京都 日本健康医療専門学校 医療専門課程鍼灸学科（夜間部） 平成17年3月3日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
日本健康医療専門学校 医療専門課程　鍼灸学科（午後部） 平成22年4月1日 平成23年12月22日

東京都 日本健康医療専門学校 商業実務専門課程健康ビジネス学科（第一部） 平成17年3月3日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
日本健康医療専門学校

商業実務専門課程　ライフデザイン学科
（午前部）

平成22年4月1日 平成23年12月22日

東京都 日本健康医療専門学校 商業実務専門課程健康ビジネス学科（第二部） 平成17年3月3日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
日本健康医療専門学校

商業実務専門課程　ライフデザイン学科
（午後部）

平成22年4月1日 平成23年12月22日

東京都 日本健康医療専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科（第一部） 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
日本健康医療専門学校

商業実務専門課程　ライフケア学科（午前
部）

平成22年4月1日 平成23年12月22日

東京都 日本健康医療専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科（第二部） 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
日本健康医療専門学校

商業実務専門課程　ライフケア学科（午後
部）

平成22年4月1日 平成23年12月22日

東京都 日本健康医療専門学校 医療専門課程鍼灸学科（午後部） 平成22年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 日本健康医療専門学校 医療専門課程鍼灸学科（午前部） 平成22年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 日本健康医療専門学校 商業実務専門課程ライフケア学科（午後部） 平成22年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 日本健康医療専門学校 商業実務専門課程ライフケア学科（午前部） 平成22年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 日本健康医療専門学校 商業実務専門課程ライフデザイン学科（午後部） 平成22年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 日本健康医療専門学校 商業実務専門課程ライフデザイン学科（午前部） 平成22年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 日本健康医療専門学校 医療専門課程柔道整復学科昼間部（午前） 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

東京都 日本健康医療専門学校 医療専門課程柔道整復学科昼間部（午前） 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日
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東京都 日本健康ビジネス専門学校 健康ビジネス専門課程健康ビジネス学科 平成7年11月30日 ～ 平成20年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 日本健康ビジネス専門学校 健康ビジネス専門課程食品ビジネス学科 平成7年11月30日 ～ 平成10年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 日本健康ビジネス専門学校 国際ビジネス専門課程国際情報ビジネス科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
日本健康ビジネス専門学校

国際ビジネス専門課程国際情報ビジネス科
（午後）

平成15年4月1日 平成21年2月27日

東京都 日本健康ビジネス専門学校 柔道整復専門課程柔道整復科（昼間部） 平成16年2月17日 ～ 平成21年8月31日 平成16年2月17日
名称変

更
日本医療ビジネス大学校 柔道整復専門課程柔道整復科（昼間部） 平成21年9月1日 平成22年2月26日

東京都 日本健康ビジネス専門学校 柔道整復専門課程柔道整復科（夜間部） 平成16年2月17日 ～ 平成21年8月31日 平成16年2月17日
名称変

更
日本医療ビジネス大学校 柔道整復専門課程柔道整復科（夜間部） 平成21年9月1日 平成22年2月26日

東京都 日本健康ビジネス専門学校
国際ビジネス専門課程国際情報ビジネス科（午
後）

平成15年4月1日 ～ 平成21年8月31日 平成21年2月27日
名称変

更
日本医療ビジネス大学校

国際ビジネス専門課程国際情報ビジネス科
（午後）

平成21年9月1日 平成22年2月26日

東京都 日本健康ビジネス専門学校
国際ビジネス専門課程国際情報ビジネス科（午
前）

平成21年2月27日 ～ 平成21年8月31日 平成21年2月27日
名称変

更
日本医療ビジネス大学校

国際ビジネス専門課程国際情報ビジネス科
（午前）

平成21年9月1日 平成22年2月26日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程映像科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程演劇科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本工学院専門学校 芸術専門課程演劇俳優科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程音響芸術科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本工学院専門学校 芸術専門課程音響メディア科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程デザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程美術科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程放送制作芸術科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本工学院専門学校 芸術専門課程放送メディア科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計製図科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本工学院専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計デザイン科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程ＯＡ科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程映像システム科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程音響工学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程家電電子技術科第一部 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本工学院専門学校 工業専門課程情報家電技術科（第一部） 平成10年4月1日 平成10年12月21日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程環境科学科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程国際情報ネットワーク科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程情報システム工学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程情報処理科三年制 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程情報処理科第一部 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本工学院専門学校 工業専門課程情報学科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程電気工学科第一部 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程電気工事科第一部 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程電子工学科三年制 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程電子工学科第一部 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程メカトロニクス科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日
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東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程臨床工学科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本工学院専門学校 医療専門課程臨床工学科 平成14年4月1日 平成17年3月9日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程コンサート・イベント科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程メディカルエンジニア科 平成7年11月30日 ～ 平成15年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程演劇スタッフ科 平成8年12月4日 ～ 平成21年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程演劇俳優科 平成8年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
日本工学院専門学校 芸術専門課程俳優・声優科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程環境科学科三年制 平成8年12月4日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程情報処理資格科 平成8年12月4日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成8年12月4日 ～ 平成21年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
日本工学院専門学校 工業専門課程Webデザイン科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程コンピュータミュージック科 平成9年11月17日 ～ 平成17年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程建築設計科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程土木建設科 平成9年11月17日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程音響メディア科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
日本工学院専門学校 芸術専門課程音響芸術科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程放送メディア科 平成10年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
日本工学院専門学校 芸術専門課程放送芸術科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程マルチメディアアート科 平成10年12月21日 ～ 平成16年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
日本工学院専門学校 芸術専門課程グラフィックデザイン科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程インターネット科 平成10年12月21日 ～ 平成16年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
日本工学院専門学校 工業専門課程Webシステム科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程情報家電技術科（第一部） 平成10年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程情報家電技術科第二部 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程パソコン・ネットワーク科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程音響芸術科 平成12年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
日本工学院専門学校 芸術専門課程レコーディングクリエイター科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程総合アニメーション科 平成14年2月27日 ～ 平成18年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
日本工学院専門学校 芸術専門課程マンガ・アニメーション科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程ミュージックエンタテインメント科 平成14年2月27日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
日本工学院専門学校 芸術専門課程総合ミュージック科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

東京都 日本工学院専門学校 医療専門課程作業療法学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年12月8日 平成17年3月3日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

東京都 日本工学院専門学校 医療専門課程理学療法学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年12月8日 平成17年3月3日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程マルチメディア科三年制 平成17年3月3日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 日本工学院専門学校 医療専門課程臨床工学科 平成14年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程グラフィックデザイン科 平成16年4月1日 ～ 平成17年12月26日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程総合ミュージック科 平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
日本工学院専門学校 芸術専門課程ミュージックアーティスト科 平成19年4月1日 平成21年2月27日
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東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程Webシステム科 平成16年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程ゲームソフト科 平成17年12月26日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
日本工学院専門学校 工業専門課程ゲームクリエイター科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス科 平成17年12月26日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
日本工学院専門学校 工業専門課程ＣＧ・Webデザイン科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程俳優・声優科 平成18年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
日本工学院専門学校 芸術専門課程声優・俳優科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程放送芸術科 平成17年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
日本工学院専門学校 芸術専門課程放送・映画科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程マンガ・アニメーション科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程医療情報科 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
日本工学院専門学校 工業専門課程医療秘書・事務科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程インテリアデザイン科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
日本工学院専門学校

工業専門課程インテリア・プロダクトデザイ
ン科

平成19年4月1日 平成21年2月27日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程ゲームソフト科三年制 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス科三年制 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程バイオニクス科 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
日本工学院専門学校 工業専門課程バイオテクノロジー科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程ダンスパフォーマンス科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程電子・電気・ＣＡＤ科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
日本工学院専門学校 工業専門課程電子・電気科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程声優・俳優科 平成19年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
日本工学院専門学校 芸術専門課程声優・演劇科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程放送・映画科 平成19年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
日本工学院専門学校 芸術専門課程　放送芸術科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程ミュージックアーティスト科 平成19年4月1日 ～ 平成21年2月27日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程レコーディングクリエイター科 平成19年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
日本工学院専門学校 芸術専門課程　音響芸術科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程ＣＧ・Webデザイン科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
日本工学院専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程インテリア・プロダクトデザイン科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
日本工学院専門学校 工業専門課程インテリアデザイン科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程ゲームクリエイター科 平成19年4月1日 ～ 平成21年2月27日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程情報学科 平成19年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
日本工学院専門学校 工業専門課程情報処理科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程診療情報管理士科 平成21年2月27日 ～ 平成31年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程プロダクトデザイン科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程Webデザイン科 平成21年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
日本工学院専門学校 情報科学専門課程Ｗｅｂクリエイター科 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程医療秘書・事務科 平成21年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
日本工学院専門学校 工業専門課程　医療事務科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程インテリアデザイン科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス科 平成21年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
日本工学院専門学校 工業専門課程ＣＧクリエイター科 平成23年4月1日 平成23年12月22日
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東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程バイオテクノロジー科 平成21年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
日本工学院専門学校 工業専門課程環境・バイオ科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計デザイン科 平成22年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
日本工学院専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計製図科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程環境・バイオ科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程電子・電気科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程ＣＧクリエイター科 平成23年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
日本工学院専門学校 工業専門課程ＣＧ映像科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程情報処理科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計製図科 平成24年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
日本工学院専門学校 工業専門課程機械設計科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程演劇スタッフ科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程機械設計科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程声優・演劇科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程ＣＧ映像科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程　放送芸術科 平成30年4月1日 ～ 平成30年1月25日

東京都 日本工学院専門学校 芸術専門課程　音響芸術科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 日本工学院専門学校 工業専門課程　医療事務科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 日本工学院専門学校 情報科学専門課程Ｗｅｂクリエイター科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程音響芸術科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程レコーティングクリエイター科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程環境デザイン科三年制 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程産業デザイン科三年制 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程放送芸術科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程放送・映画科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程ＣＡＤ設計科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程ＣＡＤデザイン科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程音響工学科 平成7年1月23日 ～ 平成25年1月29日 平成7年1月23日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程音響技術科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程情報工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程情報工学科三年制 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程電気工学科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程電気工事科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程電子工学科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程電子・電気・ＣＡＤ科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程電子工学科三年制 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程メカトロニクス科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程コンピュータ機械制御科 平成13年4月1日 平成14年2月27日
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東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程メカトロニクス科三年制 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校

工科技術専門課程コンピュータ機械制御科
三年制

平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程ＯＡ科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程情報学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程情報処理科三年制 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程情報ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程演劇科 平成8年12月4日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程演劇声優科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程情報処理資格科 平成8年12月4日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程マルチメディア科 平成8年12月4日 ～ 平成20年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程グラフィックデザイン科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程健康スポーツ科学科 平成9年11月17日 ～ 平成23年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程スポーツ・健康科学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程コンサート・イベント科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程コンサート・イベント科三年制 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程コンピュータミュージック科 平成9年11月17日 ～ 平成17年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程総合ミュージック科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程建築設計科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程土木建設科 平成9年11月17日 ～ 平成20年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程パソコン・ネットワーク科 平成10年12月21日 ～ 平成20年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程インターネット科 平成10年12月21日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程自動車整備科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程アニメーション科 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程総合アニメーション科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程音響技術科 平成13年4月1日 ～ 平成21年2月27日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程コンピュータ機械制御科 平成13年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程ロボット科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 日本工学院八王子専門学校
工科技術専門課程コンピュータ機械制御科三年
制

平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程ＣＡＤデザイン科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程演劇声優科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程俳優・声優科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程総合アニメーション科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程マンガ・アニメーション科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程デジタル映像科 平成16年2月17日 ～ 平成20年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程ロボット科 平成15年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程ロボット・機械科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 日本工学院八王子専門学校 医療専門課程柔道整復科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

東京都 日本工学院八王子専門学校 医療専門課程鍼灸科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日
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東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程ＩＴネットワーク科 平成17年3月3日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程ＩＴネットワーク科三年制 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程マルチメディア科三年制 平成17年3月3日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程インテリアデザイン科 平成17年12月26日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程総合ミュージック科 平成17年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程ミュージックアーティスト科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程ゲームソフト科 平成17年12月26日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程ゲームクリエイター科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程コンピュータグラフィックス科 平成17年12月26日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程ＣＧ・Webデザイン科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程ネットビジネス科 平成17年12月26日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程一級自動車整備科 平成19年2月1日 ～ 平成23年12月22日 平成19年2月22日 不適合 平成23年12月22日 平成23年12月22日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程建築デザイン研究科 平成19年2月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程バイオニクス科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程バイオテクノロジー科 平成20年4月1日 平成22年2月26日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程医療情報科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程医療秘書・事務科 平成20年4月1日 平成22年2月26日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程ゲームソフト科三年制 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 日本工学院八王子専門学校
情報科学専門課程コンピュータグラフィックス科三
年制

平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程俳優・声優科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程声優・俳優科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程マンガ・アニメーション科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程声優・俳優科 平成20年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程声優・演劇科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程放送・映画科 平成20年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程　放送芸術科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程ミュージックアーティスト科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程レコーティングクリエイター科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

東京都 日本工学院八王子専門学校
工科技術専門課程インテリア・プロダクトデザイン
科

平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程プロダクトデザイン科 平成20年4月1日 平成22年2月26日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程電子・電気・ＣＡＤ科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程電子・電気科 平成21年4月1日 平成22年11月29日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程ＣＧ・Webデザイン科 平成20年4月1日 ～ 平成20年4月1日 平成21年2月27日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校

情報科学専門課程コンピュータグラフィック
ス科

平成20年4月1日 平成22年2月26日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程ＩＴネットワーク科三年制 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程グラフィックデザイン科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程ゲームクリエイター科 平成20年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程　音響芸術科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程情報学科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程情報処理科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程グラフィックデザイン科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程健康スポーツエキスパート科 平成22年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校

芸術専門課程スポーツ・健康エキスパート
科

平成24年4月1日 平成25年1月29日
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東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程インテリアデザイン科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程バイオテクノロジー科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程応用生物学科 平成21年4月1日 平成22年11月29日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程プロダクトデザイン科 平成20年4月1日 ～ 平成22年2月26日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程Webデザイン科 平成22年2月26日 ～ 平成29年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程　Ｗｅｂクリエイター科 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程医療秘書・事務科 平成20年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程　医療事務科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程コンピュータグラフィックス科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程ＣＧクリエイター科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程パソコン・ネットワーク科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程ＣＡＤ設計デザイン科 平成22年11月29日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程ＣＡＤ設計製図科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程応用生物学科 平成21年4月1日 ～ 平成21年2月27日 平成22年11月29日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程電子・電気科 平成21年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程診療情報管理士科 平成22年11月29日 ～ 平成31年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程スポーツ・健康科学科 平成23年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程スポーツ健康学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程ＣＧクリエイター科 平成23年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程ＣＧ映像科 平成27年4月1日 平成29年2月28日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程情報処理科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程こども学科 平成25年1月29日 ～ 平成30年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程スポーツ・健康エキスパート科 平成24年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程スポーツ健康学科三年制 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程スポーツトレーナー科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程スポーツトレーナー科三年制 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程ＣＡＤ設計製図科 平成24年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程機械設計科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程土木・造園科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程ロボット・機械科 平成24年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程ロボット科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程スポーツ健康学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程スポーツ健康学科三年制 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程機械設計科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程ロボット科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程声優・演劇科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程ＣＧ映像科 平成27年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都 日本工学院八王子専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日
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東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程　音響芸術科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程　放送芸術科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程　医療事務科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程Ｗｅｂクリエイター科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 日本工業大学専門学校 工業専門課程高度情報システム科 平成17年12月26日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
神田情報ビジネス専門学校 工業専門課程高度情報システム科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 日本工業大学専門学校 工業専門課程電気電子ネットワーク科 平成17年12月26日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
神田情報ビジネス専門学校 工業専門課程電気電子ネットワーク科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 日本コンピュータデザイン専門学校 情報処理専門課程ＣＧデザインゲームソフト学科 平成8年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 日本コンピュータデザイン専門学校 情報処理専門課程ＯＡ情報学科 平成8年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 日本コンピュータデザイン専門学校 情報処理専門課程CGデザイン学科 平成9年11月17日 ～ 平成17年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 日本コンピュータデザイン専門学校 情報処理専門課程SEゲームソフト学科 平成9年11月17日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
日本コンピュータデザイン専門学校

情報処理専門課程インターネットビジネス
学科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 日本コンピュータデザイン専門学校 情報処理専門課程インターネットビジネス学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

東京都 日本指圧専門学校 医療専門課程指圧科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本指圧専門学校 医療専門課程指圧科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本歯科助手専門学校 歯科助手専門課程歯科秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 日本歯科大学附属歯科専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 日本歯科大学附属歯科専門学校 医療専門課程歯科技工士科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 日本児童教育専門学校 児童教育専門課程児童教育総合科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本児童教育専門学校 児童教育専門課程児童教育科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 日本児童教育専門学校 児童教育専門課程児童福祉専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本児童教育専門学校 児童教育専門課程児童福祉科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 日本児童教育専門学校 児童教育専門課程幼児保育専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本児童教育専門学校 児童教育専門課程幼児保育科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 日本児童教育専門学校 児童文化専門課程絵本創作専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本児童教育専門学校 児童文化専門課程絵本創作科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 日本児童教育専門学校 児童文化専門課程児童文学専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本児童教育専門学校 児童文化専門課程児童文学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 日本児童教育専門学校 児童文化専門課程出版編集専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 日本児童教育専門学校 児童文化専門課程童話創作専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 日本児童教育専門学校 児童文化専門課程保育文化専攻科 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 日本児童教育専門学校 児童教育専門課程児童教育科 平成18年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

東京都 日本児童教育専門学校 児童教育専門課程児童福祉科 平成18年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 日本児童教育専門学校 児童教育専門課程幼児保育科 平成18年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 日本児童教育専門学校 児童文化専門課程絵本創作科 平成18年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日
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東京都 日本児童教育専門学校 児童文化専門課程児童文学科 平成18年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 日本児童教育専門学校 児童文化専門課程絵本童話科 平成20年2月26日 ～ 平成28年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 日本児童教育専門学校 児童教育専門課程保育福祉科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 日本児童教育専門学校 児童教育専門課程総合子ども学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 日本自動車整備専門学校 工業専門課程専門科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
トヨタ東京整備専門学校 工業専門課程専門科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 日本自動車整備専門学校 工業専門課程１級修士科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
トヨタ東京整備専門学校 工業専門課程１級修士科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程広告・広報専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程国際ジャーナリスト専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程コンピュータ編集専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程ジャーナリスト総合科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校
ジャーナリスト専門課程フォトジャーナリスト専攻
科

平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程文芸創作専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程文芸創作科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程編集者専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程編集科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程編集デザイン専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程放送ジャーナリスト専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程マスカルチャー専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程ルポライター専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程映像ジャーナリスト専攻科 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程放送芸術専攻科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程音楽ジャーナリスト専攻科 平成9年11月17日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校
ジャーナリスト専門課程スポーツジャーナリスト専
攻科

平成9年11月17日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程スポーツマスコミ科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程マルチメディア編集科 平成9年11月17日 ～ 平成25年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程コミック編集専攻科 平成10年12月21日 ～ 平成25年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程放送芸術専攻科 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
日本ジャーナリスト専門学校

ジャーナリスト専門課程映像ジャーナリスト
専攻科

平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程映像ジャーナリスト専攻科 平成12年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程映像科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程映像科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程写真科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程スポーツマスコミ科 平成14年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程文芸創作科 平成14年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程編集科 平成14年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程編集者養成科 平成17年4月1日 平成19年2月22日
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東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程ライター科 平成15年2月19日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程ライター養成科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程写真科 平成15年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程放送科 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程放送マスコミ科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程芸能マスコミ科 平成19年2月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程編集者養成科 平成17年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程放送マスコミ科 平成17年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程報道マスコミ科 平成19年2月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校 ジャーナリスト専門課程ライター養成科 平成17年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校
ジャーナリスト専門課程ジャーナリスト総合科２年
コース

平成20年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 日本ジャーナリスト専門学校
ジャーナリスト専門課程ジャーナリスト総合科３年
コース

平成22年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 日本社会体育専門学校 社会体育専門課程スポーツ教育学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 日本社会体育専門学校 社会体育専門課程スポーツ経営学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 日本社会体育専門学校 社会体育専門課程スポーツ文化学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 日本社会体育専門学校 社会体育専門課程スポーツ指導者養成学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 日本社会体育専門学校 社会体育専門課程スポーツマネジメント学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 日本社会体育専門学校 社会体育専門課程総合スポーツ学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 日本写真芸術専門学校 画像専門課程広告写真科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本写真芸術専門学校 画像専門課程写真科２年制（昼間部） 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 日本写真芸術専門学校 画像専門課程肖像写真科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本写真芸術専門学校 画像専門課程写真科２年制（昼間部） 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 日本写真芸術専門学校 画像専門課程ビデオ科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 日本写真芸術専門学校 画像専門課程報道・写真芸術科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本写真芸術専門学校 画像専門課程写真科２年制（昼間部） 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 日本写真芸術専門学校 画像専門課程写真科 平成12年2月8日 ～ 平成21年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
日本写真芸術専門学校 画像専門課程写真科３年制 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 日本写真芸術専門学校 画像専門課程写真科２年制（昼間部） 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

東京都 日本写真芸術専門学校 画像専門課程写真科３年制 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

東京都 日本写真芸術専門学校 画像専門課程フォトソーシャルビジネス科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 日本柔道整復専門学校 医療専門課程柔道整復科１部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本柔道整復専門学校 医療専門課程柔道整復科２部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本情報ビジネス専門学校 情報専門課程情報システム学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程情報システム学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 日本情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程キャリアレディ科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日
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東京都 日本情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程情報ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校デジタルアーツ東京 ビジネス専門課程情報ビジネス学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 日本情報ビジネス専門学校 情報専門課程コンピュータクリエイティブ学科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 日本情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程情報経理学科 平成7年11月30日 ～ 平成12年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校デジタルアーツ東京 ビジネス専門課程情報経理学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 日本情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程ビジネス行政学科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 日本情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程流通ビジネス学科 平成7年11月30日 ～ 平成12年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校デジタルアーツ東京 ビジネス専門課程流通ビジネス学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 日本情報ビジネス専門学校 情報専門課程ゲームクリエイティブ学科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程ゲームクリエイティブ学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 日本情報ビジネス専門学校 情報専門課程マルチメディア学科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程マルチメディア学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 日本情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程医療情報学科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校デジタルアーツ東京 ビジネス専門課程医療情報学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 日本情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程観光ビジネス学科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 日本情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程ビジネス行政中級学科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 日本情報ビジネス専門学校 情報専門課程ＣＧ学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程ＣＧ学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 日本情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程スポーツビジネス学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 日本情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程ビジネス行政学科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 日本情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程福祉サービス学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 日本情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程フラワービジネス学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校デジタルアーツ東京 ビジネス専門課程フラワービジネス学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 日本情報ビジネス専門学校 情報専門課程インテリアデザイン学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校デジタルアーツ東京 情報専門課程インテリアデザイン学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 日本書道専門学校 書道専門課程本科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本総合医療専門学校 医療専門課程柔道整復学科（昼間部） 平成28年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 日本総合医療専門学校 医療専門課程柔道整復学科（夜間） 平成30年2月28 日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 日本体育大学医療専門学校 柔道整復専門課程　整復健康学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 日本大学医学部附属看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本大学歯学部附属歯科衛生専門学校 歯科衛生専門課程歯科衛生士学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本大学歯学部附属歯科技工専門学校 歯科技工専門課程歯科技工士学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本デザイン専門学校 デザイン専門課程インテリアデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 日本デザイン専門学校 デザイン専門課程グラフィックデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本デザイン専門学校 デザイン専門課程グラフィックデザイン学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 日本デザイン専門学校 デザイン専門課程工業工芸デザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本デザイン専門学校 デザイン専門課程工業工芸デザイン学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 日本デザイン専門学校 デザイン専門課程クラフトデザイン学科 平成22年2月26日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
日本デザイン福祉専門学校 デザイン専門課程クラフトデザイン学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 日本デザイン専門学校 デザイン専門課程ゲームキャラクター学科 平成22年2月26日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
日本デザイン福祉専門学校 デザイン専門課程ゲームキャラクター学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日
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東京都 日本デザイン専門学校 デザイン専門課程漫画・アニメーション学科 平成22年2月26日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
日本デザイン福祉専門学校 デザイン専門課程漫画・アニメーション学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 日本デザイン専門学校 デザイン専門課程メディアイラストレーション学科 平成22年2月26日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
日本デザイン福祉専門学校

デザイン専門課程メディアイラストレーショ
ン学科

平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 日本デザイン専門学校 デザイン専門課程グラフィックデザイン学科 平成22年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
日本デザイン福祉専門学校 デザイン専門課程グラフィックデザイン学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 日本デザイン専門学校 デザイン専門課程工業工芸デザイン学科 平成22年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
日本デザイン専門学校 デザイン専門課程ものデザイン学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 日本デザイン専門学校 デザイン専門課程こどもデザイン学科 平成22年11月29日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
日本デザイン福祉専門学校 デザイン専門課程こどもデザイン学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 日本デザイン専門学校 デザイン専門課程ものデザイン学科 平成24年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 日本デザイン福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育こどもデザイン学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

東京都 日本デザイン福祉専門学校 デザイン専門課程キャラクターデザイン学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

東京都 日本デザイン福祉専門学校 デザイン専門課程グラフィックデザイン学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都 日本デザイン福祉専門学校 デザイン専門課程クラフトデザイン学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都 日本デザイン福祉専門学校 デザイン専門課程ゲームキャラクター学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成29年2月28日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 日本デザイン福祉専門学校 デザイン専門課程こどもデザイン学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成29年2月28日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 日本デザイン福祉専門学校 デザイン専門課程漫画・アニメーション学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成29年2月28日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 日本デザイン福祉専門学校 デザイン専門課程メディアイラストレーション学科 平成28年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成29年2月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 日本デザイン福祉専門学校 商業実務専門課程　観光学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 日本デザイン福祉専門学校 デザイン専門課程　製菓デザイン学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 日本デザイン福祉専門学校
デザイン専門課程　マンガ・アニメ・キャラクター学
科

令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程ＯＡインストラクタ科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程映像クリエイティブ科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程グラフィックソフトウェア科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程コンピュータ・グラフィックス科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程コンピュータミュージック科 平成7年1月23日 ～ 平成28年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程サウンド・クリエイティブ科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程シニア情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程情報システム開発科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程情報処理科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程情報処理科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程人工知能科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日
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東京都 日本電子専門学校 工業専門課程ソフトウェアクリエイティブ科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程ソフトサイエンス科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程知能機械工学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程電気工学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程電気工学科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程電気工事技術科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程電子音響工学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程電子技術科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程電子工学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程電子工学科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程電子情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程メカトロニクス科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程コンピュータアミューズメント科 平成7年11月30日 ～ 平成15年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成7年11月30日 ～ 平成13年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程ＣＡＤ技術科 平成8年12月4日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程ＣＧ映像科 平成8年12月4日 ～ 平成25年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
日本電子専門学校 工業専門課程ＣＧ映像制作科(昼間部） 平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程環境デザイン科 平成8年12月4日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程コンピュータ総合技術科 平成8年12月4日 ～ 平成18年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程コンピュータネットワーク科 平成8年12月4日 ～ 平成28年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程環境メカトロニクス科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程通信メディア工学科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程マルチメディア研究科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程医用電子科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程コンピュータデザイン科 平成10年12月21日 ～ 平成18年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程電子メディア技術科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程パソコン応用技術科 平成10年12月21日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程ＣＡＤデザイン科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程コンピュータ制御システム科 平成12年2月8日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日
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東京都 日本電子専門学校 工業専門課程デジタルテクノロジー科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程ＣＧアニメ科 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程コンピュータアミューズメント研究科 平成13年3月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス研究科 平成13年3月1日 ～ 平成20年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程デジタル映像放送制作科 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程電子応用工学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程インターネットデザイン科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程コンピュータネットワーク科夜間部 平成14年2月27日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程アニメーション科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程映像制作科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程おもちゃ工学科 平成16年2月17日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程音響芸術科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程ゲームＣＧデザイン科 平成16年2月17日 ～ 平成28年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程ゲーム制作科（昼間部） 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程ゲーム制作科（夜間部） 平成16年2月17日 ～ 平成29年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程ゲームミュージック科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程電子情報技術科 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 日本電子専門学校 商業実務専門課程インターネットビジネス科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 日本電子専門学校 商業実務専門課程コンピュータビジネス科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 日本電子専門学校 商業実務専門課程ライブ・イベント科 平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 日本電子専門学校 文化・教養専門課程ミュージックアーティスト科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程ゲーム制作研究科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程コンピュータネットワーク研究科 平成17年3月3日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 日本電子専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成17年3月3日 ～ 平成25年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
日本電子専門学校

商業実務専門課程情報ビジネスライセンス
科(昼間部）

平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 日本電子専門学校 文化・教養専門課程音響芸術科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程ＣＧデザイン科（夜間部） 平成17年12月26日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程ネットワークセキュリティ科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程Ｗｅｂデザイン科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日
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東京都 日本電子専門学校 工業専門課程アニメーション研究科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程オープンソースシステム科 平成19年2月1日 ～ 平成24年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程おもちゃ科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程組込みシステム科 平成19年2月1日 ～ 平成26年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程組込みシステム科（夜間部） 平成19年2月1日 ～ 平成24年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程グラフィックデザイン科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程高度情報処理科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程情報セキュリティ科 平成19年2月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 日本電子専門学校
工業専門課程ネットワークセキュリティ科（夜間
部）

平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程Ｗｅｂ総合技術科 平成20年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程ゲーム企画科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 日本電子専門学校
工業専門課程コンピュータグラフィックス科（夜間
部）

平成20年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程ソフトウェアテストデザイン科 平成21年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程ケータイ・アプリケーション科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程Webシステム科 平成23年12月22日 ～ 平成28年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程ＣＧ映像制作科(昼間部） 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

東京都 日本電子専門学校
商業実務専門課程情報ビジネスライセンス科(昼
間部）

平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程高度電気工学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス研究科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

東京都 日本電子専門学校 工業専門課程ＡＩシステム科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 日本電子デジタルマネジメント専門学校 商業実務専門課程ＯＡ・ビジネス科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 日本電子デジタルマネジメント専門学校 商業実務専門課程アミューズメントビジネス科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 日本電子デジタルマネジメント専門学校 商業実務専門課程スポーツビジネス科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 日本電子デジタルマネジメント専門学校 商業実務専門課程トラベル・ビジネス科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 日本電子デジタルマネジメント専門学校 商業実務専門課程フードビジネス科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 日本電子デジタルマネジメント専門学校 商業実務専門課程流通ビジネス科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 日本電子デジタルマネジメント専門学校 商業実務専門課程３ＤＣＧデザイン科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 日本電子デジタルマネジメント専門学校 商業実務専門課程インターネットビジネス科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日
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東京都 日本電子デジタルマネジメント専門学校 商業実務専門課程ゲームＣＧデザイン科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 日本電子デジタルマネジメント専門学校 商業実務専門課程コンピュータビジネス科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 日本電子デジタルマネジメント専門学校 商業実務専門課程デジタルマネジメント研究科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 日本動物専門学校 動物管理専門課程動物管理学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 日本鍼灸理療専門学校 医療専門課程鍼灸あん摩マッサージ指圧科１部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本鍼灸理療専門学校 医療専門課程鍼灸あん摩マッサージ指圧科２部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本鍼灸理療専門学校 医療専門課程鍼灸科１部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本鍼灸理療専門学校 医療専門課程鍼灸科２部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本ビジネス専門学校 ビジネス専門課程国際観光学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 日本ビジネス専門学校 ビジネス専門課程情報ビジネス学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 日本ビジネス専門学校 ビジネス専門課程総合ビジネス学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 日本美容専門学校 美容専門課程専門科（昼間部） 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

東京都 日本美容専門学校 美容専門課程専門科（夜間部） 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

東京都 日本美容専門学校 美容専門課程総合美容科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 日本福祉教育専門学校 福祉教育専門課程医療情報学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 日本福祉教育専門学校 福祉教育専門課程医療秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 日本福祉教育専門学校 福祉教育専門課程介護福祉学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本福祉教育専門学校 福祉教育専門課程健康福祉学科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 日本福祉教育専門学校 福祉教育専門課程社会教育学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 日本福祉教育専門学校 福祉教育専門課程社会福祉学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本福祉教育専門学校 福祉教育専門課程心理技術学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本福祉教育専門学校 福祉教育専門課程心理情報学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 日本福祉教育専門学校 福祉教育専門課程医療事務学科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
日本福祉教育専門学校 福祉教育専門課程医療事務情報学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 日本福祉教育専門学校 福祉教育専門課程健康心理学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

東京都 日本福祉教育専門学校 福祉教育専門課程医療言語聴覚療法学科 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
日本福祉教育専門学校 福祉教育専門課程言語聴覚療法学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 日本福祉教育専門学校 福祉教育専門課程医療福祉学科 平成10年12月21日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 日本福祉教育専門学校 福祉教育専門課程医療事務情報学科 平成13年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 日本福祉教育専門学校 福祉教育専門課程言語聴覚療法学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日
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東京都 日本福祉教育専門学校 福祉教育専門課程社会福祉総合学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

東京都 日本フラワーデザイン専門学校 フラワーデザイン専門課程フラワーデザイン本科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 日本プリンティングアカデミー 印刷専門課程エンジニア科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 日本プリンティングアカデミー 印刷専門課程マネジメント科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 日本プリンティングアカデミー 印刷専門課程本科エンジニア科 平成8年12月4日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 日本プリンティングアカデミー 印刷専門課程本科マネジメント科 平成8年12月4日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 日本プリンティングアカデミー 印刷専門課程グラフィック・メディア特進科 平成14年2月27日 ～ 平成29年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
日本プリンティングアカデミー 印刷専門課程　経営本科 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 日本プリンティングアカデミー 印刷専門課程グラフィックエンジニア科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 日本プリンティングアカデミー 印刷専門課程メディアマネジメント科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 日本プリンティングアカデミー 印刷専門課程グラフィック・メディア専門科 平成15年2月19日 ～ 平成27年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成27年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 日本プリンティングアカデミー 印刷専門課程　メディア・コンテンツ学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 日本プリンティングアカデミー 印刷専門課程経営本科 平成29年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成30年2月28 日
名称変

更
日本プリンティングアカデミー 印刷専門課程　メディア・コンテンツ学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都 日本ペットアンドアニマル専門学校 動物管理専門課程海洋生物・ネイチャー科 平成16年2月17日 ～ 平成28年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
日本ペットアンドアニマル専門学校

動物管理専門課程水族館・ドルフィントレー
ナー科

平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 日本ペットアンドアニマル専門学校 動物管理専門課程ペット動物マネージメント科 平成16年2月17日 ～ 平成28年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
日本ペットアンドアニマル専門学校

動物管理専門課程ペットビューティー・ケア
科

平成28年4月1日 平成29年2月28日

東京都 日本ペットアンドアニマル専門学校 動物管理専門課程野生動物マネージメント科 平成16年2月17日 ～ 平成24年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
日本ペットアンドアニマル専門学校 動物管理専門課程動物飼育科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

東京都 日本ペットアンドアニマル専門学校 動物管理専門課程動物飼育科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 日本ペットアンドアニマル専門学校 動物管理専門課程水族館・ドルフィントレーナー科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都 日本ペットアンドアニマル専門学校 動物管理専門課程ペットビューティー・ケア科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

東京都 日本眼鏡専門学校 工業専門課程眼鏡学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京オプトメトリックカレッジ 工業専門課程眼鏡学科昼間部 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 日本眼鏡専門学校 工業専門課程眼鏡学科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京オプトメトリックカレッジ 工業専門課程眼鏡学科夜間部 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 日本メンズ・アパレル・アカデミー 紳士服専門課程アパレル本科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 日本リハビリテーション専門学校 医療技術専門課程作業療法学科（夜間部） 平成13年3月1日 ～ 平成17年12月8日 平成13年3月8日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

東京都 日本リハビリテーション専門学校 医療技術専門課程理学療法学科（昼間部） 平成13年3月1日 ～ 平成17年12月8日 平成13年3月8日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

東京都 人間総合科学大学鍼灸医療専門学校 医療専門課程東洋医療鍼灸学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

東京都 八王子栄養専門学校 栄養専門課程栄養士科 平成9年11月17日 ～ 平成31年4月1日 平成9年11月17日
名称変

更
大竹栄養専門学校 栄養専門課程　栄養士科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都 八王子市立看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

東京都 服部栄養専門学校 栄養専門課程栄養士科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 服部栄養専門学校 栄養専門課程調理師本科（２年制） 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日
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東京都 華学園栄養専門学校 栄養専門課程栄養士科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 華学園オーケービジネス専門学校
ビジネス情報処理専門課程ビジネスコンピュータ
学科

平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
華学園ビジネス専門学校

ビジネス情報処理専門課程コンピュータ学
科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 華学園オーケービジネス専門学校 ビジネス情報処理専門課程経営マネジメント学科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
華学園ビジネス専門学校 ビジネス情報処理専門課程ビジネス学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 華学園ビジネス専門学校 ビジネス情報処理専門課程コンピュータ学科 平成11年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 華学園ビジネス専門学校 ビジネス情報処理専門課程ビジネス学科 平成11年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 華調理師専門学校 調理専門課程調理テクニカル科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
華調理製菓専門学校 調理専門課程調理テクニカル科 平成23年4月1日 平成25年1月29日

東京都 華調理師専門学校 調理専門課程製菓・製パン技術科 平成17年3月3日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
華調理製菓専門学校 調理専門課程スイーツ・カフェ科 平成23年4月1日 平成25年1月29日

東京都 華調理製菓専門学校 調理専門課程スイーツ・カフェ科 平成23年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
華調理製菓専門学校 調理専門課程パティシエテクニカル科 平成28年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 華調理製菓専門学校 調理専門課程調理テクニカル科 平成23年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 華調理製菓専門学校 調理専門課程パティシエテクニカル科 平成28年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 華服飾専門学校 服飾専門課程テクニカルデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成28年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
華服飾専門学校 服飾専門課程ファッションテクニカル科 平成28年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 華服飾専門学校 服飾専門課程ファッション工学科 平成7年1月23日 ～ 平成28年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
華服飾専門学校 服飾専門課程ファッションクリエーター科 平成28年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 華服飾専門学校 服飾専門課程ファッションクリエーター科 平成28年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 華服飾専門学校 服飾専門課程ファッションテクニカル科 平成28年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 ハリウッドビューティ専門学校 美容専門課程トータル美容専門科（昼間） 平成21年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
ハリウッドビューティ専門学校

美容専門課程トータルビューティ専門科（昼
間部）

平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 ハリウッドビューティ専門学校 美容専門課程美容専門科（昼間） 平成21年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
ハリウッド美容専門学校 美容専門課程美容専門科（昼間） 平成28年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 ハリウッドビューティ専門学校 美容専門課程美容専門科（夜間） 平成21年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
ハリウッド美容専門学校 美容専門課程美容専門科（夜間） 平成28年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 ハリウッドビューティ専門学校 ファッション専門課程ファッション専門科（昼間部） 平成21年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 ハリウッドビューティ専門学校 美容専門課程トータルビューティ専門科（昼間部） 平成22年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
ハリウッド美容専門学校

美容専門課程トータルビューティ専門科（昼
間部）

平成28年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 ハリウッド美容専門学校 美容専門課程専門科昼間部 平成12年2月8日 ～ 平成21年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
ハリウッドビューティ専門学校 美容専門課程美容専門科（昼間） 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 ハリウッド美容専門学校 美容専門課程専門科夜間部 平成12年2月8日 ～ 平成21年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
ハリウッドビューティ専門学校 美容専門課程美容専門科（夜間） 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 ハリウッド美容専門学校
ファッション専門課程ファッション専門科Ⅱ（昼間
部）

平成20年2月26日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
ハリウッドビューティ専門学校

ファッション専門課程ファッション専門科（昼
間部）

平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 ハリウッド美容専門学校 美容専門課程トータル美容専門科（昼間部） 平成21年2月27日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
ハリウッドビューティ専門学校 美容専門課程トータル美容専門科（昼間） 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 ハリウッド美容専門学校 美容専門課程トータルビューティ専門科（昼間部） 平成28年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 ハリウッド美容専門学校 美容専門課程美容専門科（昼間） 平成28年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 ハリウッド美容専門学校 美容専門課程美容専門科（夜間） 平成28年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 パルビジネス専門学校 商業実務専門課程ＯＡ・ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本電子デジタルマネジメント専門学校 商業実務専門課程ＯＡ・ビジネス科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 パルビジネス専門学校 商業実務専門課程医療ＯＡ秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日
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東京都 パルビジネス専門学校 商業実務専門課程インテリアデザイン・ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 パルビジネス専門学校 商業実務専門課程経営情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 パルビジネス専門学校 商業実務専門課程国際情報秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 パルビジネス専門学校 商業実務専門課程国際ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 パルビジネス専門学校 商業実務専門課程トラベル・ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本電子デジタルマネジメント専門学校 商業実務専門課程トラベル・ビジネス科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 パルビジネス専門学校 商業実務専門課程ファイナンシャル・ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 パルビジネス専門学校 商業実務専門課程ホテル・リゾート・ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 パルビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成8年12月4日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 パルビジネス専門学校 商業実務専門課程金融ビジネス科 平成8年12月4日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 パルビジネス専門学校 商業実務専門課程福祉情報科 平成8年12月4日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 パルビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチメディア・ビジネス科 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 パルビジネス専門学校 商業実務専門課程流通ビジネス科 平成8年12月4日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
日本電子デジタルマネジメント専門学校 商業実務専門課程流通ビジネス科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 パルビジネス専門学校 商業実務専門課程アミューズメントビジネス科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
日本電子デジタルマネジメント専門学校

商業実務専門課程アミューズメントビジネス
科

平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 パルビジネス専門学校 商業実務専門課程スポーツビジネス科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
日本電子デジタルマネジメント専門学校 商業実務専門課程スポーツビジネス科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 パルビジネス専門学校 商業実務専門課程フードビジネス科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
日本電子デジタルマネジメント専門学校 商業実務専門課程フードビジネス科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 東放学園音響専門学校 工業専門課程音響技術科（昼間Ⅰ部） 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

東京都 東放学園音響専門学校 工業専門課程音響芸術科（昼間Ⅰ部） 平成25年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
東放学園音響専門学校 放送専門課程　放送芸術科 平成29年4月1日 平成30年2月28 日

東京都 東放学園音響専門学校 工業専門課程音響技術科（昼間Ⅱ部） 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

東京都 東放学園音響専門学校 工業専門課程音響芸術科（昼間Ⅱ部） 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

東京都 東放学園音響専門学校 工業専門課程　放送技術科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 東放学園音響専門学校 放送専門課程　テレビ美術科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 東放学園音響専門学校 放送専門課程　放送音響科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 東放学園音響専門学校 放送専門課程　放送芸術科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 日体柔整専門学校 柔道整復専門課柔道整復科 平成7年1月23日 ～ 平成30年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本体育大学医療専門学校 柔道整復専門課程　整復健康学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 秀明英語専門学校 文化・教養専門課程一般教養科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 秀林外語専門学校 外国語専門課程英語学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 秀林外語専門学校 外国語専門課程韓国語学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
秀林外語専門学校

外国語専門課程日本語／韓国語通訳・翻
訳学科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 秀林外語専門学校 外国語専門課程中国語学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
秀林外語専門学校

外国語専門課程日本語／中国語通訳・翻
訳学科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

147 / 162 ページ



学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名

適用年月日
告示年月日 手続き

名称変更後 変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

東京都 秀林外語専門学校 外国語専門課程日本語／韓国語通訳・翻訳学科 平成11年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
秀林外語専門学校 外国語課程日韓通訳・翻訳学科 平成13年4月1日 平成25年1月29日

東京都 秀林外語専門学校 外国語専門課程日本語／中国語通訳・翻訳学科 平成11年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
秀林外語専門学校 外国語課程日中通訳・翻訳学科 平成13年4月1日 平成25年1月29日

東京都 秀林外語専門学校 外国語課程日韓通訳・翻訳学科 平成13年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 秀林外語専門学校 外国語課程日中通訳・翻訳学科 平成13年4月1日 ～ 平成25年1月29日

東京都 秀林外語専門学校
外国語課程情報ビジネスコミュニケーション学科
（昼間Ⅱ部）

平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

東京都 秀林外語専門学校
外国語課程情報ビジネスコミュニケーション学科
（昼間Ⅰ部）

平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

東京都 一橋スクール・オブ・ビズネス
商業実務専門課程総合ビズネス学科カレッジコー
ス

平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 富士アスレティックアンドビジネス専門学校 ビジネス専門課程アスレティックトレーナー学科 平成9年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 富士アスレティックアンドビジネス専門学校 ビジネス専門課程国際ビジネス学科Ⅰ 平成9年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
富士国際ビジネス専門学校

ビジネス専門課程国際ビジネス学科（２年
課程）

平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 富士アスレティックアンドビジネス専門学校 ビジネス専門課程国際ビジネス学科Ⅱ 平成9年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 富士アスレティックアンドビジネス専門学校 ビジネス専門課程スポーツマネジメント学科 平成10年12月21日 ～ 平成21年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 富士国際ビジネス専門学校 ビジネス専門課程国際ビジネス学科（２年課程） 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 二葉栄養専門学校 栄養調理専門課程栄養士科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
二葉栄養専門学校 栄養専門課程栄養士科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 二葉栄養専門学校 栄養専門課程栄養士科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

東京都 二葉栄養専門学校 調理専門課程調理実践科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

東京都 二葉製菓学校 衛生専門課程パティスリーモデーヌ科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 二葉製菓学校 衛生専門課程パティスリーメティエ科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 二葉ファッションアカデミー 服飾専門課程スタイリスト科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 二葉ファッションアカデミー 服飾専門課程ファッション工学科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 二葉ファッションアカデミー 服飾専門課程ファッションデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 二葉ファッションアカデミー 服飾専門課程ファッション総合学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都 府中女子専門学校 家政専門課程服装本科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 文化外国語専門学校 語学専門課程英語科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
文化外国語専門学校 語学専門課程国際通訳・翻訳科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 文化外国語専門学校 語学専門課程国際秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 文化外国語専門学校 語学専門課程ビジネス英語科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 文化外国語専門学校 語学専門課程国際通訳・翻訳科 平成18年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 文化外国語専門学校 語学専門課程日本語通訳ビジネス科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

東京都 文化学院 建築専門課程建築研究科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日
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東京都 文化学院 建築専門課程建築本科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 文化学院 美術専門課程美術科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 文化学院 文学専門課程文学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
文化学院 文学専門課程創造表現科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

東京都 文化学院 文学専門課程創造表現科 平成15年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成22年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 文化学院 美術専門課程総合芸術学科 平成22年2月26日 ～ 平成30年9月11日 平成22年2月26日 廃止 平成30年9月11日 令和2年2月29日

東京都 文化学院 美術専門課程放送・映画学科 平成22年2月26日 ～ 平成26年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成26年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 文化ファッションビジネススクール
ファッション研究専門課程ファッションクリエイショ
ン研究科

平成17年3月3日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 文化ファッションビジネススクール
ファッション研究専門課程ファッションビジネス研究
科

平成17年3月3日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 文化服装学院 ファッション工科専門課程アパレル技術科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 文化服装学院 ファッション工科専門課程アパレルデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 文化服装学院 ファッション工科専門課程テキスタイルデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 文化服装学院 ファッション工科専門課程ニットデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 文化服装学院 ファッション工科専門課程マーチャンダイジング科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
文化服装学院

ファッション工科専門課程アパレルマーチャ
ンダイジング科

平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 文化服装学院 ファッション工芸専門課程ファッション工芸科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 文化服装学院 ファッション流通専門課程スタイリスト科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 文化服装学院 ファッション流通専門課程ディスプレーデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
文化服装学院

ファッション流通専門課程ディスプレイデザ
イン科

平成7年4月1日 平成7年11月30日

東京都 文化服装学院 ファッション流通専門課程ファッション情報科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 文化服装学院 ファッション流通専門課程ファッションビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 文化服装学院 服飾専門課程服装科一部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 文化服装学院
ファッション工科専門課程アパレルマーチャンダイ
ジング科

平成7年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 文化服装学院 ファッション流通専門課程ディスプレイデザイン科 平成7年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 文化服装学院 ファッション工芸専門課程ファッション工芸科 平成12年2月8日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 文化服装学院 ファッション工科専門課程アパレル総合科 平成15年2月19日 ～ 平成25年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 文化服装学院 ファッション工芸専門課程シューズデザイン科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

東京都 文化服装学院
ファッション工芸専門課程ジュエリーアクセサリー
科

平成17年3月3日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 文化服装学院 ファッション工芸専門課程ディスプレイデザイン科 平成17年3月3日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 文化服装学院 ファッション工芸専門課程テキスタイルデザイン科 平成17年3月3日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 文化服装学院 ファッション工芸専門課程バッグデザイン科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日
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東京都 文化服装学院 ファッション工芸専門課程帽子・グッズデザイン科 平成17年3月3日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

東京都 文化服装学院
ファッション工芸専門課程ファッションクラフトデザ
イン科

平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

東京都 文化服装学院
ファッション工芸専門課程帽子・ジュエリーデザイ
ン科

平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

東京都 文化服装学院
ファッション工芸専門課程ファッションテキスタイル
科

平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 文化服装学院
ファッション工科専門課程インダストリアルマｰチャ
ンダイジングﾞ科

平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

東京都 文化服装学院 ファッション流通専門課程ファッション流通科（昼） 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

東京都 文京学院大学医学技術専門学校 医療専門課程臨床検査学科 平成14年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 文京社会福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 文京女学院医学技術専門学校 医療専門課程医学技術科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
文京女学院医学技術専門学校 医療専門課程臨床検査学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 文京女学院医学技術専門学校 医療専門課程臨床検査学科 平成11年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
文京学院大学医学技術専門学校 医療専門課程臨床検査学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 文教大学経営情報専門学校 経営情報専門課程経営情報科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 文教大学経営情報専門学校 経営情報専門課程実務英語科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 文教大学経営情報専門学校 経営情報専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程トータルビューティ科 平成14年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
ベルエポック美容専門学校

衛生専門課程トータルビューティ科A/
衛生専門課程トータルビューティ科B

平成24年4月1日 平成27年2月19日

東京都 ベルエポック美容専門学校 美容専門課程美容師科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

東京都 ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程トータルビューティ科A 平成24年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程トータルビューティ科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程トータルビューティ科B 平成24年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程ヘアメイク科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程トータルビューティ科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都 ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程ヘアメイク科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都 萠愛調理師専門学校 調理師専門課程上級技術学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 朋友柔道整復専門学校 柔道整復師専門課程柔道整復科 平成15年2月19日 ～ 平成28年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
日本総合医療専門学校 医療専門課程　柔道整復学科（昼間部） 平成28年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校 商業実務専門課程昼間部ホテル＆レジャー学科 平成19年4月1日 ～ 平成19年4月1日 平成20年2月26日
名称変

更
ホスピタリティツーリズム専門学校

商業実務専門課程昼間部ホスピタリティ
サービス学科

平成19年4月1日 平成21年2月27日

東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校 商業実務専門課程昼間部旅行学科 平成19年4月1日 ～ 平成19年4月1日 平成20年2月26日
名称変

更
ホスピタリティツーリズム専門学校 商業実務専門課程昼間部ツーリズム学科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校 商業実務専門課程昼間部航空・運輸学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
ホスピタリティツーリズム専門学校

商業実務専門課程エアライン学科
商業実務専門課程エアポート・カーゴ学科
商業実務専門課程鉄道学科

平成20年4月1日 平成22年2月26日

東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校 商業実務専門課程昼間部国際交流学科 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校 商業実務専門課程昼間部ツーリズム学科 平成19年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校
商業実務専門課程昼間部ホスピタリティサービス
学科

平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
ホスピタリティツーリズム専門学校

商業実務専門課程ホテル学科
商業実務専門課程ブライダル学科
商業実務専門課程テーマパーク学科

平成20年4月1日 平成22年2月26日
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東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校 商業実務専門課程エアポート・カーゴ学科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
ホスピタリティツーリズム専門学校

商業実務専門課程航空・運輸学科エア
ポート科（昼間部）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校 商業実務専門課程エアライン学科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
ホスピタリティツーリズム専門学校

商業実務専門課程航空・運輸学科エアライ
ン（昼間部）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校 商業実務専門課程テーマパーク学科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
ホスピタリティツーリズム専門学校

商業実務専門課程ホスピタリティサービス
学科テーマパーク科（昼間部）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校 商業実務専門課程鉄道学科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
ホスピタリティツーリズム専門学校

商業実務専門課程航空・運輸学科鉄道
サービス科（昼間部）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校 商業実務専門課程ブライダル学科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
ホスピタリティツーリズム専門学校

商業実務専門課程ホスピタリティサービス
学科ブライダル科（昼間部）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校 商業実務専門課程ホテル学科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
ホスピタリティツーリズム専門学校

商業実務専門課程ホスピタリティサービス
学科ホテル科(昼間部)

平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校 商業実務専門課程旅行学科（昼間部） 平成22年11月29日 ～ 平成29年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
ホスピタリティツーリズム専門学校 商業実務専門課程観光学科（昼間部） 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校
商業実務専門課程航空・運輸学科エアポート科
（昼間部）

平成23年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
ホスピタリティツーリズム専門学校

商業実務専門課程　エアライン学科グラン
ドハンドリング科

平成30年4月1日 平成31年4月1日

東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校
商業実務専門課程航空・運輸学科エアライン（昼
間部）

平成23年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
ホスピタリティツーリズム専門学校

商業実務専門課程　エアライン学科エアラ
イン科（昼間部）

平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校
商業実務専門課程航空・運輸学科鉄道サービス
科（昼間部）

平成23年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
ホスピタリティツーリズム専門学校

商業実務専門課程　鉄道学科鉄道サービ
ス科（昼間部）

平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校
商業実務専門課程ホスピタリティサービス学科
テーマパーク科（昼間部）

平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校
商業実務専門課程ホスピタリティサービス学科ブ
ライダル科（昼間部）

平成23年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校
商業実務専門課程ホスピタリティサービス学科ホ
テル科(昼間部)

平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校
商業実務専門課程ホスピタリティサービス学科ホ
テル科専門士専攻

平成23年12月22日 ～ 平成29年2月27日 平成23年12月22日 不適合 平成29年2月28日 平成29年2月28日

東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校 商業実務専門課程旅行学科旅行科専門士専攻 平成23年12月22日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日 不適合 平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校
商業実務専門課程　エアライン学科エアライン科
（昼間部）

平成30年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成31年1月25日
名称変

更
ホスピタリティツーリズム専門学校

商業実務専門課程　エアライン学科キャビ
ンアテンダント科
商業実務専門課程　エアライン学科グラン
ドスタッフ科（昼間部）

平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校
商業実務専門課程　エアライン学科グランドハンド
リング科

平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校
商業実務専門課程　鉄道学科鉄道サービス科（昼
間部）

平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校
商業実務専門課程　エアライン学科キャビンアテ
ンダント科

平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校
商業実務専門課程　エアライン学科グランドスタッ
フ科（昼間部）

平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校
商業実務専門課程　ホスピタリティサービス学科
英語コミュニケーション科（昼間部）

平成30年2月28 日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 ホスピタリティツーリズム専門学校 商業実務専門課程観光学科（昼間部） 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 ボヌール服飾デザイナー専門学校 服飾家政専門課程デザイナー科（昼間部） 平成15年2月19日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 町田・工科ビジネス専門学校 工業専門課程設計工学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 町田・工科ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 町田・工科ビジネス専門学校 商業実務専門課程流通ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 町田・デザイン専門学校 建築専門課程建築科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
町田デザイン専門学校 建築専門課程建築デザイン科 平成15年4月1日 平成17年3月9日
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東京都 町田・デザイン専門学校 デザイン専門課程デザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 町田・デザイン専門学校 デザイン専門課程ビジュアルデザイン科 平成9年11月17日 ～ 平成17年12月25日 平成9年11月17日
名称変

更
町田・デザイン専門学校 デザイン専門課程ビジュアルデザイン科 平成17年12月25日 平成20年2月26日

東京都 町田・デザイン専門学校 デザイン専門課程ライフデザイン科 平成14年4月1日 ～ 平成17年12月25日 平成15年2月19日
名称変

更
町田・デザイン専門学校 デザイン専門課程ライフデザイン科 平成17年12月25日 平成20年2月26日

東京都 町田・デザイン専門学校 建築専門課程建築デザイン科 平成15年4月1日 ～ 平成17年12月25日 平成17年3月9日
名称変

更
町田・デザイン専門学校 建築専門課程建築デザイン科 平成17年12月25日 平成20年2月26日

東京都 町田・デザイン専門学校 デザイン専門課程コミック科 平成19年2月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成25年3月31日 平成27年2月19日

東京都 町田・デザイン専門学校 デザイン専門課程ビューティデザイン科 平成19年2月1日 ～ 平成26年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
町田・デザイン専門学校 デザイン専門課程トータルビューティ科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 町田・デザイン専門学校 建築専門課程建築デザイン科 平成17年12月26日 ～ 平成25年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成27年2月19日

東京都 町田・デザイン専門学校 デザイン専門課程ビジュアルデザイン科 平成17年12月26日 ～ 平成25年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成27年2月19日

東京都 町田・デザイン専門学校 デザイン専門課程ライフデザイン科 平成17年12月26日 ～ 平成25年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成27年2月19日

東京都 町田・デザイン専門学校 建築専門課程建築・インテリアデザイン科 平成25年1月29日 ～ 平成27年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

東京都 町田・デザイン専門学校 建築専門課程ショップ・プロデュース科 平成25年1月29日 ～ 平成27年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

東京都 町田・デザイン専門学校 デザイン専門課程Ｗｅｂ・ＣＧ映像科 平成25年1月29日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
町田・デザイン専門学校

デザイン専門課程Ｗｅｂ・ＣＧアニメーション
科

平成26年4月1日 平成27年2月19日

東京都 町田・デザイン専門学校 デザイン専門課程イラストレーション科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都 町田・デザイン専門学校 デザイン専門課程グラフィックデザイン科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都 町田・デザイン専門学校 デザイン専門課程コミックイラスト科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都 町田・デザイン専門学校 デザイン専門課程雑貨デザイン科 平成25年1月29日 ～ 平成27年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

東京都 町田・デザイン専門学校 デザイン専門課程ビューティデザイン科 平成25年1月29日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 町田・デザイン専門学校 デザイン専門課程ファッションデザイン科 平成25年1月29日 ～ 平成29年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 町田・デザイン専門学校 デザイン専門課程プロダクトデザイン科 平成25年1月29日 ～ 平成27年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

東京都 町田・デザイン専門学校 デザイン専門課程まんが科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都 町田・デザイン専門学校 デザイン専門課程フラワー＆ガーデニング科 平成26年1月28日 ～ 平成28年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 町田・デザイン専門学校 建築専門課程インテリアデザイン科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

東京都 町田・デザイン専門学校 建築専門課程建築デザイン科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

東京都 町田・デザイン専門学校 デザイン専門課程Ｗｅｂ・ＣＧアニメーション科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

東京都 町田・デザイン専門学校 デザイン専門課程雑貨プロダクトデザイン科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

東京都 町田・デザイン専門学校 デザイン専門課程トータルビューティ科 平成26年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 町田・デザイン専門学校 建築専門課程建築デザイン科（３年制）（通信制） 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

東京都 町田経理専門学校 経理専門課程経営・経理学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日
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東京都 町田経理専門学校 経理専門課程情報経理学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 町田経理専門学校 経理専門課程税理士専攻学科（実務コース） 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 町田経理専門学校 経理専門課程税理士専攻学科（受験コース） 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 町田経理専門学校 経理専門課程ビジネス事務学科（キャリアコース） 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 町田経理専門学校 経理専門課程ビジネス情報処理学科（ＳＡコース） 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 町田経理専門学校 経理専門課程ビジネス情報処理学科（ＳＥコース） 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 町田経理専門学校 経理専門課程ビジネス秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 町田経理専門学校 経理専門課程経理ビジネス学科 平成10年12月21日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成17年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 町田経理専門学校 経理専門課程税理士専攻学科２年課程 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 町田経理専門学校 経理専門課程ビジネス事務学科２年課程 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 町田経理専門学校 経理専門課程ビジネス情報処理学科２年課程 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

東京都 町田経理専門学校 経理専門課程ビジネス秘書学科 平成10年12月21日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成17年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 町田経理専門学校 経理専門課程税理士専攻学科３年課程 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 町田経理専門学校 経理専門課程ビジネス情報処理学科３年課程 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 町田経理専門学校 経理専門課程経営ビジネス学科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 町田経理専門学校 経理専門課程総合ビジネス経営学科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 町田市立看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 町田製菓専門学校 製菓専門課程製菓衛生師科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 町田調理師専門学校 調理師専門課程調理師科（２年課程） 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
町田調理師専門学校 調理師専門課程上級調理師科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 町田調理師専門学校 調理師専門課程上級調理師科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

東京都 町田デザイン専門学校 デザイン専門課程生活デザイン科 平成9年11月17日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
町田デザイン専門学校 デザイン専門課程ライフデザイン科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 町田美容専門学校 美容専門課程美容学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

東京都 町田福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成7年1月23日 ～ 平成22年7月31日 平成7年1月23日
名称変

更
町田福祉保育専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成22年8月1日 平成22年11月29日

東京都 町田福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
町田福祉専門学校 社会福祉専門課程総合福祉学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 町田福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科夜間部３年課程 平成10年12月21日 ～ 平成20年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
町田福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科Ⅱ部 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 町田福祉専門学校 社会福祉専門課程総合福祉学科 平成12年4月1日 ～ 平成22年7月31日 平成13年3月8日
名称変

更
町田福祉保育専門学校 社会福祉専門課程総合福祉学科 平成22年8月1日 平成22年11月29日

東京都 町田福祉専門学校 社会福祉専門課程児童福祉学科 平成16年2月17日 ～ 平成22年7月31日 平成16年2月17日
名称変

更
町田福祉保育専門学校 社会福祉専門課程児童福祉学科 平成22年8月1日 平成22年11月29日

東京都 町田福祉専門学校 社会福祉専門課程児童福祉学科（夜間部） 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
町田福祉専門学校 社会福祉専門課程児童福祉学科Ⅱ部 平成20年4月1日 平成21年2月27日
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東京都 町田福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科Ⅱ部 平成20年4月1日 ～ 平成22年7月31日 平成21年2月27日
名称変

更
町田福祉保育専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科Ⅱ部 平成22年8月1日 平成22年11月29日

東京都 町田福祉専門学校 社会福祉専門課程児童福祉学科Ⅱ部 平成20年4月1日 ～ 平成22年7月31日 平成21年2月27日
名称変

更
町田福祉保育専門学校 社会福祉専門課程児童福祉学科Ⅱ部 平成22年8月1日 平成22年11月29日

東京都 町田福祉保育専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成22年8月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 町田福祉保育専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科Ⅱ部 平成22年8月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 町田福祉保育専門学校 社会福祉専門課程児童福祉学科 平成22年8月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 町田福祉保育専門学校 社会福祉専門課程児童福祉学科Ⅱ部 平成22年8月1日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

東京都 町田福祉保育専門学校 社会福祉専門課程総合福祉学科 平成22年8月1日 ～ 平成31年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

東京都 町田福祉保育専門学校 社会福祉専門課程こども保育学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都 町田福祉保育専門学校 社会福祉専門課程こども保育学科Ⅱ部 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都 町田福祉保育専門学校 社会福祉専門課程保育学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 真野美容専門学校 美容専門課程本科昼間部 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 真野美容専門学校 美容専門課程本科夜間部 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 マリールイズ美容専門学校 専門課程本科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 ミス・パリ・ビューティ専門学校 専門課程（美容）トータルビューティ学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 ミス・パリ・ビューティ専門学校 専門課程（美容）美容学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

東京都 ミスパリビューティ専門学校 専門課程（美容）トータルビューティ学科 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
ミス・パリ・ビューティ専門学校 専門課程（美容）トータルビューティ学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 ミスパリビューティ専門学校 専門課程（美容）美容学科 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
ミス・パリ・ビューティ専門学校 専門課程（美容）美容学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 三鷹看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 三井記念病院高等看護学院 看護専門課程看護科 平成9年11月17日 ～ 平成16年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 宮川文化服装専門学校 服飾専門課程服飾科昼間部 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

東京都 向島医師会立看護専門学校 看護専門課程看護婦科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
すみだ医師会立看護専門学校 看護専門課程看護師科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 武蔵野栄養専門学校 栄養専門課程栄養科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 武蔵野外語専門学校 文化教養専門課程国際コミュニケーション科 平成17年3月3日 ～ 平成27年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
武蔵野学芸専門学校

文化教養専門課程　国際コミュニケーション
学科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 武蔵野学芸専門学校 文化教養専門課程国際コミュニケーション学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都 武蔵野看護専門学校 看護専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

東京都 武蔵野調理師専門学校 調理師専門課程高度調理経営科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

東京都 武蔵野調理師専門学校 調理専門課程ダブルプログラム科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 武蔵野服飾美術専門学校 服飾専門課程ファッションクリエイト科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校武蔵野ファッションカレッジ

服飾専門課程アパレルプロフェッショナル
科
服飾専門課程ファッションスタイリング科

平成18年4月1日 平成21年2月27日
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東京都 村田簿記学校 経理専門課程経理情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 村田簿記学校 経理専門課程経理ビジネス科昼間部（２年課程） 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 村田簿記学校 経理専門課程経理秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 村田簿記学校 経理専門課程国際ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 村田簿記学校 経理専門課程税理士科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 村田簿記学校 経理専門課程経理情報科（２年課程） 平成8年12月4日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 村田簿記学校 経理専門課程経理ビジネス科夜間部（２年課程） 平成8年12月4日 ～ 平成14年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 村田簿記学校 経理専門課程経理情報科（３年課程） 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

東京都 村田簿記学校 経理専門課程税理士科（３年課程） 平成9年11月17日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 村田簿記学校 経理専門課程総合ビジネス科 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 村田簿記学校 経理専門課程情報ビジネス科昼間部（２年課程） 平成14年2月27日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 村田簿記学校 経理専門課程情報ビジネス科夜間部（２年課程） 平成15年2月19日 ～ 平成19年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 目白健康専門学校 文化教養専門課程総合健康学科１部 平成8年12月4日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 目白健康専門学校 文化教養専門課程健康中医薬業学科１部 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
東京フード製菓中医薬専門学校 文化教養専門課程１部健康中医薬業学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 目白健康専門学校 文化教養専門課程長寿社会心理学科１部 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 目白デザイン専門学校 服飾専門課程ファッションクリエイト科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
目白ファッション＆アートカレッジ 服飾専門課程ファッションクリエイト科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 目白デザイン専門学校 服飾専門課程ファッションビジネス科 平成9年11月17日 ～ 平成21年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
目白ファッション＆アートカレッジ 服飾専門課程ファッションビジネス科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 目白デザイン専門学校 服飾専門課程雑貨プランナー科 平成16年2月17日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
目白ファッション＆アートカレッジ 服飾専門課程雑貨プランナー科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

東京都 目白ファッション＆アートカレッジ 服飾専門課程雑貨プランナー科 平成21年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
目白ファッション＆アートカレッジ 服飾専門課程　ファッションアクセサリー科 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 目白ファッション＆アートカレッジ 服飾専門課程ファッションクリエイト科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

東京都 目白ファッション＆アートカレッジ 服飾専門課程ファッションビジネス科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

東京都 目白ファッション＆アートカレッジ 服飾専門課程ファッションアクセサリー科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 目白福祉専門学校 福祉専門課程医療情報心理学科１部 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 目白福祉専門学校 福祉専門課程医療情報心理学科２部 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 目白福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉学科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京心理音楽療法福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 目白福祉専門学校 福祉専門課程総合福祉学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

東京都 目白福祉専門学校 福祉専門課程福祉事業学科１部 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 目白福祉専門学校 福祉専門課程福祉事業学科２部 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日
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東京都 目白福祉専門学校 福祉専門課程福祉文化学科１部 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 目白福祉専門学校 福祉専門課程福祉文化学科２部 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 目白福祉専門学校
福祉専門課程介護リハビリ手話ボランティア文化
学科

平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
東京心理音楽療法福祉専門学校

福祉専門課程介護リハビリ手話ボランティ
ア文化学科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 目白福祉専門学校 福祉専門課程高齢者痴呆心理学科１部 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 目白福祉専門学校 福祉専門課程福祉施設事業学科１部 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 目白福祉専門学校
福祉専門課程高齢者痴呆心理カウンセラー学科
１部

平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京心理音楽療法福祉専門学校

福祉専門課程高齢者痴呆心理カウンセ
ラー学科１部(２)

平成14年4月1日 平成15年2月19日

東京都 メディカル・トレーナー専門学校
メディカル・トレーナー専門課程メディカル・トレー
ナー科昼間部

平成7年1月23日 ～ 平成27年10月22日 平成7年1月23日 廃止 平成27年10月22日 平成29年2月28日

東京都 メディカル・トレーナー専門学校
メディカル・トレーナー専門課程メディカル・トレー
ナー科夜間部

平成7年1月23日 ～ 平成27年10月22日 平成7年1月23日 廃止 平成27年10月22日 平成29年2月28日

東京都 メンズファッション専門学校 服装専門課程スタイリスト・コーディネーター科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 メンズファッション専門学校 服装専門課程メンズファッションデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 メンズファッション専門学校 服装専門課程ファッションビジネス科 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 安田工業専門学校 工業専門課程建築工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 安田工業専門学校 工業専門課程建築設備工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 安田工業専門学校 工業専門課程電気工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 ヤマザキ動物専門学校 動物管理専門課程動物管理学科 平成16年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 ヤマザキ動物専門学校 動物管理専門課程動物看護学科 平成22年11月29日 ～ 平成31年4月1日 平成22年11月29日
名称変

更
ヤマザキ動物専門学校

動物管理専門課程　動物看護・美容・トレー
ニング学科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都 ヤマザキ動物専門学校 動物管理専門課程動物美容学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 ヤマザキ動物専門学校 動物管理専門課程動物看護・美容学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都 ヤマザキ動物専門学校
動物管理専門課程　動物看護・美容・トレーニング
学科

平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 ヤマザキ動物専門学校 動物管理専門課程　動物美容・トレーニング学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

東京都 山手調理製菓専門学校 衛生専門課程製菓総合本科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

東京都 山手調理製菓専門学校 衛生専門課程調理総合本科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

東京都 山野美容専門学校 美容専門課程美容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

東京都 山脇美術専門学院 美術専門課程クラフトアート科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

東京都 山脇美術専門学院 美術専門課程ジュウリーアート科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
山脇美術専門学院 美術専門課程ジュエリーデザイン科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

東京都 山脇美術専門学院 美術専門課程リビングアート科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 山脇美術専門学院 美術専門課程スーパーＣＧアート科 平成8年12月4日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
山脇美術専門学院 美術専門課程デジタルデザイン科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 山脇美術専門学院 美術専門課程インテリアデザイン科 平成13年3月1日 ～ 平成24年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日
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東京都 山脇美術専門学院 美術専門課程デジタルデザイン科 平成12年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 山脇美術専門学院 美術専門課程ビジュアルデザイン科 平成13年3月1日 ～ 平成29年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
山脇美術専門学校 美術専門課程　ビジュアルデザイン科 平成29年4月1日 平成31年1月25日

東京都 山脇美術専門学院 美術専門課程ジュエリーデザイン科 平成19年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
山脇美術専門学校 美術専門課程　ジュエリーデザイン科 平成29年4月1日 平成31年1月25日

東京都 山脇美術専門学院 美術専門課程スペースデザイン科 平成25年1月29日 ～ 平成29年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
山脇美術専門学校 美術専門課程　スペースデザイン科 平成29年4月1日 平成31年1月25日

東京都 山脇美術専門学校 美術専門課程　ジュエリーデザイン科 平成29年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 山脇美術専門学校 美術専門課程　スペースデザイン科 平成29年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 山脇美術専門学校 美術専門課程　ビジュアルデザイン科 平成29年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 弥生ファッションデザイン専門学校 ビジネス専門課程マーケティング企画科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
弥生ファッションデザイン専門学校 ビジネス専門課程ファッションビジネス科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

東京都 弥生ファッションデザイン専門学校 服飾専門課程きもの科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 弥生ファッションデザイン専門学校 服飾専門課程ファッション科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 弥生ファッションデザイン専門学校 ビジネス専門課程ファッションビジネス科 平成8年4月1日 ～ 平成8年12月4日

東京都
ヨークグローバルビジネスアカデミー専門学
校

語学・ビジネス専門課程起業実践学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

東京都
ヨークグローバルビジネスアカデミー専門学
校

語学・ビジネス専門課程グローバルビジネス学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

東京都 吉崎家政専門学校 家政専門課程被服科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 芳じゅ女学院情報国際専門学校 国際英語専門課程国際英語科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

東京都 芳じゅ女学院情報国際専門学校 情報秘書専門課程情報秘書科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

東京都 読売江東理工専門学校 工業専門課程自動車工学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
読売江東理工専門学校 工業専門課程自動車整備学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

東京都 読売江東理工専門学校 工業専門課程自動車整備学科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校読売自動車大学校 工業専門課程自動車整備学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 読売江東理工専門学校 工業専門課程自動車整備学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程環境システム工学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
読売東京理工専門学校 工業専門課程建築環境設計学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程建築学科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程建築学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程建築システム学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
読売東京理工専門学校 工業専門課程土木建設学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
読売東京理工専門学校

工業専門課程情報経営学科
工業専門課程情報技術学科

平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程電気電子システム学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
読売東京理工専門学校

工業専門課程電気技術学科
工業専門課程電子技術学科

平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程建築環境設計学科 平成9年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
読売東京理工専門学校 工業専門課程環境設備学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程情報技術学科 平成9年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
読売東京理工専門学校 工業専門課程コンピュータプログラム学科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程情報経営学科 平成9年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
読売東京理工専門学校 工業専門課程デジタル・デザイン学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程電気技術学科 平成9年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程電気技術学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日
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東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程電子技術学科 平成9年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
読売東京理工専門学校 工業専門課程マルチメディア通信技術学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程土木建設学科 平成9年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程土木建設学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程建築デザイン学科 平成10年12月21日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程デジタル・デザイン学科 平成11年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
読売東京理工専門学校 工業専門課程情報テレビ学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程環境設備学科 平成12年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程マルチメディア通信技術学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
読売東京理工専門学校 工業専門課程通信技術学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程情報テレビ学科 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
読売東京理工専門学校 工業専門課程テレビ映像学科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程通信技術学科 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 読売東京理工専門学校 医療専門課程臨床工学専攻科（夜間部） 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
読売理工医療福祉専門学校 医療専門課程臨床工学専攻科（夜間部） 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程建築科（夜間部） 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程建築科（夜間部） 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 読売東京理工専門学校 医療専門課程臨床工学科 平成16年2月17日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
読売理工医療福祉専門学校 医療専門課程臨床工学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程コンピュータネットワーク学科 平成17年12月26日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程コンピュータネットワーク学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程コンピュータプログラム学科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程コンピュータプログラム学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 読売東京理工専門学校 工業専門課程テレビ映像学科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程テレビ映像学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

東京都 読売理工医療福祉専門学校 医療専門課程臨床工学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 読売理工医療福祉専門学校 医療専門課程臨床工学専攻科（夜間部） 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程建築科（夜間部） 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程建築学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程コンピュータネットワーク学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程ネットワークセキュリティ学科 平成19年4月1日 平成22年2月26日

東京都 読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程コンピュータプログラム学科 平成18年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程テレビ映像学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程放送映像学科 平成19年4月1日 平成22年2月26日

東京都 読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程電気技術学科 平成18年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程電気工学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程土木建設学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 読売理工医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

東京都 読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程情報処理学科 平成20年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

東京都 読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程電気工学科 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程電気電子学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

東京都 読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程マスコミ制作学科 平成21年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程情報システム科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

東京都 読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程情報メディア学科 平成22年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日
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東京都 読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程ネットワークセキュリティ学科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程放送映像学科 平成19年4月1日 ～ 平成22年2月26日

東京都 読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程電気電子学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

東京都 読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程情報システム科 平成23年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程Ｗｅｂ情報学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程ＴＶディレクター学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

東京都 読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程Ｗｅｂ情報学科 平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程　クロスメディア情報学科 平成29年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 読売理工医療福祉専門学校 工業専門課程クロスメディア情報学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28 日

東京都 両国柔整鍼灸専門学校 柔道整復師専門課程柔整科（昼間部） 平成15年2月19日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
了德寺学園医療専門学校 柔道整復師専門課程柔整科（昼間部） 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 両国柔整鍼灸専門学校 柔道整復師専門課程柔整科（夜間部） 平成15年2月19日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
了德寺学園医療専門学校 柔道整復師専門課程柔整科（夜間部） 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 両国柔整鍼灸専門学校 はり師・きゅう師専門課程鍼灸科（昼間部） 平成15年2月19日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
了德寺学園医療専門学校 はり師・きゅう師専門課程鍼灸科（昼間部） 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 両国柔整鍼灸専門学校 はり師・きゅう師専門課程鍼灸科（夜間部） 平成15年2月19日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
了德寺学園医療専門学校 はり師・きゅう師専門課程鍼灸科（夜間部） 平成20年4月1日 平成21年2月27日

東京都 両国リハビリテーション専門学校
リハビリテーション専門課程理学療法学科（昼間
部）

平成17年12月26日 ～ 平成21年2月27日 平成17年12月26日 不適合 平成21年2月27日 平成21年2月27日

東京都 両国リハビリテーション専門学校
リハビリテーション専門課程理学療法学科（夜間
部）

平成17年12月26日 ～ 平成21年2月27日 平成17年12月26日 不適合 平成21年2月27日 平成21年2月27日

東京都 了德寺学園医療専門学校 柔道整復師専門課程柔整科（昼間部） 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

東京都 了德寺学園医療専門学校 柔道整復師専門課程柔整科（夜間部） 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

東京都 了德寺学園医療専門学校 はり師・きゅう師専門課程鍼灸科（昼間部） 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

東京都 了德寺学園医療専門学校 はり師・きゅう師専門課程鍼灸科（夜間部） 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

東京都 臨床福祉専門学校 医療技術専門課程言語聴覚療法学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

東京都 臨床福祉専門学校 医療技術専門課程理学療法学科（昼間部） 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

東京都 臨床福祉専門学校 医療技術専門課程理学療法学科（夜間部） 平成19年2月1日 ～ 平成25年1月29日 平成19年2月22日 不適合 平成25年1月29日 平成25年1月29日

東京都 臨床福祉専門学校 医療技術専門課程柔道整復学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

東京都 早稲田医学院歯科衛生士専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 早稲田医学院歯科衛生士専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士Ⅰ科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

東京都 早稲田医学院歯科衛生士専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士Ⅱ科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

東京都 早稲田医療専門学校 医療専門課程義肢装具学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

東京都 早稲田医療専門学校 医療専門課程東洋医療鍼灸学科１部 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
早稲田医療専門学校 医療専門課程東洋医療鍼灸学科 平成20年4月1日 平成22年2月26日

東京都 早稲田医療専門学校 医療専門課程東洋医療鍼灸学科２部 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 早稲田医療専門学校 医療専門課程東洋医療鍼灸学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
人間総合科学大学鍼灸医療専門学校 医療専門課程東洋医療鍼灸学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日
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東京都 早稲田外語専門学校 外国語専門課程英会話科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 早稲田外語専門学校 外国語専門課程国際秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 早稲田外語専門学校 外国語専門課程総合英語学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

東京都 早稲田情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程広告ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 早稲田情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程情報処理ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 早稲田情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程ビジネス情報科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 早稲田情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程編集広報科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 早稲田情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程マーケティング科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 早稲田情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程スポーツビジネス科 平成8年12月4日 ～ 平成21年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 早稲田情報ビジネス専門学校 ビジネス専門課程編集制作科 平成13年3月1日 ～ 平成21年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 事務技術専門課程医療秘書科 平成9年4月1日 ～ 平成9年11月17日

東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 事務技術専門課程速記科 平成9年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 事務技術専門課程秘書科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 事務技術専門課程病院管理科 平成9年11月17日 ～ 平成22年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科 平成14年2月27日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 事務技術専門課程経営・医療情報科 平成14年2月27日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 事務技術専門課程ビジネス情報科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 事務技術専門課程編集制作科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 医療専門課程鍼灸医療科（昼間部） 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 医療専門課程鍼灸医療科（夜間部） 平成17年3月3日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成23年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科（夜間部） 平成17年3月3日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成23年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 事務技術専門課程福祉サービス科 平成17年3月3日 ～ 平成21年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育福祉科 平成17年12月26日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 事務技術専門課程医薬・健康美容科 平成22年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成30年2月28 日

東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 事務技術専門課程医療マネジメント科（２年制） 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 事務技術専門課程速記コンピュータ科 平成22年2月26日 ～ 平成30年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 事務技術専門課程くすり・調剤事務科（昼） 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日
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東京都 早稲田速記医療福祉専門学校 医療専門課程看護科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

東京都 早稲田速記秘書専門学校 事務技術専門課程医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
早稲田速記医療福祉専門学校 事務技術専門課程医療秘書科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 早稲田速記秘書専門学校 事務技術専門課程情報処理秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 早稲田速記秘書専門学校 事務技術専門課程速記科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
早稲田速記医療福祉専門学校 事務技術専門課程速記科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

東京都 早稲田速記秘書専門学校 事務技術専門課程ビジネス秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

東京都 早稲田大学芸術学校 産業技術専門課程建築設計科 平成13年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

東京都 早稲田大学芸術学校 産業技術専門課程都市デザイン科 平成13年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成24年3月31日 平成29年2月28日

東京都 早稲田大学芸術学校 産業技術専門課程建築都市設計科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

東京都 早稲田大学専門学校 産業技術専門課程建築設計科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
早稲田大学芸術学校 産業技術専門課程建築設計科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 早稲田大学専門学校 産業技術専門課程都市デザイン科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
早稲田大学芸術学校 産業技術専門課程都市デザイン科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

東京都 早稲田電子専門学校 工業専門課程情報処理本科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

東京都 早稲田電子専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス科昼間部 平成10年12月21日 ～ 平成19年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 早稲田電子専門学校 工業専門課程情報処理科昼間部 平成10年12月21日 ～ 平成19年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

東京都 早稲田電子専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
早稲田電子専門学校 工業専門課程インターネット科 平成14年4月1日 平成18年3月2日

東京都 早稲田電子専門学校 工業専門課程インターネット科 平成14年4月1日 ～ 平成18年3月2日

東京都 早稲田美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

東京都 早稲田美容専門学校 衛生専門課程トータルビューティ科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

東京都 早稲田文理専門学校 工業専門課程ITモバイル学科 平成23年12月22日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
早稲田文理専門学校

工業専門課程 スマートフォン・アプリ制作
学科

平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 早稲田文理専門学校 工業専門課程組込みソフトウェア学科 平成23年12月22日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
早稲田文理専門学校

工業専門課程　電子機器組込みソフトウェ
ア学科

平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 早稲田文理専門学校 工業専門課程ゲーム・アニメ制作学科 平成23年12月22日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
早稲田文理専門学校 工業専門課程ゲーム制作学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 早稲田文理専門学校 文化教養専門課程日中英通訳学科 平成23年12月22日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
早稲田文理専門学校

文化・教養専門課程日中英通訳・ガイド学
科

平成25年4月1日 平成26年1月28日

東京都 早稲田文理専門学校 工業専門課程 スマートフォン・アプリ制作学科 平成25年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
早稲田文理専門学校 工業専門課程　アプリ・Ｗｅｂ制作学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 早稲田文理専門学校 工業専門課程ゲーム制作学科 平成25年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
早稲田文理専門学校 工業専門課程ゲームクリエイター学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

東京都 早稲田文理専門学校 工業専門課程電子機器組込みソフトウェア学科 平成25年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
早稲田文理専門学校

工業専門課程　ＩｏＴ・組込みソフトウェア学
科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 早稲田文理専門学校 文化・教養専門課程日中英通訳・ガイド学科 平成25年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
早稲田文理専門学校

文化・教養専門課程　日中越英通訳・ガイド
学科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

東京都 早稲田文理専門学校 工業専門課程ゲームクリエイター学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

東京都 早稲田文理専門学校 工業専門課程　ＩｏＴ・組込みソフトウェア学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成31年1月25日
名称変

更
早稲田文理専門学校 工業専門課程 ロボット・電子機器制御学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

東京都 早稲田文理専門学校 工業専門課程　アプリ・Ｗｅｂ制作学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日
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東京都 早稲田文理専門学校 商業実務専門課程営業マネジメント学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

東京都 早稲田文理専門学校 文化・教養専門課程　日中越英通訳・ガイド学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

東京都 早稲田文理専門学校 工業専門課程 ロボット・電子機器制御学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

東京都 早稲田眼鏡専門学校 眼鏡技術専門課程眼鏡技術学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

東京都 早稲田理容美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
早稲田美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

162 / 162 ページ


