
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

神奈川県 ＯＦＡカレッジ＆ハイスクール 服飾・家政専門課程ファッションビジネス科 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

神奈川県 ＯＦＡカレッジ＆ハイスクール 服飾・家政専門課程ファッションクリエイト科 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

神奈川県 ＹＭＣＡ海洋科学専門学校 文化教養専門課程マリンスポーツ科 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

神奈川県 ＹＭＣＡ健康福祉専門学校 教育・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

神奈川県 ＹＭＣＡ健康福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程健康福祉科 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
ＹＭＣＡ健康福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程こども総合科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

神奈川県 ＹＭＣＡ健康福祉専門学校 文化教養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

神奈川県 ＹＭＣＡ健康福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉スポーツ科 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

神奈川県 ＹＭＣＡ健康福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程地域福祉科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

神奈川県 ＹＭＣＡ健康福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程こども総合科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

神奈川県 ＹＭＣＡ語学・ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＯＡ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 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

神奈川県 ＹＭＣＡ語学・ビジネス専門学校 商業実務専門課程貿易ビジネス科 平成8年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

神奈川県 ＹＭＣＡ語学・ビジネス専門学校 文化教養専門課程英語・英会話科 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

神奈川県 ＹＭＣＡ語学・ビジネス専門学校 文化教養専門課程英語ビジネス科 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

神奈川県 ＹＭＣＡ語学・ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 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

神奈川県 ＹＭＣＡ語学・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
横浜ＹＭＣＡ学院専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

神奈川県 ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

神奈川県 ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程観光ビジネス科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

神奈川県 ＹＭＣＡ国際ホテル・トラベル専門学校 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

神奈川県 ＹＭＣＡ国際ホテル・トラベル専門学校 商業実務専門課程ホテル科 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

神奈川県 ＹＭＣＡ国際ホテル・トラベル専門学校 商業実務専門課程トラベル科（３年制） 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

神奈川県 ＹＭＣＡ国際ホテル・トラベル専門学校 商業実務専門課程ツーリズム＆リゾート科 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

神奈川県 ＹＭＣＡスポーツ・海洋科学専門学校 文化・教養専門課程フィットネスインストラクター科 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
ＹＭＣＡスポーツ専門学校

文化・教養専門課程スポーツインストラク
ター科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

神奈川県 ＹＭＣＡスポーツ・海洋科学専門学校 文化・教養専門課程マリンスポーツ科 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
ＹＭＣＡスポーツ専門学校 文化・教養専門課程マリンスポーツ科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

神奈川県 ＹＭＣＡスポーツ・海洋科学専門学校 文化・教養専門課程スポーツセラピスト科 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
ＹＭＣＡスポーツ専門学校 文化・教養専門課程スポーツトレーナー科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

神奈川県 ＹＭＣＡスポーツ専門学校 文化・教養専門課程スポーツインストラクター科 平成11年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
横浜ＹＭＣＡスポーツ専門学校

文化・教養専門課程スポーツインストラク
ター科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

神奈川県 ＹＭＣＡスポーツ専門学校 文化・教養専門課程スポーツトレーナー科 平成11年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
横浜ＹＭＣＡスポーツ専門学校 文化・教養専門課程スポーツトレーナー科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

神奈川県 ＹＭＣＡスポーツ専門学校 文化・教養専門課程マリンスポーツ科 平成11年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
横浜ＹＭＣＡスポーツ専門学校 文化・教養専門課程マリンスポーツ科 平成23年4月1日 平成23年12月22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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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

神奈川県 ＹＭＣＡ福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成12年2月8日 ～ 平成30年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

神奈川県 アーツカレッジヨコハマ 工業専門課程ＩＴプロフェッショナル科 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

神奈川県 アーツカレッジヨコハマ 工業専門課程Webクリエイター科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
アーツカレッジヨコハマ 工業専門課程デザイン学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

神奈川県 アーツカレッジヨコハマ 工業専門課程総合マルチメディア科 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
アーツカレッジヨコハマ 工業専門課程メディアクリエイター学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

神奈川県 アーツカレッジヨコハマ 工業専門課程ネットワークシステム科（３年制） 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
アーツカレッジヨコハマ 工業専門課程情報システム工学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

神奈川県 アーツカレッジヨコハマ 商業実務専門課程総合情報科 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
アーツカレッジヨコハマ 商業実務専門課程総合ビジネス学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

神奈川県 アーツカレッジヨコハマ 工業専門課程情報システム工学科 平成20年4月1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

神奈川県 アーツカレッジヨコハマ 工業専門課程メディアクリエイター学科 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
アーツカレッジヨコハマ 工業専門課程ゲームクリエイター学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

神奈川県 アーツカレッジヨコハマ 商業実務専門課程総合ビジネス学科 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
アーツカレッジヨコハマ 商業実務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

神奈川県 アーツカレッジヨコハマ 工業専門課程デザイン学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

神奈川県 アーツカレッジヨコハマ 工業専門課程ゲームクリエイター学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

神奈川県 アーツカレッジヨコハマ 商業実務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

神奈川県 アーツカレッジヨコハマ 商業実務専門課程国際情報ビジネス学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

神奈川県 アイム湘南美容教育専門学校 衛生専門課程美容科 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
アイム湘南理容美容専門学校 衛生専門課程　美容科（通常コース） 平成30年4月1日 平成30年1月25日

神奈川県 アイム湘南美容教育専門学校 教育・社会福祉専門課程こども教育科 平成25年1月29日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

神奈川県 アイム湘南美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成13年3月1日 ～ 平成21年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
アイム湘南美容教育専門学校 衛生専門課程美容科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

神奈川県 アイム湘南理容美容専門学校 衛生専門課程　美容科（通常コース） 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

神奈川県 浅野工学専門学校 工業専門課程建築工学科 平成7年1月23日 ～ 平成17年12月8日 平成7年1月23日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

神奈川県 浅野工学専門学校 工業専門課程女子建築デザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
浅野工学専門学校 工業専門課程建築デザイン科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

神奈川県 浅野工学専門学校 工業専門課程建築デザイン科 平成10年4月1日 ～ 平成10年12月21日

神奈川県 浅野工学専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ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

神奈川県 あずま工科専門学校 工業専門課程アプリケーションプログラマー科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

神奈川県 あずま工科専門学校 工業専門課程ネットワークエンジニア科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

神奈川県 厚木看護専門学校 医療専門課程看護第一学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

神奈川県 厚木看護専門学校 医療専門課程看護第二学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

神奈川県 厚木高等専修学校 工業専門課程自動車整備科 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
専門学校神奈川総合大学校 工業専門課程二級自動車整備科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

神奈川県 厚木文化専門学校 服飾・家政専門課程家政学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

神奈川県 生田看護専門学校 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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学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名
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神奈川県 和泉福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 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

神奈川県 イムス横浜国際看護専門学校 医療専門課程高等看護科 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

神奈川県 イムス横浜国際看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

神奈川県 医療ビジネス観光情報専門学校 工業専門課程医療マネジメント科 平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成27年3月31日 平成29年2月28日

神奈川県 医療ビジネス観光情報専門学校 工業専門課程情報システム科 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
医療ビジネス観光情報専門学校 工業専門課程情報システム学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

神奈川県 医療ビジネス観光情報専門学校 工業専門課程情報デザイン科 平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

神奈川県 医療ビジネス観光情報専門学校 工業専門課程ゲーム・モバイルアプリ科 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

神奈川県 医療ビジネス観光情報専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科 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
医療ビジネス観光情報専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

神奈川県 医療ビジネス観光情報専門学校 商業実務専門課程観光・情報ビジネス科 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

神奈川県 医療ビジネス観光情報専門学校 商業実務専門課程ホテル・ブライダル科 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
医療ビジネス観光情報専門学校 商業実務専門課程観光学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

神奈川県 医療ビジネス観光情報専門学校 工業専門課程情報システム学科 平成28年4月1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

神奈川県 医療ビジネス観光情報専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス学科 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
医療ビジネス観光福祉専門学校 商業実務専門課程　医療ビジネス学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

神奈川県 医療ビジネス観光情報専門学校 商業実務専門課程観光学科 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
医療ビジネス観光福祉専門学校 商業実務専門課程　観光学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

神奈川県 医療ビジネス観光福祉専門学校 商業実務専門課程　医療ビジネス学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

神奈川県 医療ビジネス観光福祉専門学校 商業実務専門課程　観光学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

神奈川県 岩崎ファッション工科専門学校 服飾家政専門課程環境デザイン科 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
岩崎ファッション工科専門学校 文化・教養専門課程環境デザイン科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

神奈川県 岩崎ファッション工科専門学校 服飾家政専門課程コミュニケーションデザイン科 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
岩崎ファッション工科専門学校

文化・教養専門課程コミュニケーションデザ
イン科

平成7年4月1日 平成7年11月30日

神奈川県 岩崎ファッション工科専門学校 服飾家政専門課程ファッションジュエリー科 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
岩崎ファッション工科専門学校

文化・教養専門課程ファッションジュエリー
科

平成7年4月1日 平成7年11月30日

神奈川県 岩崎ファッション工科専門学校 服飾家政専門課程プロダクトデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
岩崎ファッション工科専門学校 文化・教養専門課程プロダクトデザイン科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

神奈川県 岩崎ファッション工科専門学校 文化・教養専門課程環境デザイン科 平成7年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
横浜デジタルアーツ専門学校 文化・教養専門課程環境デザイン科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

神奈川県 岩崎ファッション工科専門学校 文化・教養専門課程コミュニケーションデザイン科 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

神奈川県 岩崎ファッション工科専門学校 文化・教養専門課程ファッションジュエリー科 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
岩崎ファッション工科専門学校 文化・教養専門課程ジュエリーデザイン科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

神奈川県 岩崎ファッション工科専門学校 文化・教養専門課程プロダクトデザイン科 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

神奈川県 岩崎ファッション工科専門学校 文化・教養専門課程ジュエリーデザイン科 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
横浜デジタルアーツ専門学校 文化・教養専門課程ジュエリーデザイン科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

神奈川県 岩崎ファッション工科専門学校 文化・教養専門課程マルチメディアデザイン科 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
横浜デジタルアーツ専門学校

文化・教養専門課程マルチメディアデザイン
科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

神奈川県 岩崎ファッション工科専門学校
文化・教養専門課程マルチメディアスペシャリスト
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
横浜デジタルアーツ専門学校

文化・教養専門課程マルチメディアスペシャ
リスト科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

神奈川県 岩谷学園アーティスティックＢ専門学校 商業実務専門課程ショップビジネス科 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

神奈川県 岩谷学園アーティスティックＢ専門学校 文化教養専門課程トータルビューティー科 平成19年2月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
岩谷学園アーティスティックＢ横浜美容
専門学校

文化教養専門課程トータルビューティー科 平成25年4月1日 平成26年1月28日
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神奈川県 岩谷学園アーティスティックＢ専門学校 衛生専門課程ビューティースタイリスト科 平成20年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
岩谷学園アーティスティックＢ横浜美容
専門学校

衛生専門課程ビューティースタイリスト科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

神奈川県
岩谷学園アーティスティックＢ横浜美容専門
学校

衛生専門課程ビューティースタイリスト科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

神奈川県
岩谷学園アーティスティックＢ横浜美容専門
学校

文化教養専門課程トータルビューティー科 平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
岩谷学園アーティスティックＢ横浜美容
専門学校

文化・教養専門課程トータルビューティー科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

神奈川県
岩谷学園アーティスティックＢ横浜美容専門
学校

文化・教養専門課程トータルビューティー科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

神奈川県 岩谷学園テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程経営情報科４年制 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

神奈川県 岩谷学園テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程経理本科２年制昼間部 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

神奈川県 岩谷学園テクノビジネス専門学校 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
岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学
校

商業実務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

神奈川県 岩谷学園テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程経理ビジネス科 平成18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
岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学
校

商業実務専門課程経理ビジネス科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

神奈川県 岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校 商業実務専門課程経理ビジネス科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

神奈川県 岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校 商業実務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

神奈川県 岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校 教育・社会福祉専門課程保育士養成科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

神奈川県 大原医療秘書福祉専門学校横浜校 教育社会福祉専門課程介護福祉学科 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
大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校 教育社会福祉専門課程介護福祉学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

神奈川県 大原医療秘書福祉専門学校横浜校 商業実務専門課程医療事務学科 平成19年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校 商業実務専門課程医療事務学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

神奈川県 大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校 教育社会福祉専門課程介護福祉学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

神奈川県 大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校 商業実務専門課程医療事務学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

神奈川県 大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校 教育社会福祉専門課程こども保育学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

神奈川県 大原経理専門学校横浜校 商業実務専門課程経理本科２年制 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
大原簿記専門学校横浜校 商業実務専門課程経理本科２年制 平成8年4月1日 平成8年12月4日

神奈川県 大原情報ビジネス専門学校横浜校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 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

神奈川県 大原法律公務員専門学校横浜校 文化教養専門課程法律行政学科２年制 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月9日

神奈川県 大原法律専門学校横浜校 文化教養専門課程法律行政学科２年制 平成13年3月8日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
大原法律公務員専門学校横浜校 文化教養専門課程法律行政学科２年制 平成15年4月1日 平成17年3月9日

神奈川県 大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

神奈川県 大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校 商業実務専門課程税理士学科２年制 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
大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校

商業実務専門課程税理士会計士学科２年
制

平成20年4月1日 平成22年2月26日

神奈川県 大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校 商業実務専門課程税理士本科２年制 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

神奈川県 大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校 商業実務専門課程ビジネス学科 平成19年4月1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27年2月19日

神奈川県 大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校 商業実務専門課程税理士会計士学科２年制 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

神奈川県 大原簿記専門学校横浜校 商業実務専門課程経理本科２年制 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

神奈川県 大原簿記専門学校横浜校 商業実務専門課程経理本科４年制 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

神奈川県 大原簿記専門学校横浜校 商業実務専門課程税理士本科２年５ヶ月制 平成13年3月8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
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神奈川県 大原簿記専門学校横浜校 商業実務専門課程税理士本科２年制 平成13年3月8日 ～ 平成19年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校 商業実務専門課程税理士本科２年制 平成19年4月1日 平成20年2月26日

神奈川県 大原簿記専門学校横浜校 商業実務専門課程医療サービス学科 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

神奈川県 大原簿記専門学校横浜校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 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

神奈川県 大原簿記専門学校横浜校 商業実務専門課程税理士学科２年制 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
大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校 商業実務専門課程税理士学科２年制 平成19年4月1日 平成20年2月26日

神奈川県 大原簿記専門学校横浜校 商業実務専門課程ビジネス学科 平成15年2月19日 ～ 平成19年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校 商業実務専門課程ビジネス学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

神奈川県 大原簿記専門学校横浜校 商業実務専門課程税理士学科４年制 平成17年3月3日 ～ 38694 平成17年3月3日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

神奈川県 小澤高等看護学院 医療専門課程看護婦学科 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
小澤高等看護学院 医療専門課程看護学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

神奈川県 小澤高等看護学院 医療専門課程看護学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

神奈川県 おだわら看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成29年4月1日 ～ 令和2年2月29日

神奈川県 小田原看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成30年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

神奈川県 小田原高等看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成8年12月4日 ～ 平成29年4月1日 平成8年12月4日
名称変

更
おだわら看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成29年4月1日 令和2年2月29日

神奈川県 外語ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際トラベル学科 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

神奈川県 外語ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

神奈川県 外語ビジネス専門学校 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

神奈川県 外語ビジネス専門学校 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 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

神奈川県 外語ビジネス専門学校 商業実務専門課程法律ビジネス学科 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

神奈川県 外語ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際ホテル・観光学科 平成10年12月21日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
外語ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際ホテル学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

神奈川県 外語ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際ホテル学科 平成15年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
外語ビジネス専門学校

商業実務専門課程国際ホテルブライダル
学科

平成25年4月1日 平成26年1月28日

神奈川県 外語ビジネス専門学校 文化教養専門課程英語ビジネス科（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
外語ビジネス専門学校 文化教養専門課程英語ビジネス学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

神奈川県 外語ビジネス専門学校 工業専門課程ＩＴ英語ダブルライセンス学科 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
外語ビジネス専門学校 工業専門課程グローバルICT学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

神奈川県 外語ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＩＴ英語ビジネス学科 平成25年1月29日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

神奈川県 外語ビジネス専門学校 文化教養専門課程ビジネス日本語学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

神奈川県 外語ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際ホテルブライダル学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
外語ビジネス専門学校

商業実務専門課程国際ホテルブライダル
観光学科

平成26年4月1日 平成27年2月19日

神奈川県 外語ビジネス専門学校 文化教養専門課程英語ビジネス学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

神奈川県 外語ビジネス専門学校 工業専門課程グローバルICT学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

神奈川県 外語ビジネス専門学校
商業実務専門課程国際ホテルブライダル観光学
科

平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

神奈川県 柏木実業専門学校 商業実務専門課程経理本科 平成7年1月23日 ～ 平成27年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
柏木実業専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

神奈川県 柏木実業専門学校 商業実務専門課程経営経理研究科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日
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神奈川県 柏木実業専門学校 商業実務専門課程　医療情報学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

神奈川県 柏木実業専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

神奈川県 神奈川衛生学園専門学校 医療専門課程東洋医療総合学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

神奈川県 神奈川衛生学園専門学校 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

神奈川県 神奈川衛生学園専門学校 医療専門課程看護学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

神奈川県 神奈川経済専門学校 商業実務専門課程商業経済学科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

神奈川県 神奈川経済専門学校 商業実務専門課程秘書学科 平成7年11月30日 ～ 平成28年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

神奈川県 神奈川県衛生看護専門学校 医療専門課程第一看護学科 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
神奈川県立衛生看護専門学校 医療専門課程第一看護学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

神奈川県 神奈川県衛生看護専門学校 医療専門課程第二看護学科 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
神奈川県立衛生看護専門学校 医療専門課程第二看護学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

神奈川県 神奈川県立衛生看護専門学校 医療専門課程第一看護学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

神奈川県 神奈川県立衛生看護専門学校 医療専門課程第二看護学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

神奈川県
神奈川県立看護教育大学校付属看護専門
学校

医療専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
神奈川県立よこはま看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

神奈川県 神奈川県立看護専門学校 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

神奈川県 神奈川県立病院付属看護専門学校 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

神奈川県 神奈川県立平塚看護専門学校 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

神奈川県 神奈川県立よこはま看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

神奈川県 神奈川歯科大学附属歯科技工専門学校 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

神奈川県 神奈川自動車専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
横浜テクノオート専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

神奈川県 神奈川社会福祉専門学校 教育・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

神奈川県 神奈川社会福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

神奈川県 神奈川柔道整復専門学校 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
神奈川柔道整復専門学校 医療専門課程柔道整復学科（Ⅱ部） 平成25年4月1日 平成26年1月28日

神奈川県 神奈川柔道整復専門学校 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26年1月28日

神奈川県 神奈川柔道整復専門学校 医療専門課程鍼灸学科（Ⅰ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
名称変

更
神奈川柔整鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸学科（Ⅰ部） 平成26年4月1日 平成27年2月19日

神奈川県 神奈川柔道整復専門学校 医療専門課程鍼灸学科（Ⅱ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
名称変

更
神奈川柔整鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸学科（Ⅱ部） 平成26年4月1日 平成27年2月19日

神奈川県 神奈川柔道整復専門学校 医療専門課程柔道整復学科（Ⅰ部） 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
神奈川柔整鍼灸専門学校 医療専門課程柔道整復学科（Ⅰ部） 平成26年4月1日 平成27年2月19日

神奈川県 神奈川柔道整復専門学校 医療専門課程柔道整復学科（Ⅱ部） 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
神奈川柔整鍼灸専門学校 医療専門課程柔道整復学科（Ⅱ部） 平成26年4月1日 平成27年2月19日

神奈川県 神奈川柔整鍼灸専門学校 医療専門課程柔道整復学科（Ⅰ部） 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

神奈川県 神奈川柔整鍼灸専門学校 医療専門課程柔道整復学科（Ⅱ部） 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日
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神奈川県 神奈川柔整鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸学科（Ⅰ部） 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

神奈川県 神奈川柔整鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸学科（Ⅱ部） 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

神奈川県 神奈川情報通信専門学校 工業専門課程情報ＯＡ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
名称変

更
神奈川ビジネス・カレッジ 工業専門課程情報ＯＡ学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

神奈川県 神奈川情報通信専門学校 工業専門課程情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
神奈川ビジネス・カレッジ 工業専門課程情報処理学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

神奈川県 神奈川情報通信専門学校 工業専門課程情報通信学科 平成8年12月4日 ～ 平成19年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
神奈川ビジネス・カレッジ 工業専門課程情報通信学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

神奈川県 神奈川情報文化専門学校 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

神奈川県 神奈川情報文化専門学校 商業実務専門課程英文情報秘書科 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
神奈川情報文化専門学校 商業実務専門課程情報秘書科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

神奈川県 神奈川情報文化専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成8年12月4日 ～ 平成14年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
神奈川情報文化専門学校 工業専門課程デジタルデザイン科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

神奈川県 神奈川情報文化専門学校 商業実務専門課程情報秘書科 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

神奈川県 神奈川情報文化専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 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

神奈川県 神奈川情報文化専門学校 工業専門課程ネットワークシステム科 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

神奈川県 神奈川情報文化専門学校 工業専門課程総合マルチメディア科 平成13年3月1日 ～ 平成19年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
アーツカレッジヨコハマ 工業専門課程総合マルチメディア科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

神奈川県 神奈川情報文化専門学校 工業専門課程情報コーディネータ科 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
神奈川情報文化専門学校 工業専門課程ＩＴプロフェッショナル科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

神奈川県 神奈川情報文化専門学校 工業専門課程デジタルデザイン科 平成14年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
神奈川情報文化専門学校 工業専門課程Ｗｅｂクリエイター科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

神奈川県 神奈川情報文化専門学校 商業実務専門課程総合情報科 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
アーツカレッジヨコハマ 商業実務専門課程総合情報科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

神奈川県 神奈川情報文化専門学校 工業専門課程ネットワークシステム科（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
名称変

更
アーツカレッジヨコハマ

工業専門課程ネットワークシステム科（３年
制）

平成19年4月1日 平成20年2月26日

神奈川県 神奈川情報文化専門学校 工業専門課程ＩＴプロフェッショナル科 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
アーツカレッジヨコハマ 工業専門課程ＩＴ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

神奈川県 神奈川情報文化専門学校 工業専門課程Ｗｅｂクリエイター科 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
アーツカレッジヨコハマ 工業専門課程Webクリエイター科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

神奈川県 神奈川ビジネス・カレッジ 工業専門課程情報ＯＡ学科 平成19年4月1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27年2月19日

神奈川県 神奈川ビジネス・カレッジ 工業専門課程情報処理学科 平成19年4月1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27年2月19日

神奈川県 神奈川ビジネス・カレッジ 工業専門課程情報通信学科 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

神奈川県 鎌倉早見美容芸術専門学校 衛生専門課程美容学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

神奈川県 川崎看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

神奈川県 川崎市立看護専門学校 専門課程第１看護学科 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

神奈川県 川崎市立看護専門学校 専門課程第２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 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

神奈川県 関東歯科衛生士専門学校 医療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

神奈川県 関東美容専門学校 衛生分野専門課程美容本科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

神奈川県 関東美容専門学校 衛生専門課程美容本科（夜間部） 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
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神奈川県 共生会歯科技工専門学校 医療専門課程歯科技工士科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
新横浜歯科技工士専門学校 医療専門課程歯科技工士科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

神奈川県 呉竹鍼灸柔整専門学校 医療専門課程鍼灸マッサージ科Ⅰ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
名称変

更
呉竹鍼灸柔整専門学校

医療専門課程　鍼灸マッサージ科午前コー
ス

平成29年3月31日 平成30年2月28日

神奈川県 呉竹鍼灸柔整専門学校 医療専門課程鍼灸マッサージ科Ⅱ部 平成15年2月19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

神奈川県 呉竹鍼灸柔整専門学校 医療専門課程柔道整復科Ⅰ部 平成17年3月3日 ～ 平成29年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
呉竹鍼灸柔整専門学校 医療専門課程　柔道整復科午前コース 平成29年3月31日 平成30年2月28日

神奈川県 呉竹鍼灸柔整専門学校 医療専門課程柔道整復科Ⅱ部 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

神奈川県 呉竹鍼灸柔整専門学校 医療専門課程鍼灸科Ⅱ部 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

神奈川県 呉竹鍼灸柔整専門学校 医療専門課程柔道整復科Ⅱ部 平成22年2月26日 ～ 平成29年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
呉竹鍼灸柔整専門学校 医療専門課程　柔道整復科特修コース 平成29年3月31日 平成30年2月28日

神奈川県 呉竹鍼灸柔整専門学校 医療専門課程鍼灸科Ⅰ部 平成22年2月26日 ～ 平成29年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
呉竹鍼灸柔整専門学校 医療専門課程　鍼灸科特修コース 平成29年3月31日 平成30年2月28日

神奈川県 呉竹鍼灸柔整専門学校 医療専門課程鍼灸マッサージ科Ⅱ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
名称変

更
呉竹鍼灸柔整専門学校

医療専門課程　鍼灸マッサージ科午後コー
ス

平成29年3月31日 平成30年2月28日

神奈川県 呉竹鍼灸柔整専門学校 医療専門課程　鍼灸マッサージ科午後コース 平成29年4月1日 ～ 平成29年4月1日

神奈川県 呉竹鍼灸柔整専門学校 医療専門課程　鍼灸マッサージ科午前コース 平成29年4月1日 ～ 平成29年4月1日

神奈川県 呉竹鍼灸柔整専門学校 医療専門課程　柔道整復科午前コース 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

神奈川県 呉竹鍼灸柔整専門学校 医療専門課程　柔道整復科特修コース 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

神奈川県 呉竹鍼灸柔整専門学校 医療専門課程　鍼灸科特修コース 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

神奈川県 グレッグ外語専門学校横浜校 文化教養専門課程国際情報ビジネス学科 平成12年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
グレッグ外語専門学校横浜校 文化教養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

神奈川県 グレッグ外語専門学校横浜校 文化教養専門課程米英語学科 平成12年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
グレッグ外語専門学校横浜校 文化教養専門課程外国語学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

神奈川県 グレッグ外語専門学校横浜校 文化教養専門課程外国語学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

神奈川県 グレッグ外語専門学校横浜校 文化教養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

神奈川県 國學院大學幼児教育専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科第１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
國學院大學幼児教育専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

神奈川県 國學院大學幼児教育専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 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

神奈川県 国際総合健康専門学校 文化教養専門課程ヘルス・プロモーション学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

神奈川県 国際総合健康専門学校 文化教養専門課程　スポーツトレーナー学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

神奈川県 国際フード製菓専門学校 衛生専門課程製菓製パン科２年制 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

神奈川県 国際ホテルレストラン専門学校 衛生専門課程製菓・製パン科 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

神奈川県 国際ホテルレストラン専門学校 商業実務専門課程フラワーコーディネート科 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

神奈川県 国際ホテルレストラン専門学校 商業実務専門課程ホテル科 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

神奈川県 国立相模原病院附属看護学校 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相模原病院
附属看護学校

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

神奈川県 国立病院横浜医療センター附属看護学校 看護専門課程看護学科 平成14年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
独立行政法人国立病院機構横浜医療セ
ンター附属看護学校

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
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神奈川県 国立横須賀病院附属看護学校 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

神奈川県 国立横浜病院附属看護学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国立病院横浜医療センター附属看護学
校

看護専門課程看護学科 平成14年4月1日 平成16年2月17日

神奈川県 国立療養所神奈川病院附属看護学校 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神奈川病院
附属看護学校

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

神奈川県 国立療養所久里浜病院附属看護学校 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

神奈川県
国立療養所箱根病院附属リハビリテーショ
ン学校

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

神奈川県
国立療養所箱根病院附属リハビリテーショ
ン学校

医療専門課程理学療法学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

神奈川県 財団法人育生会技術専門学校 医療専門課程高等看護科 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
イムス横浜国際看護専門学校 医療専門課程高等看護科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

神奈川県 財団法人育生会技術専門学校 衛生専門課程美容科 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

神奈川県 財団法人育生会技術専門学校 衛生専門課程理容科 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

神奈川県 相模原衛生学院看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
相模原看護専門学校 医療専門課程第二看護学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

神奈川県 相模原看護専門学校 医療専門課程第二看護学科 平成17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

神奈川県 相模原看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

神奈川県 崎村調理師専門学校 衛生専門課程　調理学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

神奈川県 三畑社会体育専門学校 文化教養専門課程社会体育学科 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
専門学校ジャパンスポーツサイエンスカ
レッジ

文化教養専門課程社会体育学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

神奈川県 社会保険横浜看護専門学校 医療専門課程第二看護学科 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

神奈川県 社会保険横浜看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成13年3月8日 ～ 平成26年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
独立行政法人地域医療機能推進機構横
浜中央病院附属看護専門学校

医療専門課程看護学科 平成26年4月1日 平成28年2月29日

神奈川県 社会保険横浜中央看護専門学校 医療専門課程看護科 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
社会保険横浜看護専門学校 医療専門課程第二看護学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

神奈川県 湘央医学技術専門学校 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

神奈川県 湘央生命科学技術専門学校 医療専門課程救急救命学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

神奈川県 湘央生命科学技術専門学校 医療専門課程バイオ学科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
湘央生命科学技術専門学校 医療専門課程応用生物科学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

神奈川県 湘央生命科学技術専門学校 医療専門課程応用生物科学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

神奈川県 湘南医療福祉専門学校 医療専門課程あん摩マッサージ指圧はりきゅう科 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
湘南医療福祉専門学校 医療専門課程東洋療法科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

神奈川県 湘南医療福祉専門学校 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
湘南医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科Ⅰ部 平成9年4月1日 平成9年11月17日

神奈川県 湘南医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科Ⅰ部 平成9年4月1日 ～ 平成30年4月1日 平成9年11月17日
名称変

更
湘南医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成30年4月1日 令和2年2月29日

神奈川県 湘南医療福祉専門学校 医療専門課程アスレティックトレーナー科Ⅰ部 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 令和2年2月29日

神奈川県 湘南医療福祉専門学校 医療専門課程東洋療法科 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

神奈川県 湘南医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科Ⅱ部 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 令和2年2月29日

神奈川県 湘南医療福祉専門学校 医療専門課程東洋療法専科Ⅰ部 平成17年3月3日 ～ 平成31年4月1日 平成17年3月3日
名称変

更
湘南医療福祉専門学校 医療専門課程　東洋療法専科 平成31年4月1日 令和2年2月29日
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神奈川県 湘南医療福祉専門学校 医療専門課程東洋療法専科Ⅱ部 平成17年3月3日 ～ 平成29年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成29年3月31日 令和2年2月29日

神奈川県 湘南医療福祉専門学校 医療専門課程救急救命科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

神奈川県 湘南医療福祉専門学校 衛生専門課程美容科 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 令和2年2月29日

神奈川県 湘南医療福祉専門学校 医療専門課程　東洋療法専科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

神奈川県 湘南医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成30年4月1日 ～ 令和2年2月29日

神奈川県 湘南ウェディング専門学校 商業実務専門課程トータルプロデュース学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

神奈川県 湘南オートモビル・ビジネス専門学校 工業専門課程自動車整備科 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

神奈川県 湘南オートモビル・ビジネス専門学校 工業専門課程自動車ビジネス科 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

神奈川県 湘南看護専門学校 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

神奈川県 湘南看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

神奈川県 湘南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7年1月23日

神奈川県 湘南平塚看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

神奈川県 情報科学専門学校 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

神奈川県 情報科学専門学校 工業専門課程テクニカルライター科 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

神奈川県 情報科学専門学校 商業実務専門課程情報会計科 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

神奈川県 情報科学専門学校 商業実務専門課程情報秘書科 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

神奈川県 情報科学専門学校 商業実務専門課程情報流通システム科 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

神奈川県 情報科学専門学校 工業専門課程コミュニケーションシステム科 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
情報科学専門学校 工業専門課程ネットワークシステム科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

神奈川県 情報科学専門学校 工業専門課程ネットワークシステム科 平成10年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
情報科学専門学校 工業専門課程先端ＩＴシステム科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

神奈川県 情報科学専門学校 工業専門課程総合マルチメディア科 平成13年3月8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

神奈川県 情報科学専門学校 商業実務専門課程コンピュータ会計科 平成13年3月8日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

神奈川県 情報科学専門学校 商業実務専門課程情報流通ビジネス科 平成13年3月8日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

神奈川県 情報科学専門学校 商業実務専門課程ビジネス秘書科 平成13年3月8日 ～ 平成27年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
情報科学専門学校 商業実務専門課程ビジネス科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

神奈川県 情報科学専門学校 工業専門課程Webテクノロジー科 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

神奈川県 情報科学専門学校 商業実務専門課程フィナンシャルビジネス科 平成19年2月1日 ～ 平成27年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

神奈川県 情報科学専門学校 商業実務専門課程流通ビジネス科 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

神奈川県 情報科学専門学校 工業専門課程Web技術科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

神奈川県 情報科学専門学校 商業実務専門課程販売ビジネス科 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28年2月29日
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神奈川県 情報科学専門学校 工業専門課程情報工学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

神奈川県 情報科学専門学校 商業実務専門課程ビジネス科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

神奈川県 情報科学専門学校 工業専門課程先端ＩＴシステム科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

神奈川県 情報科学専門学校新横浜校 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

神奈川県 情報科学専門学校新横浜校 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

神奈川県 情報科学専門学校新横浜校 商業実務専門課程医療情報秘書科 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

神奈川県 情報科学専門学校新横浜校 商業実務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

神奈川県 情報科学専門学校新横浜校 商業実務専門課程情報秘書科 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

神奈川県 情報科学専門学校新横浜校 工業専門課程情報工学科 平成7年11月30日 ～ 平成24年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

神奈川県 情報科学専門学校新横浜校 工業専門課程コンピュータグラフィックス科 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

神奈川県 情報科学専門学校新横浜校 商業実務専門課程経営情報科 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

神奈川県 情報科学専門学校新横浜校 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

神奈川県 情報科学専門学校新横浜校 商業実務専門課程経営情報システム科 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

神奈川県 情報科学専門学校新横浜校 工業専門課程情報システム開発科 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

神奈川県 情報科学専門学校新横浜校 商業実務専門課程メディカル情報科 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

神奈川県 情報科学専門学校新横浜校 工業専門課程情報処理科 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

神奈川県 情報科学専門学校新横浜校 工業専門課程メディア工学科 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

神奈川県 情報科学専門学校新横浜校 商業実務専門課程医療事務科 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
横浜医療情報専門学校 商業実務専門課程医療事務科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

神奈川県 昭和音楽芸術学院 文化教養専門課程音楽科 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

神奈川県 昭和音楽芸術学院 文化教養専門課程研究科（２年制） 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
昭和音楽芸術学院 文化・教養専門課程研究科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

神奈川県 昭和音楽芸術学院 文化教養専門課程舞台芸術科 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

神奈川県 昭和音楽芸術学院 文化教養専門課程ミュージカル科 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
昭和音楽芸術学院

文化・教養専門課程ミュージカル科（２年
制）

平成10年4月1日 平成10年12月21日

神奈川県 昭和音楽芸術学院 文化教養専門課程バレエ科 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

神奈川県 昭和音楽芸術学院 文化・教養専門課程研究科 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

神奈川県 昭和音楽芸術学院 文化・教養専門課程ミュージカル科（２年制） 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

神奈川県 昭和音楽芸術学院 文化教養専門課程ミュージカル科（３年制） 平成13年3月8日 ～ 平成19年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

神奈川県 昭和大学診療放射線専門学校 医療専門課程診療放射線学科 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

神奈川県 新横浜歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日
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神奈川県 新横浜歯科技工士専門学校 医療専門課程歯科技工士科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

神奈川県 聖セシリアスポーツ教育専門学校 文化・教養専門課程スポーツ教育科 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

神奈川県 聖マリアンナ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

神奈川県 積善会看護専門学校 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

神奈川県 専門学校厚木外語ビジネスアカデミー 商業実務専門課程ＯＡビジネス本科 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

神奈川県 専門学校厚木外語ビジネスアカデミー 商業実務専門課程経営マネージメント本科 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

神奈川県 専門学校厚木外語ビジネスアカデミー 商業実務専門課程情報秘書本科 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

神奈川県 専門学校厚木外語ビジネスアカデミー 文化教養専門課程英語・英会話本科 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

神奈川県 専門学校厚木外語ビジネスアカデミー 文化・教養専門課程英会話本科 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

神奈川県 専門学校厚木外語ビジネスアカデミー 商業実務専門課程医療秘書本科 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

神奈川県 専門学校小田原ファッションアカデミー 服飾・家政専門課程服飾科 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
専門学校小田原ファッションアカデミー 服飾・家政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

神奈川県 専門学校小田原ファッションアカデミー 服飾・家政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18年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
ＯＦＡカレッジ＆ハイスクール 服飾・家政専門課程ファッションビジネス科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

神奈川県 専門学校神奈川総合大学校 工業専門課程二級自動車整備科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

神奈川県 専門学校国際新堀芸術学院 文化教養専門課程音楽芸術学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

神奈川県
専門学校ジャパンスポーツサイエンスカレッ
ジ

文化教養専門課程社会体育学科 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

神奈川県 専門学校新横浜歯科衛生士学院 医療専門課程歯科衛生士科 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
新横浜歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

神奈川県 専門学校日産横浜自動車大学校 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

神奈川県 専門学校山手英学院 文化・教養専門課程英語・英会話学科 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

神奈川県 専門学校山手英学院 文化・教養専門課程英語ビジネス学科 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

神奈川県 専門学校横浜外語ビジネスアカデミー 商業実務専門課程ＯＡビジネス本科 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
専門学校横浜外語ビジネスアカデミー 商業実務専門課程総合ビジネス本科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

神奈川県 専門学校横浜外語ビジネスアカデミー 商業実務専門課程医療秘書本科 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

神奈川県 専門学校横浜外語ビジネスアカデミー 商業実務専門課程経営実務本科 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

神奈川県 専門学校横浜外語ビジネスアカデミー 商業実務専門課程広報クリエイティブ本科 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

神奈川県 専門学校横浜外語ビジネスアカデミー 商業実務専門課程国際秘書本科 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

神奈川県 専門学校横浜外語ビジネスアカデミー 商業実務専門課程情報秘書本科 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

神奈川県 専門学校横浜外語ビジネスアカデミー 商業実務専門課程ビジネス情報処理本科 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
専門学校横浜外語ビジネスアカデミー 商業実務専門課程総合ビジネス本科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

神奈川県 専門学校横浜外語ビジネスアカデミー 商業実務専門課程ホテル観光本科 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

神奈川県 専門学校横浜外語ビジネスアカデミー 商業実務専門課程旅行観光本科昼間部 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
専門学校横浜外語ビジネスアカデミー 商業実務専門課程観光学科 平成16年4月1日 平成17年12月26日
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神奈川県 専門学校横浜外語ビジネスアカデミー 文化・教養専門課程英語・英会話本科 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

神奈川県 専門学校横浜外語ビジネスアカデミー 商業実務専門課程総合ビジネス本科 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

神奈川県 専門学校横浜外語ビジネスアカデミー 文化・教養専門課程英会話本科 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
専門学校横浜外語ビジネスアカデミー 文化・教養専門課程英会話学科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

神奈川県 専門学校横浜外語ビジネスアカデミー 商業実務専門課程法律・ビジネス本科 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

神奈川県 専門学校横浜外語ビジネスアカデミー 商業実務専門課程マルチメディア・ビジネス本科 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
専門学校横浜外語ビジネスアカデミー

商業実務専門課程マルチメディア・ビジネス
学科

平成16年4月1日 平成17年12月26日

神奈川県 専門学校横浜外語ビジネスアカデミー 商業実務専門課程医療ビジネス本科 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

神奈川県 専門学校横浜外語ビジネスアカデミー 商業実務専門課程観光学科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
ふれあい横浜専門学校 商業実務専門課程観光学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

神奈川県 専門学校横浜外語ビジネスアカデミー 商業実務専門課程マルチメディア・ビジネス学科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
ふれあい横浜専門学校

商業実務専門課程マルチメディア・ビジネス
学科

平成17年4月1日 平成17年12月26日

神奈川県 専門学校横浜外語ビジネスアカデミー 文化・教養専門課程英会話学科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
ふれあい横浜専門学校 文化・教養専門課程英会話学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

神奈川県 専門学校横浜電算学院 工業専門課程情報システム科 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
専門学校横浜電算学院 工業専門課程高度情報システム科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

神奈川県 専門学校横浜電算学院 商業実務専門課程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
専門学校横浜電算学院

商業実務専門課程マルチメディアビジネス
科

平成8年4月1日 平成8年12月4日

神奈川県 専門学校横浜電算学院 工業専門課程高度情報システム科 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
横浜システム工学院専門学校 工業専門課程高度情報システム科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

神奈川県 専門学校横浜電算学院 商業実務専門課程マルチメディアビジネス科 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
横浜システム工学院専門学校

商業実務専門課程マルチメディアビジネス
科

平成18年4月1日 平成19年2月22日

神奈川県 専門学校横浜電算学院 商業実務専門課程マルチメディアソフト科 平成10年12月21日 ～ 平成18年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
横浜システム工学院専門学校 商業実務専門課程マルチメディアソフト科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

神奈川県 専門学校横浜日本デザイナー学院 文化教養専門課程デザイン学科 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

神奈川県 専門学校横浜ミュージックスクール 文化・教養専門課程音楽アーティスト学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程ＯＡインストラクター本科 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

神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程コンピュータアート科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
総合電子専門学校 工業専門課程コンピュータ・アート本科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程システムエンジニアリング科 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

神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程システム制御工学科 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
総合電子専門学校 工業専門課程システム制御工学本科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程情報処理本科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
総合電子専門学校 工業専門課程情報処理学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程経営情報本科 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

神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程コンピュータ・アート本科 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
総合電子専門学校 工業専門課程マルチメディアＣＧ本科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程システム制御工学本科 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
総合電子専門学校 工業専門課程マイコンテクニカル本科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程ゲーム・クリエーター本科 平成8年12月4日 ～ 平成18年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
総合電子専門学校 工業専門課程ゲーム・クリエータ学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程情報処理ＳＥ本科 平成8年12月4日 ～ 平成18年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
総合電子専門学校 工業専門課程情報処理ＳＥ学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程マイコンテクニカル本科 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

神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程マルチメディアＣＧ本科 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
総合電子専門学校 工業専門課程デジタル・クリエータ学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日
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神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程マルチメディア通信本科 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
総合電子専門学校 工業専門課程情報処理ネットワーク本科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程ＣＤプロデュース本科 平成13年3月8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

神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程情報処理ネットワーク本科 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
総合電子専門学校 工業専門課程情報処理ネットワーク学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程ゲーム・クリエータ学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程情報処理ＳＥ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
名称変

更
総合電子専門学校 工業専門課程情報システム応用科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程情報処理学科 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
総合電子専門学校 工業専門課程情報システム科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程情報処理ネットワーク学科 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

神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程デジタル・クリエータ学科 平成18年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
総合電子専門学校 工業専門課程情報デザイン応用科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程コンテンツ・プログラミング学科 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

神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程メディア・デザイン学科 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
総合電子専門学校 工業専門課程情報デザイン科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程情報システム科 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
医療ビジネス観光情報専門学校 工業専門課程情報システム科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程情報デザイン科 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
医療ビジネス観光情報専門学校 工業専門課程情報デザイン科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程情報システム応用科 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

神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程情報デザイン応用科 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

神奈川県 総合電子専門学校 工業専門課程医療マネジメント科 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
医療ビジネス観光情報専門学校 工業専門課程医療マネジメント科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

神奈川県 総合電子専門学校横浜校 工業専門課程ＯＡインストラクター本科 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

神奈川県 総合電子専門学校横浜校 工業専門課程システムエンジニアリング科 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

神奈川県 総合電子専門学校横浜校 工業専門課程情報処理本科 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

神奈川県 総合電子専門学校横浜校 工業専門課程ＯＡ秘書本科 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

神奈川県 総合電子専門学校横浜校 工業専門課程情報処理ＳＥ本科 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

神奈川県 大師服装専門学校 服飾・家政専門課程洋裁学科昼間部 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

神奈川県 大師服装専門学校 服飾・家政専門課程和裁学科昼間部 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

神奈川県 高津看護専門学校 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

神奈川県 たまプラーザ看護学校 医療専門課程　看護学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

神奈川県 茅ヶ崎看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

神奈川県 茅ヶ崎看護福祉専門学校 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

神奈川県 茅ヶ崎看護福祉専門学校 医療専門課程看護学科 平成8年12月4日 ～ 平成22年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
茅ヶ崎看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

神奈川県 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 医療専門課程言語聴覚学科 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8日 平成17年12月9日
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神奈川県 茅ヶ崎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 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8日 平成17年12月9日

神奈川県 茅ヶ崎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8日 平成17年12月9日

神奈川県 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科 平成14年2月27日 ～ 平成19年2月22日 平成14年2月27日 不適合 平成19年2月22日 平成19年2月22日

神奈川県 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 医療専門課程言語聴覚学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

神奈川県 鶴見編物専門学校 服飾・家政専門課程ニットファッション科 平成7年11月30日 ～ 平成20年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
鶴見ファッション・ビジネス専門学校 服飾・家政専門課程ニットファッション科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

神奈川県 鶴見ファッション・ビジネス専門学校 服飾・家政専門課程ニットファッション科 平成20年4月1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

神奈川県 東京ＩＴ会計法律専門学校横浜校 商業実務専門課程ＩＴビジネス学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

神奈川県 東京ＩＴ会計法律専門学校横浜校 商業実務専門課程会計学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

神奈川県 東京ＩＴ会計法律専門学校横浜校 文化・教養専門課程法律学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

神奈川県 東京ＩＴ会計法律専門学校横浜校 文化・教養専門課程法律社会学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

神奈川県 東京綜合写真専門学校 文化教養専門課程写真芸術第１学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

神奈川県 東京綜合写真専門学校 文化教養専門課程写真芸術第１学科ＢＡＳＩＣ 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

神奈川県 東京ビジネス外語専門学校横浜校 文化教養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横浜校 文化教養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

神奈川県 東京ビジネス外語専門学校横浜校 文化教養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横浜校 文化教養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

神奈川県
独立行政法人国立病院機構神奈川病院附
属看護学校

看護専門課程看護学科 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

神奈川県
独立行政法人国立病院機構相模原病院附
属看護学校

看護専門課程看護学科 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

神奈川県
独立行政法人国立病院機構横浜医療セン
ター附属看護学校

看護専門課程看護学科 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
独立行政法人国立病院機構横浜医療セ
ンター附属横浜看護学校

看護専門課程看護学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

神奈川県
独立行政法人国立病院機構横浜医療セン
ター附属横浜看護学校

看護専門課程看護学科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
独立行政法人国立病院機構横浜医療セ
ンター附属横浜看護学校

医療専門課程　看護学科 平成21年4月1日 平成31年1月25日

神奈川県
独立行政法人国立病院機構横浜医療セン
ター附属横浜看護学校

医療専門課程　看護学科 平成21年4月1日 ～ 平成31年1月25日

神奈川県
独立行政法人地域医療機能推進機構横浜
中央病院附属看護専門学校

医療専門課程看護学科 平成26年4月1日 ～ 平成28年2月29日

神奈川県
独立行政法人労働者健康安全機構横浜労
災看護専門学校

医療専門課程看護学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

神奈川県
独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労
災看護専門学校

医療専門課程看護学科 平成16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
独立行政法人労働者健康安全機構横浜
労災看護専門学校

医療専門課程看護学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

神奈川県 戸部洋裁学院 服飾家政専門課程ファッションデザイナー学科 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
横浜デザイン学院

服飾家政専門課程ファッションデザイナー
学科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

神奈川県 戸部洋裁学院 服飾家政専門課程洋裁学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
横浜デザイン学院 服飾家政専門課程洋裁学科昼間部 平成13年4月1日 平成14年2月27日

神奈川県 日産神奈川自動車整備専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日産メカニック・ビジネス専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

神奈川県 日産メカニック・ビジネス専門学校 工業専門課程自動車整備科 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
日産横浜整備専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

神奈川県 日産メカニック・ビジネス専門学校 工業専門課程自動車ビジネス科 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

神奈川県 日産メカニック・ビジネス専門学校 工業専門課程一級自動車整備科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
日産横浜整備専門学校 工業専門課程一級自動車整備科 平成17年4月1日 平成17年12月26日
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神奈川県 日産横浜整備専門学校 工業専門課程一級自動車整備科 平成17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

神奈川県 日産横浜整備専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成17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
専門学校日産横浜自動車大学校 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

神奈川県 日本医科大学丸子看護専門学校 医療専門課程看護科 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

神奈川県 日本映画学校 文化教養専門課程映像科 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

神奈川県 日本映画学校 文化教養専門課程俳優科 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

神奈川県 日本ガーデンデザイン専門学校 農業専門課程ガーデンデザイン科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

神奈川県 日本ガーデンデザイン専門学校 農業専門課程ガーデンビジネス科 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

神奈川県 日本観光専門学校 商業実務専門課程観光学科 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

神奈川県 日本観光専門学校 商業実務専門課程観光経営科 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
日本観光専門学校 商業実務専門課程観光ホテル学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

神奈川県 日本観光専門学校 商業実務専門課程観光ホテル学科 平成7年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

神奈川県 日本ヒューマンセレモニー専門学校 商業実務専門課程ライフセレモニー学科 平成17年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

神奈川県 日本ヒューマンセレモニー専門学校 商業実務専門課程フューネラル学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

神奈川県 日本ヒューマンセレモニー専門学校 商業実務専門課程ホテル・ブライダル学科 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
日本ヒューマンセレモニー専門学校 商業実務専門課程ブライダル学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

神奈川県 日本ヒューマンセレモニー専門学校 商業実務専門課程ブライダル学科 平成26年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

神奈川県 日本ヒューマンライフセレモニー専門学校 商業実務専門課程ライフセレモニー学科 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
日本ヒューマンセレモニー専門学校 商業実務専門課程ライフセレモニー学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

神奈川県 日本メディカルセクレタリー専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 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

神奈川県 日本溶接構造専門学校 工業専門課程鋼構造工学科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本溶接構造専門学校 工業専門課程設備・構造安全工学科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

神奈川県 日本溶接構造専門学校 工業専門課程構造工学科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

神奈川県 日本溶接構造専門学校 工業専門課程鉄骨情報工学科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本溶接構造専門学校 工業専門課程鉄骨生産工学科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

神奈川県 日本溶接構造専門学校 工業専門課程設備・構造安全工学科 平成19年4月1日 ～ 平成21年2月27日

神奈川県 日本溶接構造専門学校 工業専門課程鉄骨生産工学科 平成19年4月1日 ～ 平成21年2月27日

神奈川県 早見芸術学園専門学校 衛生専門課程美容学科 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
鎌倉早見美容芸術専門学校 衛生専門課程美容学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

神奈川県 聖ヶ丘教育福祉専門学校
教育・社会福祉専門課程幼稚園教員保母養成科
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
聖ヶ丘教育福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程幼稚園教員・保育
士養成科（第一部）

平成11年4月1日 平成12年2月8日

神奈川県 聖ヶ丘教育福祉専門学校
教育・社会福祉専門課程幼稚園教員保母養成科
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
名称変

更
聖ヶ丘教育福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程幼稚園教員・保育
士養成科（第二部）

平成11年4月1日 平成12年2月8日

神奈川県 聖ヶ丘教育福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程幼稚園教員養成科 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
聖ヶ丘教育福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程第二部幼稚園教
員養成科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

神奈川県 聖ヶ丘教育福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉士養成科 平成7年11月30日 ～ 平成20年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
聖ヶ丘教育福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程第一部介護福祉
士養成科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

神奈川県 聖ヶ丘教育福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保母養成科 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
聖ヶ丘教育福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程保育士養成科（第
一部）

平成11年4月1日 平成12年2月8日

神奈川県 聖ヶ丘教育福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育士養成科（第一部） 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
聖ヶ丘教育福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程第一部保育士養
成科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

16 / 24 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

神奈川県 聖ヶ丘教育福祉専門学校
教育・社会福祉専門課程幼稚園教員・保育士養
成科（第一部）

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
聖ヶ丘教育福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程第一部幼稚園教
員・保育士養成科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

神奈川県 聖ヶ丘教育福祉専門学校
教育・社会福祉専門課程幼稚園教員・保育士養
成科（第二部）

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
聖ヶ丘教育福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程第二部幼稚園教
員・保育士養成科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

神奈川県 聖ヶ丘教育福祉専門学校
教育・社会福祉専門課程第一部介護福祉士養成
科

平成20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

神奈川県 聖ヶ丘教育福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程第一部保育士養成科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

神奈川県 聖ヶ丘教育福祉専門学校
教育・社会福祉専門課程第一部幼稚園教員・保
育士養成科

平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

神奈川県 聖ヶ丘教育福祉専門学校
教育・社会福祉専門課程第二部幼稚園教員・保
育士養成科

平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

神奈川県 聖ヶ丘教育福祉専門学校
教育・社会福祉専門課程第二部幼稚園教員養成
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

神奈川県 聖モニカ社会体育専門学校 文化・教養専門課程社会体育科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
聖セシリアスポーツ教育専門学校 文化・教養専門課程スポーツ教育科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

神奈川県 藤沢市立看護専門学校 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

神奈川県 ふれあい横浜専門学校 衛生専門課程美容学科 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

神奈川県 ふれあい横浜専門学校 商業実務専門課程観光学科 平成17年4月1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

神奈川県 ふれあい横浜専門学校 商業実務専門課程マルチメディア・ビジネス学科 平成17年4月1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

神奈川県 ふれあい横浜専門学校 文化・教養専門課程英会話学科 平成17年4月1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

神奈川県 ふれあい横浜専門学校 医療専門課程臨床工学学科 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

神奈川県 松田文化専門学校 服飾・家政専門課程家政科 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

神奈川県 矢沢服飾専門学校 服飾・家政専門課程和裁専科 平成17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

神奈川県 矢沢服飾専門学校 服飾・家政専門課程きもの専科 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
横浜きもの専門学校 服飾・家政専門課程　きもの和裁科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

神奈川県 矢沢服飾専門学校 服飾・家政専門課程きものビューティ科 平成29年2月28日 ～ 平成29年3月31日 平成29年2月28日 横浜きもの専門学校 服飾・家政専門課程　きものビューティ科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

神奈川県 矢沢和裁専門学校 服飾・家政専門課程和裁士専門師範科 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

神奈川県 矢沢和裁専門学校 服飾・家政専門課程和裁士専門本科 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

神奈川県 矢沢和裁専門学校 服飾・家政専門課程和裁専科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
矢沢服飾専門学校 服飾・家政専門課程和裁専科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

神奈川県 山本文化服装学院 服飾家政専門課程服装専門学科 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

神奈川県 横須賀共済病院看護専門学校 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

神奈川県 横須賀市医師会看護専門学校 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

神奈川県 横須賀市立看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

神奈川県 ヨコスカ調理製菓専門学校 衛生専門課程　調理師上級専科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

神奈川県 横須賀法律行政専門学校 文化・教養専門課程法律行政学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

神奈川県 横浜ｆカレッジ 衛生専門課程ビューティースタイリスト科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日
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神奈川県 横浜ｆカレッジ 服飾・家政専門課程ファッション技術科 平成13年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

神奈川県 横浜ｆカレッジ 服飾・家政専門課程ファッションデザイン科 平成13年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
横浜ｆカレッジ

服飾・家政専門課程ファッションライフデザ
イン学科

平成28年4月1日 平成29年2月28日

神奈川県 横浜ｆカレッジ 服飾・家政専門課程ファッションビジネス科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

神奈川県 横浜ｆカレッジ 服飾・家政専門課程ファッションメディア科 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
横浜ｆカレッジ

文化・教養専門課程ビューティーコーディ
ネート科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

神奈川県 横浜ｆカレッジ 服飾・家政専門課程ブライダル科 平成13年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
横浜ｆカレッジ 文化・教養専門課程ブライダル科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

神奈川県 横浜ｆカレッジ 文化・教養専門課程ビューティーコーディネート科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

神奈川県 横浜ｆカレッジ 文化・教養専門課程ジュエリー＆アクセサリー科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

神奈川県 横浜ｆカレッジ 文化・教養専門課程ブライダル科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

神奈川県 横浜ｆカレッジ
服飾・家政専門課程ファッションライフデザイン学
科

平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

神奈川県 横浜ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程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
ＹＭＣＡ語学・ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＯＡビジネス科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

神奈川県 横浜ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程貿易ビジネス科 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
ＹＭＣＡ語学・ビジネス専門学校 商業実務専門課程貿易ビジネス科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

神奈川県 横浜ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程ホテル・トラベル科 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

神奈川県 横浜ＹＭＣＡ学院 文化教養専門課程英語・英会話科 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
ＹＭＣＡ語学・ビジネス専門学校 文化教養専門課程英語・英会話科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

神奈川県 横浜ＹＭＣＡ学院 文化教養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
ＹＭＣＡ語学・ビジネス専門学校 文化教養専門課程英語ビジネス科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

神奈川県 横浜ＹＭＣＡ学院専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成14年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
横浜ＹＭＣＡ学院専門学校 商業実務専門課程　国際情報ビジネス科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

神奈川県 横浜ＹＭＣＡ学院専門学校 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

神奈川県 横浜ＹＭＣＡ学院専門学校 商業実務専門課程　国際情報ビジネス科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

神奈川県 横浜ＹＭＣＡスポーツ専門学校 文化・教養専門課程スポーツインストラクター科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

神奈川県 横浜ＹＭＣＡスポーツ専門学校 文化・教養専門課程スポーツトレーナー科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

神奈川県 横浜ＹＭＣＡスポーツ専門学校 文化・教養専門課程マリンスポーツ科 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

神奈川県 横浜医療情報専門学校 医療専門課程歯科助手科 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

神奈川県 横浜医療情報専門学校 商業実務専門課程医療事務科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

神奈川県 横浜医療専門学校 医療専門課程柔道整復師科（昼間部） 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

神奈川県 横浜医療専門学校 医療専門課程柔道整復師科（夜間部） 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

神奈川県 横浜医療専門学校 医療専門課程鍼灸師科（昼間部） 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

神奈川県 横浜医療専門学校 医療専門課程鍼灸師科（夜間部） 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

神奈川県 横浜医療秘書歯科助手専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

神奈川県 横浜医療秘書歯科助手専門学校 商業実務専門課程診療情報管理士科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日
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神奈川県 横浜医療秘書歯科助手専門学校 商業実務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25年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
横浜医療秘書歯科助手専門学校 商業実務専門課程くすりアドバイザー科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

神奈川県 横浜医療秘書歯科助手専門学校 商業実務専門課程くすりアドバイザー科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

神奈川県 横浜栄養専門学校 衛生専門課程栄養士学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

神奈川県 横浜きもの専門学校 服飾・家政専門課程　きものビューティ科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

神奈川県 横浜きもの専門学校 服飾・家政専門課程　きもの和裁科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

神奈川県 横浜経理専門学校 商業実務専門課程ＯＡセクレタリー専攻科 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

神奈川県 横浜経理専門学校 商業実務専門課程税理士専攻科 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

神奈川県 横浜経理専門学校 商業実務専門課程マネジメント専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

神奈川県 横浜高等教育専門学校 医療専門課程医学技術学科 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

神奈川県 横浜高等教育専門学校 教育・社会福祉専門課程児童科保育課程 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

神奈川県 横浜高等教育専門学校 教育・社会福祉専門課程児童科初等課程 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

神奈川県 横浜高等教育専門学校 教育・社会福祉専門課程養護科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

神奈川県 横浜国際福祉専門学校 教育社会福祉専門課程社会福祉学科Ⅰ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

神奈川県 横浜国際福祉専門学校 教育社会福祉専門課程老人福祉学科Ⅰ部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

神奈川県 横浜国際福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科Ⅱ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 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

神奈川県 横浜国際福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程老人福祉学科Ⅱ部 平成8年12月4日 ～ 平成16年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
横浜国際福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程介護福祉学科Ⅱ
部

平成16年4月1日 平成17年3月9日

神奈川県 横浜国際福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程児童福祉学科Ⅱ部 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

神奈川県 横浜国際福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程児童福祉学科I部 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

神奈川県 横浜国際福祉専門学校 教育社会福祉専門課程老人福祉学科Ⅰ部 平成9年11月17日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
横浜国際福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程介護福祉学科Ⅰ
部

平成15年4月1日 平成16年2月17日

神奈川県 横浜国際福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科Ⅰ部 平成15年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

神奈川県 横浜国際福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科Ⅱ部 平成16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

神奈川県 横浜こども専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

神奈川県 横浜こども専門学校 教育・社会福祉専門課程こども心理学科 平成22年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
横浜こども専門学校 教育・社会福祉専門課程こども総合学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

神奈川県 横浜こども専門学校 教育・社会福祉専門課程こども総合学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

神奈川県 横浜市医師会看護専門学校 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

神奈川県 横浜市医師会看護専門学校 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

神奈川県 横浜市医師会聖灯看護専門学校 医療専門課程第一看護学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

神奈川県 横浜市医師会聖灯看護専門学校 医療専門課程第二看護学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日
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神奈川県 横浜市医師会保土谷看護専門学校 医療専門課程第一看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成30年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成30年3月31日 平成31年１月25日

神奈川県 横浜市医師会保土谷看護専門学校 医療専門課程第二看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成30年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成30年3月31日 平成31年１月25日

神奈川県 横浜歯科医療専門学校 医療専門課程歯科衛生士学科 平成28年9月1日 ～ 平成29年2月28日

神奈川県 横浜歯科医療専門学校 医療専門課程歯科技工士学科 平成28年9月1日 ～ 平成29年2月28日

神奈川県 横浜歯科技術専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
横浜歯科技術専門学校 医療専門課程歯科衛生士学科 平成7年4月1日 平成29年2月28日

神奈川県 横浜歯科技術専門学校 医療専門課程歯科技工士科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
横浜歯科技術専門学校 医療専門課程歯科技工士学科 平成7年4月1日 平成29年2月28日

神奈川県 横浜歯科技術専門学校 医療専門課程歯科衛生士学科 平成7年4月1日 ～ 平成28年8月31日 平成29年2月28日
名称変

更
横浜歯科医療専門学校 医療専門課程歯科衛生士学科 平成28年9月1日 平成29年2月28日

神奈川県 横浜歯科技術専門学校 医療専門課程歯科技工士学科 平成7年4月1日 ～ 平成28年8月31日 平成29年2月28日
名称変

更
横浜歯科医療専門学校 医療専門課程歯科技工士学科 平成28年9月1日 平成29年2月28日

神奈川県 横浜システム工学院専門学校 工業専門課程高度情報システム科 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

神奈川県 横浜システム工学院専門学校 商業実務専門課程マルチメディアソフト科 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

神奈川県 横浜システム工学院専門学校 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

神奈川県 横浜システム工学院専門学校 工業専門課程システム工学科 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
横浜システム工学院専門学校 工業専門課程マイコン・ロボット科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

神奈川県 横浜システム工学院専門学校 工業専門課程情報システム開発科 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
横浜システム工学院専門学校 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

神奈川県 横浜システム工学院専門学校 商業実務専門課程マルチメディアデザイン科 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
横浜システム工学院専門学校 商業実務専門課程アニメ・デザイン科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

神奈川県 横浜システム工学院専門学校 工業専門課程情報システム科 平成23年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
横浜システム工学院専門学校 工業専門課程　ＩＴ・ゲームソフト科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

神奈川県 横浜システム工学院専門学校 工業専門課程マイコン・ロボット科 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
横浜システム工学院専門学校 工業専門課程モバイル・ロボット科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

神奈川県 横浜システム工学院専門学校 商業実務専門課程アニメ・デザイン科 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

神奈川県 横浜システム工学院専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成26年1月28日 ～ 平成30年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
横浜システム工学院専門学校

商業実務専門課程　グローバルＩＴビジネス
科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

神奈川県 横浜システム工学院専門学校 工業専門課程情報デザイン科 平成27年2月19日 ～ 平成30年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
横浜システム工学院専門学校 工業専門課程　コミック・ＣＧアニメ映像科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

神奈川県 横浜システム工学院専門学校 工業専門課程モバイル・ロボット科 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
横浜システム工学院専門学校 工業専門課程　ロボット・ＩｏＴソフト科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

神奈川県 横浜システム工学院専門学校 工業専門課程　ＩＴ・ゲームソフト科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

神奈川県 横浜システム工学院専門学校 工業専門課程　コミック・ＣＧアニメ映像科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

神奈川県 横浜システム工学院専門学校 工業専門課程　ロボット・ＩｏＴソフト科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

神奈川県 横浜システム工学院専門学校 商業実務専門課程　グローバルＩＴビジネス科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

神奈川県 横浜システム工学院専門学校 工業専門課程　ＩＴライセンス科（通信制） 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

神奈川県 横浜実践看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

神奈川県 横浜市病院協会看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

神奈川県 横浜スイーツアンドカフェ専門学校 衛生専門課程スイーツパティシエ科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日
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神奈川県 横浜赤十字看護専門学校 医療専門課程看護科 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
横浜赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

神奈川県 横浜赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成8年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

神奈川県 横浜中央看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

神奈川県 横浜テクノオート専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

神奈川県 横浜デザイン学院 服飾家政専門課程ファッションデザイナー学科 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
横浜デザイン学院 服飾家政専門課程ファッションデザイン科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

神奈川県 横浜デザイン学院 服飾家政専門課程洋裁学科昼間部 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

神奈川県 横浜デザイン学院 服飾家政専門課程ファッションデザイン科 平成14年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
横浜デザイン学院 服飾家政専門課程　ファッション科 平成28年3月31日 平成30年2月28日

神奈川県 横浜デザイン学院 文化教養専門課程情報メディア科 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
横浜デザイン学院 文化教養専門課程メディアデザイン科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

神奈川県 横浜デザイン学院 文化教養専門課程デジタルデザイン科 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

神奈川県 横浜デザイン学院 文化教養専門課程ビジュアルデザイン科 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
横浜デザイン学院 文化教養専門課程　総合デザイン科 平成28年3月31日 平成30年2月28日

神奈川県 横浜デザイン学院 文化教養専門課程メディアデザイン科 平成19年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

神奈川県 横浜デザイン学院 文化教養専門課程ダンス＆ヴォーカル科 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22年11月29日

神奈川県 横浜デザイン学院 文化教養専門課程総合日本語科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

神奈川県 横浜デザイン学院 文化教養専門課程マンガ科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

神奈川県 横浜デザイン学院 服飾家政専門課程　ファッション科 平成28年4月1日 ～ 平成30年2月28日

神奈川県 横浜デザイン学院 文化教養専門課程　総合デザイン科 平成28年4月1日 ～ 平成30年2月28日

神奈川県 横浜デジタルアーツ専門学校 文化・教養専門課程環境デザイン科 平成11年4月1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

神奈川県 横浜デジタルアーツ専門学校 文化・教養専門課程グラフィックデザイン科 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

神奈川県 横浜デジタルアーツ専門学校 文化・教養専門課程ジュエリーデザイン科 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

神奈川県 横浜デジタルアーツ専門学校
文化・教養専門課程マルチメディアスペシャリスト
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 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

神奈川県 横浜デジタルアーツ専門学校 文化・教養専門課程マルチメディアデザイン科 平成11年4月1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

神奈川県 横浜デジタルアーツ専門学校 文化・教養専門課程ミュージックデザイン科 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

神奈川県 横浜デジタルアーツ専門学校 文化・教養専門課程グラフィック科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

神奈川県 横浜デジタルアーツ専門学校 文化・教養専門課程クラフト科 平成17年12月26日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

神奈川県 横浜デジタルアーツ専門学校
文化・教養専門課程ミュージック＆映像エンターテ
イメント科

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

神奈川県 横浜デジタルアーツ専門学校 文化・教養専門課程ＣＧ科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

神奈川県 横浜デジタルアーツ専門学校 文化・教養専門課程Ｗｅｂ科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

神奈川県 横浜デジタルアーツ専門学校 文化・教養専門課程ゲーム科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日
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神奈川県 横浜デジタルアーツ専門学校 文化・教養専門課程デジタルコンテンツ開発科 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

神奈川県 横浜デジタルアーツ専門学校 文化・教養専門課程ミュージック科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

神奈川県 横浜デジタルアーツ専門学校 文化・教養専門課程総合デザイン科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

神奈川県 横浜日建工科専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ設計科 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
横浜日建工科専門学校 工業専門課程建築設計科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

神奈川県 横浜日建工科専門学校 工業専門課程建築設計科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

神奈川県 横浜日建工科専門学校 工業専門課程建築ものづくり学科 平成23年12月22日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

神奈川県 横浜日建工科専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ技術科 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

神奈川県 横浜日建工科専門学校 工業専門課程建築インテリアデザイン科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

神奈川県 横浜ビューティーアート専門学校 衛生専門課程美容科 平成17年12月26日 ～ 平成30年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
横浜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30年4月1日 平成31年1月25日

神奈川県 横浜ビューティーアート専門学校 文化・教養専門課程トータルビューティー科 平成17年12月26日 ～ 平成30年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
横浜ビューティーアンドブライダル専門学
校

文化・教養専門課程　トータルビューティー
科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

神奈川県 横浜ビューティーアート専門学校 文化・教養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30年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

神奈川県 横浜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30年4月1日 ～ 平成30年1月25日

神奈川県 横浜ビューティーアンドブライダル専門学校 文化・教養専門課程　トータルビューティー科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

神奈川県 横浜ビューティーアンドブライダル専門学校 文化・教養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

神奈川県 横浜ビューティーアンドブライダル専門学校
文化・教養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1月25日 ～ 平成31年1月25日

神奈川県 横浜ビューティーアンドブライダル専門学校 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

神奈川県 横浜ファッションデザイン専門学校
服飾・家政専門課程ファッションクリエイティブ科昼
間部

平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

神奈川県 横浜ファッションデザイン専門学校
服飾・家政専門課程ファッションクリエイティブ科夜
間部

平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

神奈川県 横浜ファッションデザイン専門学校 服飾・家政専門課程生活デザイン科 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
横浜ファッションデザイン専門学校 服飾・家政専門課程ザッカ・インテリア科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

神奈川県 横浜ファッションデザイン専門学校 服飾・家政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10年12月21日

神奈川県 横浜ファッションデザイン専門学校 服飾・家政専門課程ザッカ・インテリア科 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

神奈川県 横浜ファッションデザイン専門学校 服飾・家政専門課程　国際アパレル科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

神奈川県 横浜ファッションデザイン専門学校
服飾・家政専門課程　ファッションビジネス科（夜間
部）

平成30年2月29日 ～ 平成30年2月28日

神奈川県 横浜文化服装学院 服飾家政専門課程ファッションクリエイター科 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

神奈川県 横浜保育福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育こども学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

神奈川県 横浜簿記専門学校 商業実務専門課程ＯＡインストラクタ本科 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

神奈川県 横浜簿記専門学校 商業実務専門課程ＯＡ秘書本科 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

神奈川県 横浜簿記専門学校 商業実務専門課程経営情報本科 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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神奈川県 横浜簿記専門学校 商業実務専門課程経理本科２年制昼間部 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
横浜簿記テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程経理本科２年制昼間部 平成12年4月1日 平成13年3月8日

神奈川県 横浜簿記専門学校 商業実務専門課程国際ビジネス本科 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

神奈川県 横浜簿記専門学校 商業実務専門課程情報処理本科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

神奈川県 横浜簿記専門学校 商業実務専門課程経理本科２年制夜間部 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
横浜簿記テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程経理本科２年制夜間部 平成12年4月1日 平成13年3月8日

神奈川県 横浜簿記専門学校 商業実務専門課程経理本科３年制 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
横浜簿記テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程経理本科３年制 平成12年4月1日 平成13年3月8日

神奈川県 横浜簿記専門学校 商業実務専門課程情報処理本科３年制 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
横浜簿記テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程情報処理本科３年制 平成12年4月1日 平成13年3月8日

神奈川県 横浜簿記専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 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

神奈川県 横浜簿記専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
横浜簿記テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

神奈川県 横浜簿記専門学校 商業実務専門課程経営情報科４年制 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
横浜簿記テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程経営情報科４年制 平成12年4月1日 平成13年3月8日

神奈川県 横浜簿記専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
横浜簿記テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

神奈川県 横浜簿記専門学校 商業実務専門課程システムエンジニア科 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
横浜簿記テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程システムエンジニア科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

神奈川県 横浜簿記専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
横浜簿記テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

神奈川県 横浜簿記専門学校 商業実務専門課程マルチメディア科 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
横浜簿記テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチメディア科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

神奈川県 横浜簿記テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科 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

神奈川県 横浜簿記テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程経営情報科４年制 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
岩谷学園テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程経営情報科４年制 平成16年4月1日 平成17年3月9日

神奈川県 横浜簿記テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス科 平成12年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
横浜簿記テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程ショップビジネス科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

神奈川県 横浜簿記テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程経理本科２年制昼間部 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
岩谷学園テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程経理本科２年制昼間部 平成16年4月1日 平成17年3月9日

神奈川県 横浜簿記テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程経理本科２年制夜間部 平成12年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

神奈川県 横浜簿記テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程経理本科３年制 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

神奈川県 横浜簿記テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程システムエンジニア科 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

神奈川県 横浜簿記テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程情報処理本科３年制 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

神奈川県 横浜簿記テクノビジネス専門学校 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
岩谷学園テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

神奈川県 横浜簿記テクノビジネス専門学校 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

神奈川県 横浜簿記テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程ショップビジネス科 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

神奈川県 横浜未来看護専門学校 医療専門課程看護学科3年課程 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

神奈川県 横浜洋裁学院 服飾・家政専門課程技術科 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
横浜洋裁学院 服飾・家政専門課程ファッション技術科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

神奈川県 横浜洋裁学院 服飾・家政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

神奈川県 横浜洋裁学院 服飾・家政専門課程ファッション科学科 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
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神奈川県 横浜洋裁学院 服飾・家政専門課程ファッション技術科 平成8年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
横浜ｆカレッジ 服飾・家政専門課程ファッション技術科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

神奈川県 横浜洋裁学院 服飾・家政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
名称変

更
横浜ｆカレッジ 服飾・家政専門課程ファッションビジネス科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

神奈川県 横浜洋裁学院 服飾・家政専門課程ファッションメディア科 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
横浜ｆカレッジ 服飾・家政専門課程ファッションメディア科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

神奈川県 横浜洋裁学院 服飾・家政専門課程ファッションデザイン科 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
横浜ｆカレッジ 服飾・家政専門課程ファッションデザイン科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

神奈川県 横浜洋裁学院 服飾・家政専門課程ブライダル科 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
横浜ｆカレッジ 服飾・家政専門課程ブライダル科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

神奈川県 横浜リゾートアンドスポーツ専門学校 文化・教養専門課程健康スポーツ科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

神奈川県 横浜リゾートアンドスポーツ専門学校 文化・教養専門課程リゾートスポーツ科 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

神奈川県 横浜リゾートアンドスポーツ専門学校 文化教養専門課程スポーツトレーナー科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

神奈川県 横浜リゾートアンドスポーツ専門学校 文化教養専門課程アスレティックトレーナー科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

神奈川県 横浜リゾートアンドスポーツ専門学校 文化教養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

神奈川県 横浜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 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8日 平成17年12月9日

神奈川県 横浜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8日 平成17年12月9日

神奈川県 横浜理容美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

神奈川県 横浜理容美容専門学校 衛生専門課程理容科 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

神奈川県 米山ファッション・ビジネス専門学校
服飾・家政専門課程ファッション・ビジネス科昼間
部

平成7年1月23日 ～ 平成17年12月8日 平成7年1月23日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

神奈川県 米山ファッション・ビジネス専門学校 服飾・家政専門課程ファッション技術科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

神奈川県 米山ファッション・ビジネス専門学校 服飾・家政専門課程ファッションデザイン科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

神奈川県 労働福祉事業団関東労災看護専門学校 医療専門課程看護科 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

神奈川県 労働福祉事業団横浜労災看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成9年11月17日 ～ 平成16年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
独立行政法人労働者健康福祉機構横浜
労災看護専門学校

医療専門課程看護学科 平成16年4月1日 平成29年2月28日
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