
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

新潟県 ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ 文化・教養専門課程サッカー専攻科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

新潟県 ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ 文化・教養専門課程女子サッカー専攻科 平成17年3月3日 ～ 平成28年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

新潟県 ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ 文化・教養専門課程トレーナー専攻科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

新潟県 ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ 文化・教養専門課程サッカーコーチ・審判専攻科 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

新潟県 ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ 文化・教養専門課程サッカービジネス科 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
ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ

文化・教養専門課程　サッカー・スポーツビ
ジネス科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

新潟県 ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ 文化・教養専門課程女子サッカー専攻科（２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

新潟県 ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ 文化・教養専門課程コ－チ・審判専攻科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

新潟県 ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ 文化・教養専門課程女子サッカー専攻科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

新潟県 ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ 文化・教養専門課程マネージャー・トレーナー科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

新潟県 ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ
文化・教養専門課程　サッカー・スポーツビジネス
科

平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

新潟県 アップルアートカレッジ
文化・教養専門課程プロミュージシャン＆インスト
ラクター科

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
国際音楽エンタテイメント専門学校

文化・教養専門課程プロミュージシャン＆イ
ンストラクター科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 アップルアートカレッジ 文化・教養専門課程ミュージックビジネス科 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
国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程ミュージックビジネス科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 アップルアートカレッジ 文化・教養専門課程パフォーミングアーティスト科 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
国際音楽エンタテイメント専門学校

文化・教養専門課程パフォーミングアーティ
スト科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 アップルアートカレッジ 文化・教養専門課程マルチメディアサウンド科 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
アップルアートカレッジ

文化・教養専門課程プロフェッショナルス
タッフ科

平成12年4月1日 平成13年3月8日

新潟県 アップルアートカレッジ 文化・教養専門課程プロフェッショナルスタッフ科 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
国際音楽エンタテイメント専門学校

文化・教養専門課程プロフェッショナルス
タッフ科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 アップル外語観光カレッジ 文化教養専門課程環日本海コミュニケーション科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
アップル外語観光カレッジ

文化・教養専門課程国際コミュニケーション
科

平成10年4月1日 平成10年12月21日

新潟県 アップル外語観光カレッジ 文化教養専門課程国際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 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

新潟県 アップル外語観光カレッジ 文化教養専門課程国際コミュニケーション科 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
アップル外語観光カレッジ

文化・教養専門課程英語コミュニケーション
科

平成9年4月1日 平成9年11月17日

新潟県 アップル外語観光カレッジ 文化教養専門課程国際ビジネス秘書科 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

新潟県 アップル外語観光カレッジ 文化教養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
国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程国際トラベル科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

新潟県 アップル外語観光カレッジ 文化教養専門課程ホテルリゾート科 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
アップル外語観光カレッジ 文化・教養専門課程ホテルビジネス科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

新潟県 アップル外語観光カレッジ 文化・教養専門課程英語コミュニケーション科 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
国際エア・リゾート専門学校

文化・教養専門課程国際コミュニケーション
科

平成12年4月1日 平成13年3月8日

新潟県 アップル外語観光カレッジ
文化・教養専門課程日本語教師養成科（２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

新潟県 アップル外語観光カレッジ 文化・教養専門課程ホテルビジネス科 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
国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程国際ホテル科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

新潟県 アップル外語観光カレッジ
文化・教養専門課程幼児英語教師養成科（２年課
程）

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

新潟県 アップル外語観光カレッジ 文化・教養専門課程国際コミュニケーション科 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

新潟県 アップル外語観光カレッジ 文化・教養専門課程国際ビジネス科 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
国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程国際ビジネス科 平成12年4月1日 平成14年2月27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
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告示年月日

新潟県 アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程インストラクター専門科 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

新潟県 アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程総合スポーツビジネス科 平成7年11月30日 ～ 平成14年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程スポーツビジネス科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

新潟県 アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程プロスポーツ科 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

新潟県 アップルスポーツカレッジ
文化・教養専門課程インストラクター専門科（３年
制）

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30年2月28日

新潟県 アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程健康・福祉学科 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
アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程健康福祉科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

新潟県 アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程スポーツトレーナー科 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
アップルスポーツカレッジ

文化・教養専門課程　アスレティックトレー
ナー科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

新潟県 アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程プロスポーツ科 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

新潟県 アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程リゾートスポーツ科 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

新潟県 アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程健康福祉科 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

新潟県 アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程スポーツビジネス科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

新潟県 アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程スポーツインストラクター科 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

新潟県 アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程プロトレーナー科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

新潟県 アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程健康スポーツ科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

新潟県 アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程スポーツアスリート科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

新潟県 アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程バスケットボール専攻科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

新潟県 アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程陸上競技専攻科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

新潟県 アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程公務員科 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

新潟県 アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程トータルスポーツビジネス科 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

新潟県 アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程プロスポーツビジネス科 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

新潟県 アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程プロチーム運営科 平成27年2月19日 ～ 平成29年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

新潟県 アップルスポーツカレッジ 文化・教養専門課程　アスレティックトレーナー科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

新潟県 アップルスポーツカレッジ
文化・教養専門課程　バスケットボール選手育成
科

平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

新潟県 インターナショナル留学カレッジ 文化教養専門課程国際教養学科（２年制） 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

新潟県 インターナショナル留学カレッジ 文化教養専門課程国際教養学科（３年制） 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

新潟県 インターナショナル留学カレッジ 文化・教養専門課程バスケットボール留学科 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

新潟県 大原医療秘書専門学校新潟校 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

新潟県 大原医療秘書専門学校新潟校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 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

新潟県 大原医療秘書専門学校新潟校 商業実務専門課程医療ビジネス学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28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
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年月日
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告示年月日

新潟県 大原情報医療専門学校新潟校 商業実務専門課程医療事務ＯＡ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
大原情報医療専門学校新潟校 商業実務専門課程医療事務学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 大原情報医療専門学校新潟校 商業実務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
名称変

更
大原情報医療専門学校新潟校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 大原情報医療専門学校新潟校 商業実務専門課程医療事務学科 平成17年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
大原医療秘書専門学校新潟校 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

新潟県 大原情報医療専門学校新潟校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成17年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
大原医療秘書専門学校新潟校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

新潟県 大原簿記公務員専門学校新潟校 商業実務専門課程会計士科４年制 平成16年4月1日 ～ 平成17年12月8日 平成17年3月9日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

新潟県 大原簿記公務員専門学校新潟校 商業実務専門課程経理本科２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
名称変

更
大原簿記公務員専門学校新潟校 商業実務専門課程経理ビジネス学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 大原簿記公務員専門学校新潟校 商業実務専門課程税理士科 平成16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
大原簿記公務員専門学校新潟校

商業実務専門課程国家試験専攻学科（３年
制）

平成17年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 大原簿記公務員専門学校新潟校 文化教養専門課程法律科 平成16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
大原簿記公務員専門学校新潟校 文化教養専門課程法律行政学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 大原簿記公務員専門学校新潟校 商業実務専門課程経理ビジネス学科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

新潟県 大原簿記公務員専門学校新潟校 商業実務専門課程国家試験専攻学科（３年制） 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

新潟県 大原簿記公務員専門学校新潟校 商業実務専門課程税理士学科 平成17年12月26日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
大原簿記公務員専門学校新潟校

商業実務専門課程国家試験専攻学科（２年
制）

平成21年4月1日 平成22年2月26日

新潟県 大原簿記公務員専門学校新潟校 文化教養専門課程法律行政学科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

新潟県 大原簿記公務員専門学校新潟校 商業実務専門課程国家試験専攻学科（２年制） 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

新潟県 大原簿記専門学校新潟校 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7年1月23日
名称変

更
大原簿記公務員専門学校新潟校 商業実務専門課程経理本科２年制 平成16年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 大原簿記専門学校新潟校 商業実務専門課程税理士科３年制 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

新潟県 大原簿記専門学校新潟校 商業実務専門課程会計士科４年制 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日
名称変

更
大原簿記公務員専門学校新潟校 商業実務専門課程会計士科４年制 平成16年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 大原簿記法律専門学校新潟校 商業実務専門課程税理士科 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
大原簿記公務員専門学校新潟校 商業実務専門課程税理士科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 大原簿記法律専門学校新潟校 文化教養専門課程法律科 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
大原簿記公務員専門学校新潟校 文化教養専門課程法律科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 柏崎情報開発学院 工業専門課程情報処理専門科 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
柏崎情報開発学院 工業専門課程情報システム科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

新潟県 柏崎情報開発学院 工業専門課程情報ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

新潟県 柏崎情報開発学院 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
柏崎情報開発学院 工業専門課程ＣＧアーツ科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

新潟県 柏崎情報開発学院 商業実務専門課程キャリアビジネス科 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

新潟県 柏崎情報開発学院 工業専門課程ＣＧアーツ科 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

新潟県 柏崎情報開発学院 工業専門課程情報システム科 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

新潟県 柏崎情報開発学院 工業専門課程トータルビジネス科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

新潟県 亀田渡辺文化服装専門学校 専門課程服装科昼間部 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

新潟県 看護リハビリ新潟保健医療専門学校 医療専門課程　看護学科 平成28年4月1日 ～ 平成30年2月28日

新潟県 北里大学保健衛生専門学院 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7年1月23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
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変更、廃止、不適合
告示年月日

新潟県 北里大学保健衛生専門学院 栄養専門課程栄養科 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
北里大学保健衛生専門学院 栄養専門課程臨床栄養科 平成8年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 北里大学保健衛生専門学院 看護専門課程看護科 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

新潟県 北里大学保健衛生専門学院 栄養専門課程臨床栄養科 平成8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

新潟県 キャリアテクニカ環境情報専門学校 工業専門課程福祉環境デザイン科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

新潟県 キャリアテクニカ環境情報専門学校 工業専門課程環境住宅園芸科 平成12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
日本自然環境専門学校 工業専門課程環境住宅園芸科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

新潟県 キャリアテクニカ環境情報専門学校 工業専門課程建築機械ＣＡＤ科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

新潟県 キャリアテクニカ環境情報専門学校 工業専門課程ネイチャーフィールド科 平成12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
日本自然環境専門学校 工業専門課程自然環境保全科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

新潟県 キャリアテクニカ環境情報専門学校 工業専門課程マルチ情報システム科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

新潟県 キャリアテクニカ環境情報専門学校 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31日 平成14年2月27日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

新潟県 キャリアテクニカ環境情報専門学校 商業実務専門課程ビジネス公務員科 平成12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
日本自然環境専門学校 商業実務専門課程ビジネス公務員科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

新潟県 キャリアテクニカ環境情報専門学校 商業実務専門課程マルチ情報ビジネス科 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

新潟県 キャリアテクニカ環境情報専門学校 商業実務専門課程マルチビジネス科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

新潟県 キャリアテクニカ専門学校 工業専門課程ＣＡＤＯＡ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
キャリアテクニカ専門学校 工業専門課程建築機械ＣＡＤ科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

新潟県 キャリアテクニカ専門学校 工業専門課程情報処理専門科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
キャリアテクニカ専門学校 工業専門課程マルチ情報システム科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

新潟県 キャリアテクニカ専門学校 商業実務専門課程会計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
キャリアテクニカ専門学校 商業実務専門課程マルチビジネス科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

新潟県 キャリアテクニカ専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 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
キャリアテクニカ環境情報専門学校 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14年2月27日

新潟県 キャリアテクニカ専門学校 商業実務専門課程ビジネス公務員科 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
キャリアテクニカ環境情報専門学校 商業実務専門課程ビジネス公務員科 平成12年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 キャリアテクニカ専門学校 工業専門課程環境住宅園芸科 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
キャリアテクニカ環境情報専門学校 工業専門課程環境住宅園芸科 平成12年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 キャリアテクニカ専門学校 工業専門課程建築機械ＣＡＤ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
キャリアテクニカ環境情報専門学校 工業専門課程建築機械ＣＡＤ科 平成12年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 キャリアテクニカ専門学校 工業専門課程ネイチャーフィールド科 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
キャリアテクニカ環境情報専門学校 工業専門課程ネイチャーフィールド科 平成12年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 キャリアテクニカ専門学校 工業専門課程マルチ情報システム科 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
キャリアテクニカ環境情報専門学校 工業専門課程マルチ情報システム科 平成12年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 キャリアテクニカ専門学校 商業実務専門課程マルチビジネス科 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
キャリアテクニカ環境情報専門学校 商業実務専門課程マルチビジネス科 平成12年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 クレア　ヘアモード専門学校 衛生専門課程　美容師科 平成26年4月1日 ～ 平成30年2月28日

新潟県 クレアヘアモード専門学校 衛生専門課程ヘアスタイリスト科 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
クレア　ヘアモード専門学校 衛生専門課程　美容師科 平成26年3月31日 平成30年2月28日

新潟県 国際アウトドア専門学校 文化・教養専門課程アウトドアアスリート学科 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

新潟県 国際アウトドア専門学校 文化・教養専門課程山岳プロ学科 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
国際自然環境アウトドア専門学校 文化・教養専門課程山岳プロ学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

新潟県 国際アウトドア専門学校 文化・教養専門課程自然環境学科 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
国際自然環境アウトドア専門学校 文化・教養専門課程自然環境学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

新潟県 国際アウトドア専門学校 文化・教養専門課程トータルフィッシング学科 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
国際自然環境アウトドア専門学校

文化・教養専門課程トータルフィッシング学
科

平成21年4月1日 平成22年2月26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
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変更、廃止、不適合
告示年月日

新潟県 国際アウトドア専門学校 文化・教養専門課程マウンテンバイク学科 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
国際自然環境アウトドア専門学校 文化・教養専門課程マウンテンバイク学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

新潟県 国際アウトドア専門学校 文化・教養専門課程野生生物保全学科 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
国際自然環境アウトドア専門学校 文化・教養専門課程野生生物保全学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程国際エアライン科 平成13年3月1日 ～ 平成24年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
国際外語・観光・エアライン専門学校 文化・教養専門課程国際エアライン科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

新潟県 国際エア・リゾート専門学校 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
国際外語・観光・エアライン専門学校

文化・教養専門課程国際コミュニケーション
科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程国際スペシャリスト科 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
国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程国際クリエーター科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程国際トラベル科 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
国際外語・観光・エアライン専門学校 文化・教養専門課程国際トラベル科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程国際ホテル科 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

新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程日本語科（２年制） 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
国際外語・観光・エアライン専門学校 文化・教養専門課程日本語科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程幼児英語教師養成科 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
国際エア・リゾート専門学校

文化・教養専門課程保母・幼稚園教諭併修
科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程国際ビジネス科 平成12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

新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程保母・幼稚園教諭併修科 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
国際エア・リゾート専門学校

文化・教養専門課程保育士・幼稚園教諭併
修科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程保育士・幼稚園教諭併修科 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
国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程保育士・幼稚園教諭科 平成15年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程語学・芸術留学科 平成17年3月3日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程児童英語教育科 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

新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程通訳ガイド科（２年制） 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

新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程通訳ガイド科（３年） 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

新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程日本語教師養成科 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

新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程国際クリエーター科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程エアカーゴ科 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

新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程交通ビジネス科 平成17年12月26日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程国際リゾート科 平成17年12月26日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程保育士・幼稚園教諭科 平成15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

新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程国際テーマパーク科 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

新潟県 国際エア・リゾート専門学校 文化・教養専門課程通訳ガイド科 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
国際外語・観光・エアライン専門学校 文化・教養専門課程通訳ガイド科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

新潟県 国際映像メディア専門学校 文化・教養専門課程声優科 平成20年2月26日 ～ 平成31年4月1日 平成20年2月26日
名称変

更
国際映像メディア専門学校 文化・教養専門課程　声優アクターズ科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

新潟県 国際映像メディア専門学校 文化・教養専門課程俳優科 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

新潟県 国際映像メディア専門学校 文化・教養専門課程俳優タレント科 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

新潟県 国際映像メディア専門学校 文化・教養専門課程マスコミ・広告クリエイター科 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
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新潟県 国際映像メディア専門学校 文化・教養専門課程映画・テレビ制作科 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
国際映像メディア専門学校 文化・教養専門課程テレビ制作科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

新潟県 国際映像メディア専門学校 文化・教養専門課程テレビ制作科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

新潟県 国際映像メディア専門学校 文化・教養専門課程　声優アクターズ科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

新潟県 国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程　ダンスエンタテイメント科 平成30年4月1日 ～ 平成30年1月25日

新潟県 国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程　Ｋ－ＰＯＰエンタテイメント科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

新潟県 国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程　ウインドオーケストラ科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

新潟県 国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程　ヴォーカル科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

新潟県 国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程　音響・照明科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

新潟県 国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程　サウンドクリエイター科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

新潟県 国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程　ミュージシャン科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

新潟県 国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程　音楽ビジネス科 平成30年4月1日 ～ 平成31年4月25日

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程パフォーミングアーティスト科 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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程プロフェッショナルスタッフ科 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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校
文化・教養専門課程プロミュージシャン＆インスト
ラクター科

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
国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程総合音楽学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程ミュージックビジネス科 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
国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程音楽企画制作学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程音楽・照明・舞台学科 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
国際音楽エンタテイメント専門学校

文化・教養専門課程コンサート・イベントプ
ロデュース学科

平成16年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程音楽企画制作学科 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
国際音楽エンタテイメント専門学校

文化・教養専門課程ミュージックプロデュー
ス学科

平成16年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程総合音楽学科 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
国際音楽エンタテイメント専門学校

文化・教養専門課程ミュージック・アーティス
ツ学科

平成16年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程総合放送学科 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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程エンタテイメント学科 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
国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程　タレント＆モデル学科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程音楽指導者養成学科 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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校
文化・教養専門課程コンサート・イベントプロ
デュース学科

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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程タレント＆モデル学科 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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程ダンスプロフェッショナル学科 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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程プロヴォーカル学科 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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校
文化・教養専門課程ミュージック・アーティスツ学
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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程ミュージックプロデュース学科 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
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新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程エンタテイメント学科 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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程音楽エンタテイメント総合学科 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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程音楽エンタテイメント留学学科 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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程管楽器・打楽器学科 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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程サウンドエンジニア学科 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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程サウンドクリエイター学科 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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程照明エンジニア学科 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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程プロヴォーカリスト学科 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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程プロミュージシャン学科 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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程放送メディア学科 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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程ミュージックビジネス学科 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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程ラジオステーション学科 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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程音楽・放送ビジネス学科 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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程音響・照明学科 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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程ダンス学科 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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程ミュージシャン学科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程ミュージシャン学科（３年制） 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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校
文化・教養専門課程ダンス・アクターズ学科（２年
制）

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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程ウインドオーケストラ科 平成22年2月26日 ～ 平成31年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門
学校

文化・教養専門課程　ウインドオーケストラ
科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程音楽・放送ビジネス科 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
国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程　音楽ビジネス科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程音響・照明科 平成22年2月26日 ～ 平成30年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門
学校

文化・教養専門課程　音響・照明科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程ダンス科 平成22年2月26日 ～ 平成27年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
国際音楽エンタテイメント専門学校

文化・教養専門課程ダンスエンタテイメント
科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程ミュージシャン科（２年制） 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
国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門
学校

文化・教養専門課程　ミュージシャン科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程ミュージシャン科（３年制） 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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程ヴォーカル科 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
国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門
学校

文化・教養専門課程　ヴォーカル科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程舞台芸能科 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

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程ダンスエンタテイメント科 平成27年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門
学校

文化・教養専門課程　ダンスエンタテイメン
ト科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程　Ｋ－ＰＯＰエンタテイメント科 平成30年2月28日 ～ 平成30年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門
学校

文化・教養専門課程　Ｋ－ＰＯＰエンタテイメ
ント科

平成30年4月1日 平成31年1月25日
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新潟県 国際音楽エンタテイメント専門学校 文化・教養専門課程　音楽ビジネス科 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門
学校

文化・教養専門課程　音楽ビジネス科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

新潟県 国際外語・観光・エアライン専門学校 文化・教養専門課程国際エアライン科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

新潟県 国際外語・観光・エアライン専門学校 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
国際外語・観光・エアライン専門学校

文化・教養専門課程グローバルコミュニ
ケーション科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

新潟県 国際外語・観光・エアライン専門学校 文化・教養専門課程国際トラベル科 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
国際外語・観光・エアライン専門学校 文化・教養専門課程トラベル観光科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

新潟県 国際外語・観光・エアライン専門学校 文化・教養専門課程通訳ガイド科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

新潟県 国際外語・観光・エアライン専門学校 文化・教養専門課程日本語科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

新潟県 国際外語・観光・エアライン専門学校 文化・教養専門課程アジア言語科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

新潟県 国際外語・観光・エアライン専門学校 文化・教養専門課程こども英語教育科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

新潟県 国際外語・観光・エアライン専門学校
文化・教養専門課程グローバルコミュニケーション
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
国際外語・観光・エアライン専門学校

文化・教養専門課程　国際英語コミュニ
ケーション科（２年制）

平成29年3月31日 平成30年2月28日

新潟県 国際外語・観光・エアライン専門学校 文化・教養専門課程トラベル観光科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

新潟県 国際外語・観光・エアライン専門学校
文化・教養専門課程国際英語コミュニケーション
科（３年制）

平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

新潟県 国際外語・観光・エアライン専門学校 文化・教養専門課程日本語通訳科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

新潟県 国際外語・観光・エアライン専門学校
文化・教養専門課程　国際英語コミュニケーション
科（２年制）

平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

新潟県 国際外語・観光・エアライン専門学校 文化・教養専門課程上級英語科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

新潟県 国際こども・福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

新潟県 国際こども・福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程こども福祉学科 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
国際こども・福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程こども保育学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

新潟県 国際こども・福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程こども福祉教育学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

新潟県 国際こども・福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程総合福祉学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

新潟県 国際こども・福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程介護福祉こども学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

新潟県 国際こども・福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程こども保育学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

新潟県 国際こども・福祉カレッジ
教育・社会福祉専門課程福祉コミュニケーション
学科

平成25年1月29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

新潟県 国際こども・福祉カレッジ
教育・社会福祉専門課程　医療福祉マネジメント
学科

平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

新潟県 国際自然環境アウトドア専門学校 文化・教養専門課程山岳プロ学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

新潟県 国際自然環境アウトドア専門学校 文化・教養専門課程自然環境学科 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

新潟県 国際自然環境アウトドア専門学校 文化・教養専門課程トータルフィッシング学科 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

新潟県 国際自然環境アウトドア専門学校 文化・教養専門課程マウンテンバイク学科 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

新潟県 国際自然環境アウトドア専門学校 文化・教養専門課程野生生物保全学科 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
国際自然環境アウトドア専門学校 文化・教養専門課程自然環境保全学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

新潟県 国際自然環境アウトドア専門学校 文化・教養専門課程アウトドアスポーツ学科 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
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新潟県 国際自然環境アウトドア専門学校 文化・教養専門課程自然環境教育学科 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
国際自然環境アウトドア専門学校

文化・教養専門課程環境教育・地域ビジネ
ス学科

平成25年4月1日 平成27年2月19日

新潟県 国際自然環境アウトドア専門学校 文化・教養専門課程山岳プロ学科（２年制） 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

新潟県 国際自然環境アウトドア専門学校 文化・教養専門課程自然環境保全学科 平成25年4月1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

新潟県 国際自然環境アウトドア専門学校 文化・教養専門課程環境教育・地域ビジネス学科 平成25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
国際自然環境アウトドア専門学校 文化・教養専門課程野外教育学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

新潟県 国際自然環境アウトドア専門学校 文化・教養専門課程こども自然保育学科 平成27年2月19日 ～ 平成29年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

新潟県 国際自然環境アウトドア専門学校 文化・教養専門課程自然ガイド・環境保全学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

新潟県 国際自然環境アウトドア専門学校 文化・教養専門課程野外教育学科 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

新潟県 国際自然環境アウトドア専門学校 文化・教養専門課程アウトドアライフ学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年3月31日 平成29年2月28日

新潟県 国際自然環境アウトドア専門学校
文化・教養専門課程　クライミングインストラクター
学科

平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

新潟県 国際自動車工科専門学校 工業専門課程１級自動車整備士科 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
専門学校新潟国際自動車大学校 工業専門課程１級自動車整備士科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

新潟県 国際自動車工科専門学校 工業専門課程自動車工学科 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

新潟県 国際自動車工科専門学校 工業専門課程車体工学科 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
専門学校新潟国際自動車大学校 工業専門課程車体工学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

新潟県 国際自動車工科専門学校 工業専門課程モータースポーツ科 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
専門学校新潟国際自動車大学校 工業専門課程モータースポーツ科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

新潟県 国際自動車工科専門学校 工業専門課程２級自動車整備士科 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
専門学校新潟国際自動車大学校 工業専門課程２級自動車整備士科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

新潟県 国際自動車工科専門学校 工業専門課程自動車デザイン科 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
専門学校新潟国際自動車大学校 工業専門課程自動車デザイン科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

新潟県 国際調理製菓専門学校 衛生専門課程シェフ学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

新潟県 国際調理製菓専門学校 衛生専門課程パティシエ学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

新潟県 国際調理製菓専門学校 衛生専門課程フードプロデュース学科 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

新潟県 国際調理製菓専門学校 衛生専門課程カフェ学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

新潟県 国際調理製菓専門学校 衛生専門課程健康調理学科 平成21年2月27日 ～ 平成31年4月1日 平成21年2月27日
名称変

更
国際調理製菓専門学校 衛生専門課程　健康給食学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

新潟県 国際調理製菓専門学校 文化・教養専門課程日本語科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

新潟県 国際調理製菓専門学校 衛生専門課程　栄養士学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

新潟県 国際調理製菓専門学校 衛生専門課程　健康給食学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

新潟県 国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程ショップビジネス科 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

新潟県 国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程スタイリスト科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

新潟県 国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程トータルビューティー科 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

新潟県 国際トータルファッション専門学校 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

新潟県 国際トータルファッション専門学校 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
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新潟県 国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程ファッションマーケット科 平成16年4月1日 ～ 平成16年4月1日 平成17年3月9日
名称変

更
国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程トータルファッション科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程フラワーコーディネート科 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

新潟県 国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程ヘアメイク科 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

新潟県 国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程インテリアコーディネーター科 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

新潟県 国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程カラリスト科 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

新潟県 国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程トータルファッション科 平成16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

新潟県 国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程インテリアコーディネート科 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

新潟県 国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程雑貨スタイリスト科 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

新潟県 国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程ビューティープロデュース科 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

新潟県 国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程ファッション造形科 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

新潟県 国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程カラーコーディネ－ト科 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

新潟県 国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程ファッション流通科 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

新潟県 国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程コスチュームデザイン科 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
国際トータルファッション専門学校

服飾・家政専門課程ファッションクリエイティ
ブ科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

新潟県 国際トータルファッション専門学校
服飾・家政専門課程ファッションデザイン科(３年
制)

平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

新潟県 国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程ファッションビジネス科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

新潟県 国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程ブランドプロデュ－ス科 平成23年12月22日 ～ 平成30年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
国際トータルファッション専門学校

服飾・家政専門課程　ファッションプロ
デュース科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

新潟県 国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程ファッションクリエイティブ科 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
国際トータルファッション専門学校

服飾・家政専門課程　ブライダル・コス
チュームデザイン科

平成29年3月31日 平成30年2月28日

新潟県 国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程国際ファッションビジネス科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

新潟県 国際トータルファッション専門学校
服飾・家政専門課程　ブライダル・コスチュームデ
ザイン科

平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

新潟県 国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程　ファッションプロデュース科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

新潟県 国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程アパレルニット科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

新潟県 国際ビューティーモード専門学校 衛生専門課程トータルエステティック学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

新潟県 国際ビューティモード専門学校 衛生専門課程美容学科（昼間課程） 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

新潟県 国際ビューティモード専門学校 衛生専門課程ビューティビジネス学科 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

新潟県 国際ビューティモード専門学校 衛生専門課程ネイルスペシャリスト学科 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

新潟県 国際ビューティモード専門学校 衛生専門課程メイクアップ学科 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

新潟県 国際ビューティモード専門学校 衛生専門課程ビューティスタイリスト学科 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

新潟県 国際ビューティモード専門学校 衛生専門課程ビューティプロデュース学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日
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新潟県 国際福祉医療カレッジ 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
名称変

更
国際こども・福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

新潟県 国際福祉医療カレッジ 教育・社会福祉専門課程医療福祉学科 平成8年12月4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

新潟県 国際福祉医療カレッジ
教育・社会福祉専門課程社会福祉学科（３年課
程）

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

新潟県 国際福祉医療カレッジ 教育・社会福祉専門課程医療秘書学科 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
国際福祉医療カレッジ

教育・社会福祉専門課程医療福祉総合秘
書学科

平成15年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 国際福祉医療カレッジ 教育・社会福祉専門課程生活福祉学科 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

新潟県 国際福祉医療カレッジ 教育・社会福祉専門課程保育福祉学科 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

新潟県 国際福祉医療カレッジ 教育・社会福祉専門課程医療福祉総合秘書学科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

新潟県 国際福祉医療カレッジ 教育・社会福祉専門課程医療福祉秘書学科 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

新潟県 国際福祉医療カレッジ 教育・社会福祉専門課程こども福祉学科 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
国際こども・福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程こども福祉学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

新潟県 国際福祉医療カレッジ 教育・社会福祉専門課程こども福祉教育学科 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
国際こども・福祉カレッジ

教育・社会福祉専門課程こども福祉教育学
科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

新潟県 国際福祉医療カレッジ 教育・社会福祉専門課程総合福祉学科 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
国際こども・福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程総合福祉学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

新潟県 国際福祉医療カレッジ 教育・社会福祉専門課程福祉教育学科 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

新潟県 国際福祉医療カレッジ 教育・社会福祉専門課程医療福祉サポート学科 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

新潟県 国際ペットワールド専門学校
文化・教養専門課程海洋生物・ネイチャーアクアリ
ウム学科

平成14年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

新潟県 国際ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程動物看護士学科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
国際ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程動物看護師学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 国際ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程動物管理学科 平成14年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

新潟県 国際ペットワールド専門学校
文化・教養専門課程アニマルセラピー・コーディ
ネーター学科

平成15年2月19日 ～ 平成28年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
国際ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程動物福祉・飼育学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

新潟県 国際ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程動物看護師学科 平成15年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
国際ペットワールド専門学校

文化・教養専門課程　動物看護師・栄養学
科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

新潟県 国際ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程ペットケア・ビジネス学科 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

新潟県 国際ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程動物看護師・美容学科 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

新潟県 国際ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程ペット美容・グルーマー学科 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
国際ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程　ペット美容学科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

新潟県 国際ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程ペットショップビジネス学科 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

新潟県 国際ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程ドッグトレーニング学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

新潟県 国際ペットワールド専門学校
文化・教養専門課程ネイチャーアクアリウム・海洋
生物学科

平成22年2月26日 ～ 平成31年4月1日 平成22年2月26日
名称変

更
国際ペットワールド専門学校

文化・教養専門課程　海洋生物・ドルフィン
学科
文化・教養専門課程　ネイチャーアクアリウ

平成31年4月1日 令和2年2月29日

新潟県 国際ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程ペット栄養・総合看護師学科 平成22年2月26日 ～ 平成30年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
国際ペットワールド専門学校

文化・教養専門課程　動物看護師・ペット栄
養学科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

新潟県 国際ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程動物福祉・飼育学科 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
国際ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程　動物飼育管理学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

新潟県 国際ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程　ペット美容学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

新潟県 国際ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程ペットケア・ビジネス学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日
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新潟県 国際ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程　動物看護師・栄養学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

新潟県 国際ペットワールド専門学校
文化・教養専門課程　動物看護師・ペット栄養学
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
国際ペットワールド専門学校

文化・教養専門課程　動物看護師・美容学
科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

新潟県 国際ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程　海洋生物・ドルフィン学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

新潟県 国際ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程　動物看護師・美容学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

新潟県 国際ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程　動物飼育管理学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

新潟県 国際ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程　ネイチャーアクアリウム学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

新潟県 国際ホテル・ブライダル専門学校 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

新潟県 国際ホテル・ブライダル専門学校 文化・教養専門課程ホテルビジネス科 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

新潟県 国際ホテル・ブライダル専門学校 文化・教養専門課程国際ホテル科 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

新潟県 国際ホテル・ブライダル専門学校 文化・教養専門課程ホテル・ブライダル科 平成22年2月26日 ～ 平成30年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
国際ホテル・ブライダル専門学校 文化・教養専門課程　国際ホテル科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

新潟県 国際ホテル・ブライダル専門学校 文化・教養専門課程イベントビジネス科 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
国際ホテル・ブライダル専門学校 文化・教養専門課程イベントプロデュース科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

新潟県 国際ホテル・ブライダル専門学校 文化・教養専門課程イベントプロデュース科 平成24年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

新潟県 国際ホテル・ブライダル専門学校 文化・教養専門課程国際ホテル・ブライダル科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

新潟県 国際ホテル・ブライダル専門学校 文化・教養専門課程葬祭ディレクター科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

新潟県 国際ホテル・ブライダル専門学校 文化・教養専門課程　国際ホテル科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

新潟県 国際メディカル専門学校 医療専門課程医療情報管理学科 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
国際メディカル専門学校 医療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

新潟県 国際メディカル専門学校 医療専門課程医療福祉工学科 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

新潟県 国際メディカル専門学校 医療専門課程臨床工学技士科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

新潟県 国際メディカル専門学校 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

新潟県 国際メディカル専門学校 医療専門課程鍼灸学科（昼間部） 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

新潟県 国際メディカル専門学校 医療専門課程鍼灸学科（夜間部） 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

新潟県 国際メディカル専門学校 医療専門課程診療情報管理士学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

新潟県 国際メディカル専門学校 医療専門課程医療事務学科 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
国際メディカル専門学校 医療専門課程　医療事務総合学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

新潟県 国際メディカル専門学校 医療専門課程　医療事務総合学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

新潟県
国立療養所犀潟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7年1月23日

新潟県
国立療養所犀潟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7年1月23日

新潟県 国立療養所新潟病院附属看護学校 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新潟病院附
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

新潟県 五泉服装専門学校 専門課程服装科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日
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新潟県 五泉服装専門学校 専門課程服装科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

新潟県 サザン・イリノイ・ユニバーシティ新潟校 文化教養専門課程国際ビジネス学科 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
サザン・イリノイ・ユニバーシティ新潟校 文化・教養専門課程国際教養学科（３年） 平成15年4月1日 平成16年2月17日

新潟県 サザン・イリノイ・ユニバーシティ新潟校 文化・教養専門課程国際教養学科（３年） 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
インターナショナル留学カレッジ 文化教養専門課程国際教養学科（３年制） 平成17年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 佐渡厚生連佐渡看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
新潟県厚生連佐渡看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 佐渡保育専門学校 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2月29日

新潟県 三条服装専門学校 専門課程服装科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

新潟県 三条服装専門学校 専門課程服装科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

新潟県 シェフパティシエ専門学校 衛生専門課程製菓製パン技術科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

新潟県 シェフパティシエ専門学校 衛生専門課程調理技術科 平成20年2月26日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
シェフパティシエ専門学校 衛生専門課程調理製菓技術科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

新潟県 シェフパティシエ専門学校 衛生専門課程調理製菓技術科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

新潟県 上越看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

新潟県 上越看護専門学校 医療専門課程看護学科３年課程 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

新潟県 上越公務員・情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報・ゲーム・デザイン科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

新潟県 上越公務員・情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

新潟県 上越公務員・情報ビジネス専門学校 文化・教養専門課程公務員・法律行政科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

新潟県 上越公務員・情報ビジネス専門学校 文化・教養専門課程ブライダル・サービス科 平成29年2月28日 ～ 平成30年3月31日 平成29年2月28日
名称変

更
上越公務員・情報ビジネス専門学校

文化・教養専門課程　ブライダル・観光・
サービス科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

新潟県 上越公務員・情報ビジネス専門学校 工業専門課程　国際・ＩＴエンジニア科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

新潟県 上越公務員・情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療ビジネス科 平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
上越公務員・情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療秘書・事務科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

新潟県 上越公務員・情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療秘書・事務科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

新潟県 上越公務員・情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報総合ビジネス科 平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成30年2月28日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

新潟県 上越公務員・情報ビジネス専門学校
文化・教養専門課程　ブライダル・観光・サービス
科

平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

新潟県 上越公務員・情報ビジネス専門学校 文化・教養専門課程　こども保育幼稚園科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

新潟県 上越情報ビジネス専門学校 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

新潟県 上越情報ビジネス専門学校 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

新潟県 上越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

新潟県 上越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 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

新潟県 上越情報ビジネス専門学校 工業専門課程住環境デザイン科 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

新潟県 上越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
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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
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変更、廃止、不適合
告示年月日

新潟県 上越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

新潟県 上越情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程デジタルビジネス科 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

新潟県 上越情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報総合ビジネス科 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
上越公務員・情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報総合ビジネス科 平成27年3月31日 平成30年2月28日

新潟県 上越情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程福祉総合ビジネス科 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

新潟県 上越情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システムデザイン科 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

新潟県 上越情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療・福祉情報ビジネス科 平成19年2月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
上越情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

新潟県 上越情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程生活情報ビジネス科 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

新潟県 上越情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネスエキスパート科 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

新潟県 上越情報ビジネス専門学校 工業専門課程ＩＴエンジニア科 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

新潟県 上越情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジュアルクリエイター科 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

新潟県 上越情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報デザイン科 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

新潟県 上越情報ビジネス専門学校 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
上越公務員・情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療ビジネス科 平成27年3月31日 平成30年2月28日

新潟県 上越服装専門学校 専門課程服装科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

新潟県 上越保健医療福祉専門学校 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

新潟県 白根技芸専門学校 専門課程服装科（昼間部） 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

新潟県 新堀芸術学院 専門課程本科 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

新潟県 製菓専門学校パティシエールえぷろん 製菓専門課程製菓学科２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
にいがた製菓・調理師専門学校えぷろん 製菓専門課程製菓技術科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

新潟県 全日本ウィンタースポーツ専門学校 文化・教養専門課程スキー専攻科（２年制） 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

新潟県 全日本ウィンタースポーツ専門学校 文化・教養専門課程スノーボード専攻科（２年制） 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

新潟県 全日本ウインタースポーツ専門学校 文化・教養専門課程スキーリゾートビジネス科 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

新潟県 全日本ウインタースポーツ専門学校 文化・教養専門課程スノーボードビジネス科 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
全日本ウインタースポーツ専門学校

文化・教養専門課程ウィンタースポーツビジ
ネス科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

新潟県 全日本ウインタースポーツ専門学校 文化・教養専門課程スキー専攻科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

新潟県 全日本ウインタースポーツ専門学校 文化・教養専門課程スノーボード専攻科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

新潟県 全日本ウインタースポーツ専門学校
文化・教養専門課程スタイリッシュスポーツコー
ディネート科

平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

新潟県 全日本ウインタースポーツ専門学校 文化・教養専門課程ウィンタースポーツビジネス科 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
全日本ウインタースポーツ専門学校

文化・教養専門課程ウィンタースポーツ総
合科

平成15年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 全日本ウインタースポーツ専門学校 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

新潟県 全日本ウインタースポーツ専門学校 文化・教養専門課程ウィンタースポーツ総合科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
全日本ウインタースポーツ専門学校

文化・教養専門課程ウィンタースポーツビジ
ネス科

平成16年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 全日本ウインタースポーツ専門学校 文化・教養専門課程ウィンタースポーツビジネス科 平成16年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日
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新潟県 全日本ウインタースポーツ専門学校 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

新潟県 全日本ウインタースポーツ専門学校 文化・教養専門課程スキー専攻科（２.５年制） 平成19年2月1日 ～ 平成28年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

新潟県 全日本ウインタースポーツ専門学校
文化・教養専門課程スノーボード専攻科（２.５年
制）

平成19年2月1日 ～ 平成28年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

新潟県 全日本ウインタースポーツ専門学校 文化・教養専門課程スノーボードビジネス科 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

新潟県 全日本ウインタースポーツ専門学校
文化・教養専門課程プロフェッショナル養成科（２.
５年制）

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

新潟県 専門学校新潟国際自動車大学校 工業専門課程１級自動車整備士科 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

新潟県 専門学校新潟国際自動車大学校 工業専門課程２級自動車整備士科 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

新潟県 専門学校新潟国際自動車大学校 工業専門課程自動車整備科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

新潟県 専門学校新潟国際自動車大学校 工業専門課程自動車デザイン科 平成19年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校新潟国際自動車大学校 工業専門課程カーデザイン科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

新潟県 専門学校新潟国際自動車大学校 工業専門課程車体工学科 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

新潟県 専門学校新潟国際自動車大学校 工業専門課程モータースポーツ科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

新潟県 専門学校新潟国際自動車大学校 工業専門課程車体整備科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

新潟県 専門学校新潟国際自動車大学校 工業専門課程２級整備士専攻科 平成22年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

新潟県 専門学校新潟国際自動車大学校 工業専門課程モータースポーツ２級専攻科 平成22年11月29日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
専門学校新潟国際自動車大学校

工業専門課程モータースポーツ２級整備士
科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

新潟県 専門学校新潟国際自動車大学校 工業専門課程カーデザイン科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

新潟県 専門学校新潟国際自動車大学校 工業専門課程モータースポーツ２級整備士科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

新潟県 専門学校新潟国際自動車大学校 工業専門課程カーデザイン専攻科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

新潟県 伝統文化と環境福祉の専門学校 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21年2月27日

新潟県 伝統文化と環境福祉の専門学校 工業専門課程環境マネジメント学科 平成21年2月27日 ～ 平成26年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

新潟県 伝統文化と環境福祉の専門学校 工業専門課程伝統建築学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

新潟県 伝統文化と環境福祉の専門学校 文化・教養専門課程伝統文化学科 平成21年2月27日 ～ 平成26年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

新潟県 伝統文化と環境福祉の専門学校 工業専門課程自然環境保全学科 平成25年1月29日 ～ 平成30年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

新潟県 伝統文化と環境福祉の専門学校 文化・教養専門課程陶芸デザイン学科 平成26年1月28日 ～ 平成30年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

新潟県 伝統文化と環境福祉の専門学校 文化・教養専門課程陶芸デザイン学科（３年制） 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

新潟県 十日町服飾専門学校 専門課程きもの科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

新潟県 十日町服飾専門学校 専門課程きもの科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

新潟県 十日町服飾専門学校 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

新潟県 十日町服飾専門学校 専門課程ファッションデザイン科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日
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新潟県
独立行政法人国立病院機構新潟病院附属
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

新潟県 長岡医療福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程医療福祉科 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
長岡こども福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程医療福祉科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

新潟県 長岡医療福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程総合福祉科 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21年2月27日

新潟県 長岡医療福祉カレッジ 商業実務専門課程医療秘書科 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
長岡こども福祉カレッジ 商業実務専門課程医療秘書科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

新潟県 長岡医療福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程社会福祉科 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
長岡こども福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程社会福祉科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

新潟県 長岡医療福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 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
長岡こども福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

新潟県 長岡介護福祉専門学校あゆみ 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

新潟県 長岡看護福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉科 平成7年4月1日 ～ 平成7年11月30日

新潟県 長岡看護福祉専門学校 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

新潟県 長岡公務員・情報ビジネス専門学校 工業専門課程ＣＧ・Ｗｅｂ技術科 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
長岡公務員・情報ビジネス専門学校

工業専門課程デジタルメディアクリエイター
科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

新潟県 長岡公務員・情報ビジネス専門学校 工業専門課程ＩＴエンジニア科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

新潟県 長岡公務員・情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム科 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
長岡公務員・情報ビジネス専門学校 工業専門課程プログラムクリエイター科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

新潟県 長岡公務員・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25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

新潟県 長岡公務員・情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程オフィス事務科 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

新潟県 長岡公務員・情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理ビジネス科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

新潟県 長岡公務員・情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程販売・サービス科 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

新潟県 長岡公務員・情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス公務員科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

新潟県 長岡公務員・情報ビジネス専門学校 工業専門課程デジタルメディアクリエイター科 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
長岡公務員・情報ビジネス専門学校 工業専門課程ＣＧ・Ｗｅｂ技術科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

新潟県 長岡公務員・情報ビジネス専門学校 工業専門課程プログラムクリエイター科 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
長岡公務員・情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

新潟県 長岡公務員・情報ビジネス専門学校 工業専門課程ＣＧ・Ｗｅｂ技術科 平成28年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成29年2月28日
名称変

更
長岡公務員・情報ビジネス専門学校 工業専門課程　ＣＧ・Ｗｅｂデザイン科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

新潟県 長岡公務員・情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

新潟県 長岡公務員・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29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

新潟県 長岡公務員・情報ビジネス専門学校 工業専門課程　ＣＧ・Ｗｅｂデザイン科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

新潟県 長岡こども・医療・介護専門学校 商業実務専門課程　薬局・調剤事務科 平成30年4月1日 ～ 平成30年1月25日

新潟県 長岡こども・医療・介護専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

新潟県 長岡こども・医療・介護専門学校 教育・社会福祉専門課程こども医療保育科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

新潟県 長岡こども・医療・介護専門学校 教育・社会福祉専門課程こども保育幼稚園科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

新潟県 長岡こども・医療・介護専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日
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新潟県 長岡こども・医療・介護専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

新潟県 長岡こども・医療・介護専門学校 商業実務専門課程調剤・薬局スペシャリスト科 平成29年2月28日 ～ 平成30年3月31日 平成29年2月28日
名称変

更
長岡こども・医療・介護専門学校 商業実務専門課程　薬局・調剤事務科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

新潟県 長岡こども福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程医療福祉科 平成24年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

新潟県 長岡こども福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

新潟県 長岡こども福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程こども福祉保育科 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

新潟県 長岡こども福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程社会福祉科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

新潟県 長岡こども福祉カレッジ 商業実務専門課程医療秘書科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

新潟県 長岡こども福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程こども保育科（2年制） 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

新潟県 長岡こども福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程こども保育科（3年制） 平成27年2月19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

新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 工業専門課程情報システム科 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
長岡コンピュータ・カレッジ 工業専門課程システムプログラマ科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 商業実務専門課程情報経理科 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

新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 工業専門課程情報工学科 平成7年11月30日 ～ 平成19年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
長岡コンピュータ・カレッジ 工業専門課程ネットワークセキュリティ科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 商業実務専門課程ＯＡビジネス科 平成7年11月30日 ～ 平成13年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
長岡コンピュータ・カレッジ 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
長岡コンピュータ・カレッジ 教育・社会福祉専門課程医療ビジネス科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 商業実務専門課程経理ビジネス科 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

新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 商業実務専門課程ビジネス公務員科 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

新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 教育・社会福祉専門課程医療ビジネス科 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
長岡コンピュータ・カレッジ 教育・社会福祉専門課程医療福祉科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 工業専門課程建築ＣＡＤ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

新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 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

新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 教育・社会福祉専門課程福祉ビジネス科 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
長岡コンピュータ・カレッジ 教育・社会福祉専門課程福祉科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 工業専門課程マルチメディア科 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
長岡コンピュータ・カレッジ 工業専門課程Webビジュアル科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 商業実務専門課程医療秘書科 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

新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 教育・社会福祉専門課程医療福祉科 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

新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 教育・社会福祉専門課程福祉科 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
長岡コンピュータ・カレッジ

教育・社会福祉専門課程ホームヘルパー
科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 教育・社会福祉専門課程総合福祉科 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

新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 教育・社会福祉専門課程ホームヘルパー科 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

新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 商業実務専門課程情報ビジネス科 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
長岡コンピュータ・カレッジ 商業実務専門課程ＩＴビジネス科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 商業実務専門課程ＩＴビジネス科 平成15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
長岡コンピュータ・カレッジ 商業実務専門課程オフィスビジネス科 平成20年4月1日 平成21年2月27日
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新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 商業実務専門課程ビジネスライセンス科 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
長岡コンピュータ・カレッジ 商業実務専門課程ショップビジネス科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 工業専門課程デジタルデザイン科 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
日本ビジネス公務員専門学校 工業専門課程デジタルデザイン科(３年制) 平成22年4月1日 平成22年11月29日

新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 工業専門課程ネットワークセキュリティ科 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
日本ビジネス公務員専門学校 工業専門課程ネットワークセキュリティ科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 工業専門課程Webビジュアル科 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
日本ビジネス公務員専門学校 工業専門課程Ｗｅｂビジュアル科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 工業専門課程システムプログラマ科 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
日本ビジネス公務員専門学校 工業専門課程システムプログラマ科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 商業実務専門課程オフィスビジネス科 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
日本ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程オフィス総合ビジネス科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

新潟県 長岡コンピュータ・カレッジ 商業実務専門課程ショップビジネス科 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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程ＯＡ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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程短期大学併修科 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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＯＡ秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
長岡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 平成8年4月1日 平成8年12月4日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
長岡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15年4月1日 平成16年2月17日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム工学科 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
長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報工学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス科 平成7年11月30日 ～ 平成15年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営・企画ビジネス学科 平成15年3月31日 平成16年2月17日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際観光科 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
長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程トラベル観光科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＯＡビジネス科 平成8年12月4日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
長岡情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程クリエイティブビジネス
学科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 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
長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理ビジネス学科 平成15年3月31日 平成16年2月17日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス公務員科 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
長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス公務員学科 平成15年3月31日 平成16年2月17日

新潟県 長岡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 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

新潟県 長岡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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程デジタルクリエイティブ科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程建築工学科 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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程トラベル観光科 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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチビジネス科 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
長岡情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程総合ネットワークビジネ
ス学科

平成15年3月31日 平成16年2月17日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報工学科 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

新潟県 長岡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12年2月8日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報ビジネス学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程マルチメディア科（３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
名称変

更
長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報通信システム学科 平成14年4月1日 平成17年3月9日
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新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程デジタルクリエイティブ科 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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程マルチメディアビジネス科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
長岡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15年4月1日 平成16年2月17日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム学科 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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報ビジネス学科 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22年11月29日

新潟県 長岡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
長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程ＣＧ・コミュニケーション学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 長岡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
長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス学科 平成15年3月31日 平成17年3月9日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程クリエイティブビジネス学科 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
長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ショップビジネス学科 平成15年3月31日 平成17年3月9日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営・企画ビジネス学科 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
長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営・販売ビジネス学科 平成15年3月31日 平成17年3月9日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理ビジネス学科 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
長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理ビジネス学科 平成15年3月31日 平成17年3月9日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ネットワークビジネス学科 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
長岡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 平成15年3月31日 平成17年3月9日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程トータルビジネス・ＩＴ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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス公務員学科 平成15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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校
工業専門課程マルチメディア総合ネットワーク学
科

平成17年3月3日 ～ 平成15年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程　マルチメディア総合学科 平成15年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程オフィスビジネス学科 平成17年3月3日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程福祉ビジネス学科 平成17年3月3日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程ＣＧ・コミュニケーション学科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報通信システム学科 平成14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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス学科 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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営・販売ビジネス学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス学科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理ビジネス学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理ビジネス学科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ショップビジネス学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程販売・サービス学科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 長岡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 平成15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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程総合福祉学科 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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程マルチメディア総合学科 平成15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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス学科 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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理ビジネス学科 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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程販売・サービス学科 平成16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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉医療学科 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

19 / 42 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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程デジタル・ＣＧデザイン学科 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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程工業・環境ビジネス学科 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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程ブライダル・ホテルビジネス学
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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ホテル・トラベル学科 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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程こども医療保育学科 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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程ＣＧ・ＷＥＢ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 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程ＣＧ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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報ネットワーク学科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程オフィス事務学科 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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程公務員・ビジネス学科 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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程販売サービス学科 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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程こども医療保育科 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30年2月28日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程ＣＧ・ＣＡＤ技術科 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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程ソフトウェア開発科 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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療事務科 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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 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30年2月28日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程オフィス事務科 平成21年2月27日 ～ 平成25年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
長岡公務員・情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程オフィス事務科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理会計科 平成21年2月27日 ～ 平成25年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
長岡公務員・情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理ビジネス科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程公務員・ビジネス科 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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程販売・サービス科 平成21年2月27日 ～ 平成25年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
長岡公務員・情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程販売・サービス科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程ＣＧ・Web技術科 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
長岡公務員・情報ビジネス専門学校 工業専門課程ＣＧ・Ｗｅｂ技術科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程ＩＴエンジニア科 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
長岡公務員・情報ビジネス専門学校 工業専門課程ＩＴエンジニア科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム科 平成22年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
長岡公務員・情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

新潟県 長岡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2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
長岡公務員・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25年4月1日 平成26年1月28日

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 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

新潟県 長岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス公務員科 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
長岡公務員・情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス公務員科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

新潟県 長岡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

20 / 42 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

新潟県 長岡スクールオブビジネス 商業実務専門課程ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

新潟県 長岡赤十字看護専門学校 専門課程看護科 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
長岡赤十字看護専門学校 専門課程看護学科・３年課程 平成11年4月1日 平成12年2月8日

新潟県 長岡赤十字看護専門学校 専門課程看護学科・３年課程 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

新潟県 長岡美容専門学校 衛生専門課程美容師科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

新潟県 長岡福祉専門学院 福祉専門課程介護福祉科 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
長岡看護福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

新潟県 長岡服装専門学校 家政専門課程ファッション産業科 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
長岡服装専門学校 服飾・家政専門課程ファッション情報科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

新潟県 長岡服装専門学校 服飾・家政専門課程ファッション情報科 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

新潟県 新潟柔整専門学校 医療専門課程第二柔道整復師学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

新潟県 新潟柔整専門学校 医療専門課程第一柔道整復師学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

新潟県 新潟医療技術専門学校 医療専門課程視能訓練士科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

新潟県 新潟医療技術専門学校 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

新潟県 新潟医療技術専門学校 医療専門課程救急救命士科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

新潟県 新潟医療技術専門学校 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

新潟県 新潟医療テクノロジー専門学校 医療専門課程医療管理学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
新潟医療テクノロジー専門学校 医療専門課程医療情報管理学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 新潟医療テクノロジー専門学校 医療専門課程医療福祉工学科 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
国際メディカル専門学校 医療専門課程医療福祉工学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 新潟医療テクノロジー専門学校 医療専門課程臨床工学技士科 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
国際メディカル専門学校 医療専門課程臨床工学技士科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 新潟医療テクノロジー専門学校 医療専門課程医療情報管理学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
国際メディカル専門学校 医療専門課程医療情報管理学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 新潟医療福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程医療福祉科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

新潟県 新潟医療福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程総合福祉科 平成15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

新潟県 新潟医療福祉カレッジ 工業専門課程マルチメディア科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

新潟県 新潟医療福祉カレッジ 商業実務専門課程医療秘書科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

新潟県 新潟医療福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程社会福祉科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

新潟県 新潟医療福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程福祉心理科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

新潟県 新潟医療福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

新潟県 新潟英語専門学校 専門課程英会話研究科 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

新潟県 新潟英語専門学校 専門課程教育英語学科 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

新潟県 新潟英語専門学校 専門課程国際文化学科 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

新潟県 新潟英語専門学校 専門課程総合英語学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日
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新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス学科 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
新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療情報ビジネス学科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程会計ビジネス学科 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理ビジネス学科 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理学科 平成9年11月17日 ～ 平成25年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程税理士学科 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチビジネス学科 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
新潟会計ビジネス専門学校

商業実務専門課程サービスプロデュース学
科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程福祉ビジネス学科 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
新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合福祉ビジネス学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際・環境ビジネス学科 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程税理士・会計士学科 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 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
新潟会計ビジネス専門学校

商業実務専門課程ビジュアル・クリエイティ
ブ学科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営情報学科 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程ライフマーケット学科 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
新潟会計ビジネス専門学校

商業実務専門課程サービス・ライフマーケッ
ト学科

平成15年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程サービスプロデュース学科 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報コミュニケーション学科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
新潟会計ビジネス専門学校

商業実務専門課程デジタル情報コミュニ
ケーション学科

平成16年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程心理コミュニケーション学科 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
新潟会計ビジネス専門学校

商業実務専門課程小児医療心理ビジネス
学科

平成17年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程税理士学科（２年） 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジュアル・クリエイティブ学科 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
新潟会計ビジネス専門学校

商業実務専門課程Webビジネスクリエイティ
ブ学科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校
商業実務専門課程Webビジネスクリエイティブ学
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
新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報メディア学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療福祉アシスタント学科 平成16年2月17日 ～ 平成15年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
新潟会計ビジネス専門学校

商業実務専門課程医療・福祉・歯科アシス
タント学科

平成15年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合福祉ビジネス学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
新潟会計ビジネス専門学校

商業実務専門課程福祉・歯科アシスタント
学科

平成16年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報税理士・会計士学科 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合経営学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
新潟会計ビジネス専門学校

商業実務専門課程総合経営マーケティング
学科

平成17年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程チャイルドビジネス学科 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校
商業実務専門課程医療・福祉・歯科アシスタント
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 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程サービス・ライフマーケット学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
新潟会計ビジネス専門学校

商業実務専門課程ライフプランニング総合
学科

平成16年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報メディア学科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校
商業実務専門課程イベント・コンベンションビジネ
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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療情報ビジネス学科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日
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新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程サービス・ホスピタリティー学科 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程小児医療心理ビジネス学科 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合経営マーケティング学科 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校
商業実務専門課程デジタル情報コミュニケーショ
ン学科

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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程福祉・歯科アシスタント学科 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程ライフプランニング総合学科 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程イベントビジネス学科 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス学科 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス学科 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程サービスビジネス学科 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程歯科ビジネス学科 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報コミュニケーション学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報システム学科 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報税理士学科 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程税理士学科（３年制） 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程販売サービス学科 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程秘書ビジネス学科 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程福祉・介護ビジネス学科 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程福祉環境ビジネス学科 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＩＴビジネス学科 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程歯科・福祉環境ビジネス学科 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 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

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理ビジネス学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程公認会計士学科（２年制） 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程公認会計士学科（３年制） 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程オフィスビジネス学科 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
新潟会計ビジネス専門学校

商業実務専門課程　事務・ビジネス総合学
科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 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
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新潟県 新潟会計ビジネス専門学校 商業実務専門課程　事務・ビジネス総合学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

新潟県 新潟看護医療専門学校 医療専門課程看護学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

新潟県 新潟看護医療専門学校 医療専門課程東洋医療学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

新潟県 新潟看護医療専門学校村上校 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

新潟県 新潟県厚生連佐渡看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

新潟県 新潟県厚生連中央看護専門学校 医療専門課程看護第一学科 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
新潟県厚生連中央看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成11年3月31日 平成30年2月28日

新潟県 新潟県厚生連中央看護専門学校 医療専門課程看護第二学科 平成7年11月30日 ～ 平成12年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

新潟県 新潟県厚生連中央看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成11年4月1日 ～ 平成30年2月28日

新潟県 新潟県農業大学校 農学部学科稲作経営科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

新潟県 新潟県農業大学校 農学部学科園芸経営科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

新潟県 新潟県農業大学校 農学部学科畜産経営科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

新潟県 新潟県農業大学校 農学部研究科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

新潟県 新潟県立加茂病院附属看護専門学校 専門課程看護科 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

新潟県 新潟県立新発田病院附属看護専門学校 専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

新潟県 新潟県立中央病院附属看護専門学校 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 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

新潟県 新潟県立吉田病院附属看護専門学校 専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程建築土木工学科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
新潟工科専門学校 工業専門課程建築設備工学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

新潟県 新潟工科専門学校 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程バイオテクノロジー科 平成7年11月30日 ～ 平成17年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程電気電子工学科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程環境科学工学科 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程建築設備工学科 平成9年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
新潟工科専門学校 工業専門課程建築工学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程土木開発工学科 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
新潟工科専門学校 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程機械設計工学科 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
新潟工科専門学校 工業専門課程機械システム設計科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程建築工学科 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程車体整備工学科 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
新潟工科専門学校 工業専門課程車体工学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程設備設計工学科 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
新潟工科専門学校 工業専門課程建築設備設計科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

新潟県 新潟工科専門学校 医療専門課程臨床工学技士科 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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新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程インテリア工学科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
新潟工科専門学校 工業専門課程インテリアプラニング科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程環境造園工学科 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
新潟工科専門学校 工業専門課程環境造園設計科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

新潟県 新潟工科専門学校 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
新潟工科専門学校 工業専門課程モータースポーツ科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程情報ＣＡＤ工学科 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
新潟工科専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ設計科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程総合建築工学科 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程総合土木工学科 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程測量設計工学科 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程ネットワーク工学科 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程バイオ生産工学科 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程建築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 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程建築設計科 平成13年3月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程建築設備設計科 平成12年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程測量工学科 平成13年3月1日 ～ 平成19年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

新潟県 新潟工科専門学校 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程福祉工学科 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

新潟県 新潟工科専門学校 医療専門課程医療情報システム科 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程インテリアプラニング科 平成13年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
新潟工科専門学校

工業専門課程インテリアプランニング
学科

平成12年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程車体工学科 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程測量土木設計科 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程モータースポーツ科 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程環境造園設計科 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程機械システム設計科 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程ゲームテクノロジー科 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程福祉住環境デザイン科 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程インテリアプランニング学科 平成12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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程フードテクノロジー科 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程福祉工学科 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

新潟県 新潟工科専門学校 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
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新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程化粧品工学科 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程醸造学科 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程醸造工学科 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程食品工学科 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程食品バイオ工学科 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程食品分析化学科 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程生活工芸デザイン科 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程都市環境建設科 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
新潟工科専門学校 工業専門課程環境測量科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程バイオテクノロジー科 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程バイオテクノロジー科（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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程ものつくり工学科 平成19年2月1日 ～ 平成27年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
新潟工科専門学校 工業専門課程ものつくり創造工学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程設備設計科 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程醸造工学科 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程食品工学科 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程建築学科 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

新潟県 新潟工科専門学校 農業専門課程園芸デザイン科 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

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程インテリアデザイン科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程クリエイティブ発明科 平成23年12月22日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程建築士専攻Ⅱ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 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程建築大工・設備科 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
新潟工科専門学校 工業専門課程建築大工科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程建築デザイン科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程エコサイエンス科 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
新潟工科専門学校 工業専門課程環境エネルギー工学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程環境測量科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程建築士学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程建築大工科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程環境エネルギー工学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
新潟工科専門学校 工業専門課程電気・エネルギー工学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程建築設備科 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
新潟工科専門学校 工業専門課程　建築設備システム科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程電気・エネルギー工学科 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
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新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程ものつくり創造工学科 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
新潟工科専門学校 工業専門課　ものづくり工学科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程　ものづくり工学科 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
新潟工科専門学校 工業専門課程　ものづくりデザイン科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程　建築設備システム科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

新潟県 新潟工科専門学校 工業専門課程　ものづくりデザイン科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

新潟県 新潟高度情報処理技術学院 工業専門課程情報処理技術科 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
新潟高度情報処理技術学院 工業専門課程情報コミュニケーション科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

新潟県 新潟高度情報処理技術学院 工業専門課程情報処理専門科 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

新潟県 新潟高度情報処理技術学院 工業専門課程アドミニストレータ科 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

新潟県 新潟高度情報処理技術学院 工業専門課程情報コミュニケーション科 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

新潟県 新潟高度情報処理技術学院 工業専門課程情報工学科 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

新潟県 新潟高度情報処理技術学院 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

新潟県 新潟高度情報処理技術学院 工業専門課程情報システム科 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
新潟高度情報専門学校 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

新潟県 新潟高度情報処理技術学院 工業専門課程高度情報処理科 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
新潟高度情報専門学校 工業専門課程高度情報処理科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

新潟県 新潟高度情報処理技術学院 工業専門課程デジタルクリエーティブ科 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

新潟県 新潟高度情報処理技術学院 工業専門課程デジタルビジネス科 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

新潟県 新潟高度情報処理技術学院 工業専門課程ＣＧクリエイティブ科 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

新潟県 新潟高度情報処理技術学院 工業専門課程ゲームクリエイティブ科 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

新潟県 新潟高度情報処理技術学院 工業専門課程デジタルクリエイター科 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

新潟県 新潟高度情報処理技術学院 工業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

新潟県 新潟高度情報処理技術学院 工業専門課程情報ビジネス科 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
新潟高度情報専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

新潟県 新潟高度情報処理技術学院 工業専門課程ゲーム開発技術科 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
新潟高度情報専門学校 工業専門課程ゲーム開発技術科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

新潟県 新潟高度情報処理技術学院 工業専門課程ゲーム開発専門科 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
新潟高度情報専門学校 工業専門課程ゲーム開発専門科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

新潟県 新潟高度情報処理技術学院 工業専門課程ゲームクリエイター科 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

新潟県 新潟高度情報処理技術学院 工業専門課程ネットワークセキュリティ科 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

新潟県 新潟高度情報処理技術学院駅前校 工業専門課程情報処理技術科 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

新潟県 新潟高度情報処理技術学院駅前校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
ビジネスコミュニケーション専門学校 商業実務専門課程ビジネスキャリア科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

新潟県 新潟高度情報専門学校 工業専門課程ゲーム開発技術科 平成22年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
新潟高度情報専門学校 工業専門課程　ＣＧ・ゲーム開発科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

新潟県 新潟高度情報専門学校 工業専門課程ゲーム開発専門科 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
新潟高度情報専門学校 工業専門課程　ＣＧ・ゲームクリエイター科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

新潟県 新潟高度情報専門学校 工業専門課程高度情報処理科 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
新潟高度情報専門学校 工業専門課程高度情報システム科 平成23年4月1日 平成26年1月28日
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位 置 専　修　学　校　名 課　程　名
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変更、廃止、不適合
告示年月日

新潟県 新潟高度情報専門学校 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

新潟県 新潟高度情報専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

新潟県 新潟高度情報専門学校 工業専門課程高度情報システム科 平成23年4月1日 ～ 平成26年1月28日

新潟県 新潟高度情報専門学校 工業専門課程　デジタルデザイン科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

新潟県 新潟高度情報専門学校 工業専門課程　ＣＧ・ゲーム開発科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

新潟県 新潟高度情報専門学校 工業専門課程　ＣＧ・ゲームクリエイター科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

新潟県 新潟公務員法律専門学校 文化教養専門課程公務員学科 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

新潟県 新潟公務員法律専門学校 文化教養専門課程宅建ビジネス学科 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

新潟県 新潟公務員法律専門学校 文化教養専門課程法律実務学科 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

新潟県 新潟公務員法律専門学校 商業実務専門課程法律ビジネス学科 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

新潟県 新潟公務員法律専門学校 文化教養専門課程大学併修法律学科 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

新潟県 新潟公務員法律専門学校 文化教養専門課程警察・消防学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

新潟県 新潟公務員法律専門学校 商業実務専門課程法律公務員学科 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30年2月28日

新潟県 新潟公務員法律専門学校 文化教養専門課程公務員ビジネス学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

新潟県 新潟公務員法律専門学校 商業実務専門課程キャリアビジネス学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

新潟県 新潟公務員法律専門学校 文化教養専門課程上級行政学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

新潟県 新潟こども医療専門学校 教育・社会福祉専門課程こども発達学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

新潟県 新潟こども医療専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 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
新潟こども医療専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

新潟県 新潟こども医療専門学校 教育・社会福祉専門課程幼児教育科 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

新潟県 新潟こども医療専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

新潟県 新潟こども医療専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科 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
新潟こども医療専門学校 商業実務専門課程医療事務総合学科 平成27年4月1日 平成29年2月28日

新潟県 新潟こども医療専門学校 商業実務専門課程販売ビジネス科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

新潟県 新潟こども医療専門学校 商業実務専門課程医療事務総合学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

新潟県 新潟こども医療専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 専門課程ＯＡコミュニケーション科 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
新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 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14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程コンピュータビジネス科 平成14年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 専門課程情報システム工学科 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
新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程情報システムエンジニア科 平成14年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 専門課程情報処理本科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程情報システム科 平成8年4月1日 平成8年12月4日
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新潟県 新潟コンピュータ専門学校 専門課程短期大学併修科 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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 専門課程メカトロニクス工学科 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
新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程コンピュータエンジニア科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程情報通信ネットワーク科 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
新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程通信ネットワーク科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成7年11月30日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ゲームソフト科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ＣＡＤ・ＣＡＭ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
新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ＣＡＤシステム科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ＯＡセクレタリー科 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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ゲームソフト科 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
新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ゲームプログラマ科 平成14年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程情報システム科 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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程メカトロエンジニア科 平成8年12月4日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ロボットエンジニア科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程アミューズメントビジネス科 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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 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
新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程トータルオフィス科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程総合マルチメディア科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程情報マスメディア科 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
新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程広報マスメディア科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程通信ネットワーク科 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
新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程通信システム科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ＣＡＤシステム科 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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ＣＧシステム科 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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程広報マスメディア科 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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程大学併修科 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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ロボットエンジニア科 平成11年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ゲームシステム科 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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程コンピュータエンジニア科 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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程通信システム科 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
新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程通信コミュニケーション科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程トータルオフィス科 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
新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 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
新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ＣＧデザイン科 平成14年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程総合マルチメディア科 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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程通信コミュニケーション科 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程インターネットシステム科（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 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程インターネットシステム科（３年制） 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
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新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ＣＧデザイン科 平成14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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程オフィシャルトレーナー科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ヒューマン・ＩＴビジネス科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ゲームプログラマ科 平成14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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程コンピュータビジネス科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程オフィシャルトレーナー科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程情報システムエンジニア科 平成14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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程医療福祉システム科 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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程デジタルエンタテイメント科 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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程デジタル製品開発科（３年制） 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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ヒューマン・ＩＴビジネス科 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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ＣＧクリエーター科 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
新潟コンピュータ専門学校

工業専門課程ＣＧ・Ｗｅｂクリエーター科（３
年制）

平成28年4月1日 平成29年2月28日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ＩＴ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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程医療福祉クリエーター科 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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程おもちゃアミューズメント科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程グラフィッククリエーター科 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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ケータイコンテンツクリエーター科 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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ゲームクリエーター科 平成19年2月1日 ～ 平成27年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
新潟コンピュータ専門学校

工業専門課程ゲームクリエーター科（３年
制）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程サウンドクリエーター科 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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程システムクリエーター科 平成19年2月1日 ～ 平成31年4月1日 平成19年2月22日
名称変

更
新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程　情報システム科（３年制） 平成31年4月1日 令和2年2月29日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ネットワーククリエーター科 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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ビジネスクリエーター科 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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程プログラムクリエーター科 平成19年2月1日 ～ 平成27年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
新潟コンピュータ専門学校

工業専門課程ゲームクリエーター科（２年
制）
工業専門課程システムクリエーター科（２年
制）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程情報ビジネスクリエーター科 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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程インターネットクリエーター科 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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校
工業専門課程インターネットクリエーター科（３年
制）

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

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程情報メディアクリエーター科 平成22年2月26日 ～ 平成27年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ＣＧ・Ｗｅｂクリエーター科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ＣＧ・Ｗｅｂクリエーター科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日
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新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ゲームクリエーター科（２年制） 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ゲームクリエーター科（３年制） 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程システムクリエーター科（２年制） 平成27年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程　情報システム科（２年制） 平成30年4月1日 平成31年1月25日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程ＣＧ・Ｗｅｂクリエーター科（３年制） 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程　情報システム科（２年制） 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程　ＡＩシステム科（２年制） 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程　ＡＩシステム科（３年制） 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

新潟県 新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程　情報システム科（３年制） 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

新潟県 新潟商経専門学校 専門課程経営経理科 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

新潟県 新潟情報専門学校 工業専門課程情報システム科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

新潟県 新潟情報専門学校 工業専門課程情報システム研究科 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
新潟情報専門学校 工業専門課程大学併修科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

新潟県 新潟情報専門学校 工業専門課程情報システム専門科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

新潟県 新潟情報専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成14年2月27日 ～ 平成31年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

新潟県 新潟情報専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

新潟県 新潟情報専門学校 工業専門課程マルチメディア専門科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

新潟県 新潟情報専門学校 工業専門課程大学併修科 平成15年4月1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8日 平成17年12月9日

新潟県 新潟情報専門学校 工業専門課程医療情報学科 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

新潟県 新潟情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネスキャリア科 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

新潟県 新潟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

新潟県 新潟情報ビジネス専門学校 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

新潟県 新潟情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ライフプランニング科 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

新潟県 新潟情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム科 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

新潟県 新潟情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成12年2月8日 ～ 平成22年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
新潟こども医療専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

新潟県 新潟情報ビジネス専門学校 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

新潟県 新潟情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程福祉公務員科 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

新潟県 新潟情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報処理専門科 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

新潟県 新潟情報ビジネス専門学校 工業専門課程デジタルクリエイティブ科 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

新潟県 新潟情報ビジネス専門学校 工業専門課程マルチメディア科 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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新潟県 新潟情報ビジネス専門学校 工業専門課程ゲームクリエイティブ科 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

新潟県 新潟情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム専門科 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

新潟県 新潟情報ビジネス専門学校 工業専門課程デジタルデザイン科 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

新潟県 新潟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

新潟県 新潟情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程公務員ビジネス科 平成16年2月17日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

新潟県 新潟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
新潟こども医療専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

新潟県 新潟情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程販売ビジネス科 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
新潟こども医療専門学校 商業実務専門課程販売ビジネス科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

新潟県 新潟情報ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程情報幼児教育科 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

新潟県 新潟情報ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 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
新潟こども医療専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

新潟県 新潟情報ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程幼児教育科 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
新潟こども医療専門学校 教育・社会福祉専門課程幼児教育科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

新潟県 新潟情報福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程福祉科 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
新潟情報福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程総合福祉科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 新潟情報福祉カレッジ 工業専門課程情報システム科 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

新潟県 新潟情報福祉カレッジ 工業専門課程マルチメディア科 平成12年2月8日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
新潟医療福祉カレッジ 工業専門課程マルチメディア科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

新潟県 新潟情報福祉カレッジ 商業実務専門課程医療秘書科 平成12年2月8日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
新潟医療福祉カレッジ 商業実務専門課程医療秘書科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

新潟県 新潟情報福祉カレッジ 商業実務専門課程ＯＡビジネス科 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
新潟情報福祉カレッジ 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 新潟情報福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程医療福祉科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
新潟医療福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程医療福祉科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

新潟県 新潟情報福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程総合福祉科 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
新潟医療福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程総合福祉科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

新潟県 新潟情報福祉カレッジ 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

新潟県 にいがた食育・保育専門学校えぷろん 衛生専門課程製菓技術科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

新潟県 にいがた食育・保育専門学校えぷろん 衛生専門課程調理技術科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

新潟県 にいがた食育・保育専門学校えぷろん 教育・社会福祉専門課程保育科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

新潟県 新潟市立看護専門学校 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 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

新潟県 にいがた製菓・調理師専門学校えぷろん 製菓専門課程製菓技術科 平成12年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
にいがた食育・保育専門学校えぷろん 衛生専門課程製菓技術科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

新潟県 にいがた製菓・調理師専門学校えぷろん 調理専門課程調理技術科 平成14年2月27日 ～ 平成28年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
にいがた食育・保育専門学校えぷろん 衛生専門課程調理技術科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

新潟県 新潟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

新潟県 新潟中央福祉専門学校 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

新潟県 新潟調理師専門学校 衛生専門課程調理ビジネス科 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
新潟調理師専門学校

衛生専門課程　専門調理・製菓製パン・福
祉調理科

平成27年3月31日 平成30年2月28日

新潟県 新潟調理師専門学校
衛生専門課程　専門調理・製菓製パン・福祉調理
科

平成27年4月1日 ～ 平成30年2月28日
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新潟県 新潟デザイン専門学校 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程グラフィックデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程建築デザイン科 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
新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程建築設計科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程広報プランニング科 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
新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程メディアプランニング科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程国際ファインアート科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程美術造形科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程インダストリアルデザイン科 平成7年11月30日 ～ 平成15年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程プロダクトデザイン科 平成15年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程コンピュータグラフィックス科 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
新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程マルチメディア科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程ＣＡＤ設計製図科 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

新潟県 新潟デザイン専門学校
文化・教養専門課程映像・サウンドクリエイティブ
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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程環境・建築デザイン科 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
新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程環境デザイン科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程写真科 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
新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程映像科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程建築設計科 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
新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程建築デザイン科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程環境デザイン科 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程ゲームクリエーター科 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程ジュエリーデザイン科 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程生活デザイン科 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程マルチメディア科 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
新潟デザイン専門学校

文化・教養専門課程コンピュータグラフィッ
クス科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程漫画アート科 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程ガーデンプランナー科 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程スポーツデザイン科 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 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15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
新潟デザイン専門学校

文化・教養専門課程Web・デジタルクリエイ
ター科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程フラワー芸術科 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程メディアプランニング科 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
新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程マスコミ広報科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程イラストレーション科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程建築デザイン科 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

新潟県 新潟デザイン専門学校
文化・教養専門課程トータルファッションデザイン
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
名称変

更
新潟デザイン専門学校

文化・教養専門課程雑貨ファッションデザイ
ン科

平成15年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程マスコミ広報科 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程映像科 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
新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程写真科 平成15年4月1日 平成17年3月9日
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新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程コンピュータグラフィックス科 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程美術造形科 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
新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程ファインアート科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 新潟デザイン専門学校 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程Web・デジタルクリエイター科 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
新潟デザイン専門学校

文化・教養専門課程インターネットWebデザ
イン科

平成15年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程日本語科（２年コース） 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程インターネットWebデザイン科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程デジタルデザイン科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程雑貨ファッションデザイン科 平成15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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程写真科 平成15年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程写真デザイン科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程情報デザイン科 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程デジタルデザイン科 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程デジタル留学科 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程ファインアート科 平成16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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程プロダクトデザイン科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程ＣＧアニメーション科 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程ＣＧデザイン科 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程Ｗｅｂ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 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程映画・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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程映像・映画科 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程建築デザイン科 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程広告プロデュース科 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程コミックアート科 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程雑貨デザイン科 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程ジュエリーデザイン科 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程アート科 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程視覚デザイン科 平成20年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程デジタルデザイン科 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程インテリアコーディネート科 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程雑貨・ジュエリーデザイン科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日
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新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程デジタルデザイン科（３年制） 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程雑貨デザイン科 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程ジュエリーデザイン科 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

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程ファインアート科 平成23年12月22日 ～ 平成28年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程美術・工芸デザイン科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

新潟県 新潟デザイン専門学校
文化・教養専門課程キャラクターイラストデザイン
科

平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程写真デザイン科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

新潟県 新潟デザイン専門学校 文化・教養専門課程美術・工芸デザイン科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

新潟県 新潟電子計算機専門学校 工業専門課程情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
新潟情報専門学校 工業専門課程情報システム科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 新潟電子計算機専門学校 工業専門課程情報システム研究科 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
新潟情報専門学校 工業専門課程情報システム研究科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 新潟電子計算機専門学校 工業専門課程情報システム専門科 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
新潟情報専門学校 工業専門課程情報システム専門科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 新潟日建工科専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ設計科 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
新潟日建工科専門学校 工業専門課程建築設計科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

新潟県 新潟日建工科専門学校 工業専門課程インテリアデザイン科 平成22年2月26日 ～ 平成27年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
新潟日建工科専門学校 工業専門課程建築インテリアデザイン科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

新潟県 新潟日建工科専門学校 工業専門課程建築設計科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

新潟県 新潟日建工科専門学校 工業専門課程建築インテリアデザイン科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

新潟県 新潟日建工科専門学校 工業専門課程　建築ＩＴ科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

新潟県 新潟農業・バイオ専門学校 農業専門課程園芸デザイン科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

新潟県 新潟農業・バイオ専門学校 農業専門課程農業経営科（２年制） 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

新潟県 新潟農業・バイオ専門学校 農業専門課程バイオテクノロジ－科（２年制） 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

新潟県 新潟農業・バイオ専門学校 農業専門課程　先端農業技術科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
新潟ビジネス専門学校 商業実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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 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
新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程金融ビジネス学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 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
新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理本科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理ビジネス学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス秘書科 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
新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス秘書学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程法務ビジネス科 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
新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程法務ビジネス学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程会計システム科 平成7年11月30日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程会計ビジネス科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程広告ビジネス科 平成7年11月30日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程広告ビジネス学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日
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新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程税理士科 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 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
新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程フードビジネス学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成8年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程インテリアビジネス学科 平成8年12月4日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程会計ビジネス科 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程金融ビジネス学科 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
新潟ビジネス専門学校

商業実務専門課程ファイナンシャルビジネ
ス学科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス学科 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
新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営マネジメント学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理ビジネス学科 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程広告ビジネス学科 平成8年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程公務員学科 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理学科 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス秘書学科 平成8年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 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
新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程食品ビジネス学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程法務ビジネス学科 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
新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程不動産ビジネス学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療マネジメント学科 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
新潟ビジネス専門学校

商業実務専門課程医療・福祉マネジメント
学科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営経済学科 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
新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営起業学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程歯科アシスタント学科 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程農業ビジネス学科 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程販売ビジネス学科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程法律学科 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
新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程法律実務学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＯＡインストラクタ学科 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程企業法務学科 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程不動産ビジネス学科 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程法律実務学科 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療・福祉マネジメント学科 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療福祉ビジネス学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営マネジメント学科 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程食品ビジネス学科 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程フードビジネス学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日
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新潟県 新潟ビジネス専門学校 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
新潟ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程国際福祉学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療福祉ビジネス学科 平成12年4月1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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営起業学科 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス学科 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程大学併修学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程大学併修経営学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程国際福祉学科 平成13年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
新潟ビジネス専門学校

教育・社会福祉専門課程福祉・介護ビジネ
ス学科

平成15年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報デジタルビジネス学科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
新潟ビジネス専門学校

商業実務専門課程情報クリエイティブビジ
ネス学科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程大学併修経営学科 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネスネットワーク学科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ライフビジネス学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療情報秘書学科 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校
商業実務専門課程情報クリエイティブビジネス学
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 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 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
新潟ビジネス専門学校

商業実務専門課程ｏｆｆｉｃｅスペシャリスト学
科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ライフビジネス学科 平成15年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程販売ビジネス学科 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程雑貨・インテリアビジネス学科 平成17年3月3日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程歯科アシスタント学科 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉・介護ビジネス学科 平成15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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営情報システム学科 平成14年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス学科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス学科 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際ビジネス秘書学科 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉・介護学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療福祉事務学科 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程広告ビジネス学科 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程診療情報管理学科 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程デジタルメディアビジネス学科 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療情報事務学科 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
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新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書・事務学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程販売スペシャリスト学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程事業創造学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程広告ビジネス学科 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス秘書・事務学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程ネットビジネス学科 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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程歯科アシスタント学科 平成26年1月28日 ～ 平成29年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程　歯科助手学科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程調剤薬局事務学科 平成26年1月28日 ～ 平成31年4月1日 平成26年1月28日
名称変

更
新潟ビジネス専門学校

商業実務専門課程　調剤薬局・登録販売者
学科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程イベントビジネス学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程ｏｆｆｉｃｅスペシャリスト学科 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
新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程　オフィスビジネス学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程　歯科助手学科 平成29年4月1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

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程　オフィスビジネス学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

新潟県 新潟ビジネス専門学校 商業実務専門課程　調剤薬局・登録販売者学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

新潟県
新潟美容専門学校ジャパン・ビューティ・ア
カデミー

衛生専門課程美容学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校 家政専門課程ジュエリーアート科 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

新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校 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16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程ファッションデザイン科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校 家政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16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程ファッションビジネス科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程クリエイティブソーイング科 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

新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校
服飾・家政専門課程国際ファッション（短大併修）
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

新潟県 新潟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イベント科 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

新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校
服飾・家政専門課程国際ファッション（短大併修）
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

新潟県 新潟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国際流通科 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

新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程トータルビューティー科 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
国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程トータルビューティー科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程ブティックビジネス科 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
新潟ファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程ショップビジネス科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程パターンモデリスト科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程フラワービジネス科 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
新潟ファッションビジネス専門学校

服飾・家政専門課程フラワーコーディネート
科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程スタイリスト・コーディネイト科 平成12年2月8日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
新潟ファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程スタイリスト科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程ブライダルビジネス科 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
新潟ファッションビジネス専門学校

服飾・家政専門課程ブライダルコーディネー
ト科

平成13年4月1日 平成14年2月27日
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新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程メイクアップアーティスト科 平成12年2月8日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
新潟ファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程ヘアメイク科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程メンズデザイン科 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

新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程グッズビジネス科 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

新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程ショップビジネス科 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
国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程ショップビジネス科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程ブライダルコーディネート科 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

新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程フラワーコーディネート科 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
国際トータルファッション専門学校

服飾・家政専門課程フラワーコーディネート
科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 新潟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マーケット科 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
国際トータルファッション専門学校

服飾・家政専門課程ファッションマーケット
科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程スタイリスト科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程スタイリスト科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 新潟ファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程ヘアメイク科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
国際トータルファッション専門学校 服飾・家政専門課程ヘアメイク科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

新潟県 新潟福祉医療専門学校 専門課程医療秘書情報学科 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

新潟県 新潟福祉医療専門学校 専門課程社会福祉学科 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

新潟県 新潟福祉医療専門学校 専門課程福祉養護学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
新潟福祉医療専門学校

社会福祉専門課程福祉コミュニケーション
学科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

新潟県 新潟福祉医療専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成13年3月1日 ～ 平成20年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
日本福祉医療専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

新潟県 新潟福祉医療専門学校 社会福祉専門課程福祉コミュニケーション学科 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

新潟県 新潟福祉医療専門学校 教育・社会福祉専門課程児童福祉学科 平成16年2月17日 ～ 平成20年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
日本福祉医療専門学校 教育・社会福祉専門課程児童福祉学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

新潟県 新潟保健医療専門学校 医療専門課程理学療法学科 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
看護リハビリ新潟保健医療専門学校 医療専門課程　理学療法学科 平成28年3月31日 平成30年2月28日

新潟県 新潟保健医療専門学校 医療専門課程看護学科 平成21年2月27日 ～ 平成28年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
看護リハビリ新潟保健医療専門学校 医療専門課程　看護学科 平成28年3月31日 平成30年2月28日

新潟県 新潟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8日 平成17年12月9日

新潟県 新潟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8日 平成17年12月9日

新潟県 新潟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8日 平成17年12月9日

新潟県 新潟理容美容専門学校 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

新潟県 新潟理容美容専門学校 衛生専門課程理容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程アニメーター科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程ゲームクリエイター科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程ゲームサウンド科 平成15年3月31日 平成17年3月9日

新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校
文化・教養専門課程照明・サウンドクリエイティブ
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

新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程声優アクターズ科 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

新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程マンガクリエイト科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程キャラクターデザイン科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日
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新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程デジタルアニメーション科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程ＣＧアニメーション科 平成15年3月31日 平成16年2月17日

新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程デジタル映像科 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

新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程ＣＧアニメーション科 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

新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程コミックイラスト科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程ＣＧアニメ映像科 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

新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程ゲームサウンド科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程ゲームクリエイター科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程ゲームクリエイター科 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

新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程ビジュアルデザイン科 平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程デジタルイラストレーション科 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

新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程デジタルイラスト科 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

新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程デジタルマンガ科 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

新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程マンガ＆イラスト科 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

新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程日本語科（２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

新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校 文化・教養専門課程マンガ・イラストマスター科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

新潟県 日本アニメ・マンガ専門学校
文化・教養専門課程　３Ｄアニメゲームクリエイ
ター科

令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

新潟県 日本ウェルネススポーツ専門学校新潟校 文化教養専門課程セキュリティ・ボディガード科 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

新潟県 日本ウェルネススポーツ専門学校新潟校 文化教養専門課程トレーナー科 平成19年4月1日 ～ 平成21年2月27日

新潟県 日本ウェルネススポーツ専門学校新潟校 文化教養専門課程ベースボールプレーヤー科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

新潟県 日本こども福祉専門学校 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29年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

新潟県 日本こども福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程こども保育学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

新潟県 日本こども福祉専門学校 商業実務専門課程　くすり総合学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

新潟県 日本自然環境専門学校 工業専門課程環境教育科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

新潟県 日本自然環境専門学校 工業専門課程環境住宅園芸科 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

新潟県 日本自然環境専門学校 工業専門課程自然環境保全科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

新潟県 日本自然環境専門学校 商業実務専門課程ビジネス公務員科 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
日本自然環境専門学校 商業実務専門課程環境福祉公務員科 平成15年3月31日 平成17年3月9日

新潟県 日本自然環境専門学校 商業実務専門課程環境福祉公務員科 平成15年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
日本自然環境専門学校 商業実務専門課程環境公務員科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

新潟県 日本自然環境専門学校 工業専門課程自然環境研究科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

新潟県 日本自然環境専門学校 農業専門課程園芸福祉科 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
日本自然環境専門学校 農業専門課程環境園芸緑地科 平成22年4月1日 平成22年11月29日
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新潟県 日本自然環境専門学校 工業専門課程環境ビジネス科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

新潟県 日本自然環境専門学校 農業専門課程環境園芸緑地科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

新潟県 日本自然環境専門学校 商業実務専門課程環境公務員科 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

新潟県 日本ビジネス公務員専門学校 工業専門課程Ｗｅｂビジュアル科 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
日本ビジネス公務員専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

新潟県 日本ビジネス公務員専門学校 工業専門課程システムプログラマ科 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

新潟県 日本ビジネス公務員専門学校 工業専門課程デジタルデザイン科（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

新潟県 日本ビジネス公務員専門学校 工業専門課程デジタルデザイン科（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

新潟県 日本ビジネス公務員専門学校 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

新潟県 日本ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程オフィス総合ビジネス科 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
日本ビジネス公務員専門学校

商業実務専門課程総合ビジネス科（２年
制）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

新潟県 日本ビジネス公務員専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

新潟県 日本ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程公務員専攻科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

新潟県 日本ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科（２年制） 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

新潟県 日本ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程経理ビジネス科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

新潟県 日本ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

新潟県 日本ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

新潟県 日本福祉医療専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 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
日本福祉医療専門学校

教育・社会福祉専門課程介護社会福祉学
科

平成21年4月1日 平成22年2月26日

新潟県 日本福祉医療専門学校 教育・社会福祉専門課程児童福祉学科 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
日本福祉医療専門学校 教育・社会福祉専門課程こども保育学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

新潟県 日本福祉医療専門学校 教育・社会福祉専門課程介護社会福祉学科 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

新潟県 日本福祉医療専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科（３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

新潟県 日本福祉医療専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 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
日本こども福祉専門学校 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

新潟県 日本福祉医療専門学校 教育・社会福祉専門課程こども保育学科 平成23年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
日本こども福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程こども保育学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

新潟県 日本ベースボール・セキュリティ専門学校 文化教養専門課程セキュリティ・ボディガード科 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
日本ウェルネススポーツ専門学校新潟
校

文化教養専門課程セキュリティ・ボディガー
ド科

平成19年4月1日 平成21年2月27日

新潟県 日本ベースボール・セキュリティ専門学校 文化教養専門課程ベースボールトレーナー科 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
日本ウェルネススポーツ専門学校新潟
校

文化教養専門課程トレーナー科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

新潟県 歯友会歯科技術専門学校 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

新潟県 歯友会歯科技術専門学校 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

新潟県 晴陵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9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

新潟県 晴陵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9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

新潟県 晴麗看護学校 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
晴麗看護学校 医療専門課程看護学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日
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新潟県 晴麗看護学校 医療専門課程看護学科 平成7年4月1日 ～ 平成7年11月30日

新潟県 ビジネスコミュニケーション専門学校 商業実務専門課程ビジネスキャリア科 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
新潟情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネスキャリア科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

新潟県 ひまわり幼児教育専門学院 教育専門課程こども学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

新潟県 フォーラム情報アカデミー専門学校 工業関係専門課程情報ソフトウェア科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

新潟県 フォーラム情報アカデミー専門学校 工業関係専門課程情報ソフトウェア科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

新潟県 北陸食育フードカレッジ 衛生専門課程製菓・製パン専攻学科（２年制） 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

新潟県 北陸食育フードカレッジ 衛生専門課程調理専攻学科（２年制） 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

新潟県 北陸食育フードカレッジ 衛生専門課程フードマイスター学科（２年制） 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

新潟県 北陸調理・製菓専門学校 衛生専門課程調理専攻学科（２年制） 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
北陸食育フードカレッジ 衛生専門課程調理専攻学科（２年制） 平成19年4月1日 平成20年2月26日

新潟県 北陸調理・製菓専門学校 衛生専門課程製菓・製パン専攻学科（２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
名称変

更
北陸食育フードカレッジ

衛生専門課程製菓・製パン専攻学科（２年
制）

平成19年4月1日 平成20年2月26日

新潟県 北陸福祉保育専門学院 教育・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

新潟県 悠久山栄養調理専門学校 栄養専門課程栄養士科 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
悠久山栄養調理専門学校 衛生専門課程栄養士科 平成17年4月1日 平成27年2月19日

新潟県 悠久山栄養調理専門学校 調理専門課程調理専攻科 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
悠久山栄養調理専門学校 衛生専門課程調理専攻科 平成17年4月1日 平成27年2月19日

新潟県 悠久山栄養調理専門学校 衛生専門課程栄養士科 平成17年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
悠久山栄養調理専門学校 衛生専門課程栄養士科（3年制） 平成25年4月1日 平成27年2月19日

新潟県 悠久山栄養調理専門学校 衛生専門課程栄養士科（2年制） 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

新潟県 悠久山栄養調理専門学校 衛生専門課程栄養士科（3年制） 平成25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

新潟県 悠久山栄養調理専門学校 衛生専門課程調理専攻科 平成17年4月1日 ～ 平成27年2月19日
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