
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

宮城県 ＳＥＮＤＡＩ中央理容美容専門学校 専門課程美容科 平成20年4月1日 ～ 平成23年12月22日

宮城県 ＳＥＮＤＡＩ中央理容美容専門学校 専門課程理容科 平成20年4月1日 ～ 平成23年12月22日

宮城県 葵会仙台看護専門学校 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

宮城県 赤門自動車整備専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
赤門自動車整備専門学校 工業専門課程二級自動車整備士科 平成12年4月1日 平成17年12月26日

宮城県 赤門自動車整備専門学校 工業専門課程二級二輪自動車整備士科 平成14年2月27日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校赤門自動車整備大学校 工業専門課程二級二輪自動車整備士科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

宮城県 赤門自動車整備専門学校 工業専門課程二級自動車整備士科 平成12年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校赤門自動車整備大学校 工業専門課程二級自動車整備士科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

宮城県 赤門鍼灸柔整専門学校 医療専門課程柔道整復科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

宮城県 赤門鍼灸柔整専門学校 医療専門課程柔道整復科第二部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

宮城県 赤門鍼灸柔整専門学校 医療専門課程鍼灸科第二部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

宮城県 赤門鍼灸柔整専門学校 医療専門課程鍼灸指圧科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

宮城県 赤門鍼灸柔整専門学校 医療専門課程鍼灸科第一部 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

宮城県 石巻服飾技芸専門学校 専門課程和洋裁専門科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

宮城県 石巻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8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
石巻赤十字看護専門学校 専門課程看護学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

宮城県 石巻赤十字看護専門学校 専門課程看護学科 平成8年4月1日 ～ 平成21年5月31日 平成8年12月4日
名称変

更
石巻赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成21年6月1日 平成22年2月26日

宮城県 石巻赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成21年6月1日 ～ 平成22年2月26日

宮城県 花壇自動車整備専門学校 工業専門課程自動車整備学科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校花壇自動車整備大学校 工業専門課程自動車整備学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

宮城県 花壇自動車整備専門学校 工業専門課程自動車整備学科夜間部 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

宮城県 祇園寺技芸専門学校 専門課程専攻科２年コース 平成7年1月23日 ～ 平成21年2月19日 平成7年1月23日 廃止 平成21年2月19日 平成30年2月28日

宮城県 創表現専門学校 衛生専門課程ビューティー表現学科 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
専門学校創表現研究所 衛生専門課程ビューティー表現学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

宮城県 創表現専門学校 家政専門課程ファッション表現学科 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
専門学校創表現研究所 家政専門課程ファッション表現学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

宮城県 創表現専門学校 文化・教養専門課程インテリア表現学科 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
専門学校創表現研究所 文化・教養専門課程インテリア表現学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

宮城県 創表現専門学校 文化・教養専門課程デザイン表現学科 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
専門学校創表現研究所 文化・教養専門課程デザイン表現学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

宮城県 創表現専門学校 文化・教養専門課程プランニング表現学科 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
専門学校創表現研究所 文化・教養専門課程プランニング表現学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

宮城県 創表現専門学校 文化・教養専門課程ライティング表現学科 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
専門学校創表現研究所 文化・教養専門課程ライティング表現学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

宮城県
キャスウェルホテルアンドブライダル専門学
校

商業実務専門課程ブライダル学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

宮城県
キャスウェルホテルアンドブライダル専門学
校

商業実務専門課程ホテル学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

宮城県 気仙沼市立病院附属看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成18年3月31日 ～ 平成19年2月22日

（令和2年3月現在）

位 置 専　修　学　校　名 課　程　名
適用年月日

告示年月日 手続き
名称変更後 変更、廃止、不適合

年月日
変更、廃止、不適合

告示年月日
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宮城県 公立気仙沼看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成14年2月27日 ～ 平成18年3月30日 平成14年2月27日
名称変

更
気仙沼市立病院附属看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

宮城県 国際マルチビジネス専門学校 専門課程会計経理科 平成9年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

宮城県 国際マルチビジネス専門学校 専門課程情報経理科 平成9年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

宮城県 国際マルチビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチ情報会計学科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
国際マルチビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチ情報経理学科 平成11年3月31日 平成12年2月8日

宮城県 国際マルチビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチトラベル学科 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
国際マルチビジネス専門学校 商業実務専門課程国際観光学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

宮城県 国際マルチビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチホテル学科 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
国際マルチビジネス専門学校 商業実務専門課程国際ホテル学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

宮城県 国際マルチビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチ情報経理学科 平成11年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
国際マルチビジネス専門学校

商業実務専門課程マルチビジネス経理学
科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

宮城県 国際マルチビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチビジネス英語留学学科 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
国際マルチビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス英語・留学学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

宮城県 国際マルチビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチビジネス経理学科 平成14年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

宮城県 国際マルチビジネス専門学校 商業実務専門課程エアビジネス学科 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
国際マルチビジネス専門学校 商業実務専門課程エアポートビジネス学科 平成20年4月1日 平成22年2月26日

宮城県 国際マルチビジネス専門学校 商業実務専門課程国際観光学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

宮城県 国際マルチビジネス専門学校 商業実務専門課程国際ホテル学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

宮城県 国際マルチビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス英語・留学学科 平成15年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

宮城県 国際マルチビジネス専門学校 商業実務専門課程ブライダルビジネス学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

宮城県 国際マルチビジネス専門学校 商業実務専門課程エアポートビジネス学科 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
国際マルチビジネス専門学校 商業実務専門課程国際エアポート学科 平成22年4月1日 平成23年12月22日

宮城県 国際マルチビジネス専門学校 商業実務専門課程国際エアポート学科 平成22年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

宮城県 国際マルチビジネス専門学校 商業実務専門課程流通ビジネス学科（２年制） 平成25年1月29日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
国際マルチビジネス専門学校

商業実務専門課程販売ビジネス学科（２年
制）

平成28年4月1日 平成29年2月28日

宮城県 国際マルチビジネス専門学校 商業実務専門課程販売ビジネス学科（２年制） 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

宮城県 国際マルチビジネス専門学校 商業実務専門課程総合英語学科（２年制） 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

宮城県 国際マルチビジネス専門学校 商業実務専門課程日本語ビジネス学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

宮城県 国立仙台病院附属看護助産学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成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仙台医療セ
ンター附属仙台看護助産学校

看護専門課程看護学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

宮城県 国立仙台病院附属リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
独立行政法人国立病院機構仙台医療セ
ンター附属リハビリテーション学院

医療専門課程作業療法学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

宮城県 国立仙台病院附属リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
独立行政法人国立病院機構仙台医療セ
ンター附属リハビリテーション学院

医療専門課程理学療法学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

宮城県 国立療養所西多賀病院附属看護学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

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

宮城県 佐沼高等家政専門学校 専門課程和洋裁専門部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

宮城県 塩釜洋和裁専門学校 専門課程研究科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

宮城県 女子文化専門学校 専門課程家政学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東北情報専門学校 専門課程家政学科昼間部 平成14年4月1日 平成15年2月19日
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学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名

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

宮城県 白百合服装専門学校 家政専門課程和洋裁部本科 平成7年1月23日 ～ 平成24年7月20日 平成7年1月23日 廃止 平成24年7月20日 平成30年2月28日

宮城県 仙台ＥＣＯ動物海洋専門学校 文化・教養専門課程　海洋・ＥＣＯ学科（昼間Ⅰ部） 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

宮城県 仙台ＥＣＯ動物海洋専門学校
文化・教養専門課程　動物・ペット学科（昼間Ⅰ
部）

令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

宮城県 仙台ＹＭＣＡ国際ホテル製菓専門学校 衛生専門課程ホテルパティシエ科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

宮城県 仙台ＹＭＣＡ国際ホテル製菓専門学校 商業実務専門課程国際おもてなし科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

宮城県 仙台ＹＭＣＡ国際ホテル製菓専門学校 商業実務専門課程ヒューマンコミュニケーション科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

宮城県 仙台ＹＭＣＡ国際ホテル製菓専門学校 商業実務専門課程ホテル科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

宮城県 仙台ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校 商業実務専門課程英語秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

宮城県 仙台ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校 商業実務専門課程観光科 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

宮城県 仙台ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校 商業実務専門課程ホテル科 平成7年1月23日 ～ 平成28年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
仙台ＹＭＣＡ国際ホテル製菓専門学校 商業実務専門課程ホテル科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

宮城県 仙台ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校 商業実務専門課程スポーツビジネス科 平成7年11月30日 ～ 平成13年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

宮城県 仙台ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校 商業実務専門課程健康ビジネス科 平成17年3月3日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

宮城県 仙台ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校 商業実務専門課程ヒューマンコミュニケーション科 平成17年3月3日 ～ 平成28年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
仙台ＹＭＣＡ国際ホテル製菓専門学校

商業実務専門課程ヒューマンコミュニケー
ション科

平成28年4月1日 平成29年2月28日

宮城県 仙台ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校 商業実務専門課程ブライダルプランナー科 平成25年1月29日 ～ 平成27年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成27年3月31日 平成29年2月28日

宮城県 仙台青葉服飾・医療福祉専門学校 医療専門課程鍼灸科 平成21年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

宮城県 仙台青葉服飾・医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成21年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
仙台青葉服飾福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

宮城県 仙台青葉服飾・医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科夜間コース 平成21年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

宮城県 仙台青葉服飾・医療福祉専門学校 服飾・家政専門課程服飾学科 平成21年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
仙台青葉服飾福祉専門学校 服飾・家政専門課程服飾学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

宮城県 仙台青葉服飾専門学校
服飾・家政専門課程服飾学科（修業年限２年の課
程に限る。）

平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

宮城県 仙台青葉服飾福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成23年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

宮城県 仙台青葉服飾福祉専門学校 服飾・家政専門課程服飾学科 平成23年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
仙台青葉服飾専門学校

服飾・家政専門課程服飾学科（修業年限２
年の課程に限る。）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

宮城県 仙台医健・スポーツ＆こども専門学校 医療専門課程　視能訓練科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

宮城県 仙台医健・スポーツ＆こども専門学校 医療専門課程　柔道整復科Ⅰ部 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

宮城県 仙台医健・スポーツ＆こども専門学校 文化・教養専門課程　スポーツ科学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

宮城県 仙台医健・スポーツ＆こども専門学校 文化・教養専門課程　こども保育科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

宮城県 仙台医健専門学校 文化・教養専門課程スポーツ科学科（昼間部） 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
仙台医健専門学校

文化・教養専門課程スポーツ科学科（昼間
Ⅰ部）

平成25年4月1日 平成26年1月28日

宮城県 仙台医健専門学校 医療専門課程柔道整復科（昼間部） 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
仙台医健専門学校 医療専門課程柔道整復科I部 平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 仙台医健専門学校 医療専門課程柔道整復科（夜間部） 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
仙台医健専門学校 医療専門課程柔道整復科II部 平成22年4月1日 平成22年11月29日
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宮城県 仙台医健専門学校 医療専門課程柔道整復科II部 平成22年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成28年3月31日 平成30年2月28日

宮城県 仙台医健専門学校 医療専門課程柔道整復科I部 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
仙台医健・スポーツ＆こども専門学校 医療専門課程　柔道整復科Ⅰ部 平成30年4月1日 平成31年1月25日

宮城県 仙台医健専門学校 医療専門課程視能訓練科 平成26年1月28日 ～ 平成30年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
仙台医健・スポーツ＆こども専門学校 医療専門課程　視能訓練科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

宮城県 仙台医健専門学校 文化・教養専門課程スポーツ科学科（昼間Ⅰ部） 平成25年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
仙台医健・スポーツ＆こども専門学校 文化・教養専門課程　スポーツ科学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

宮城県 仙台医療技術専門学校 医療専門課程作業療法科 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
仙台医療技術専門学校 医療専門課程作業療法学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

宮城県 仙台医療技術専門学校 医療専門課程理学療法科 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
仙台医療技術専門学校 医療専門課程理学療法学科（昼） 平成14年4月1日 平成15年2月19日

宮城県 仙台医療技術専門学校 医療専門課程理学療法学科Ⅱ部 平成19年2月1日 ～ 平成28年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

宮城県 仙台医療技術専門学校 医療専門課程作業療法学科 平成14年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

宮城県 仙台医療技術専門学校 医療専門課程理学療法学科I部 平成15年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

宮城県 仙台医療技術専門学校 医療専門課程理学療法学科（昼） 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
仙台医療技術専門学校 医療専門課程理学療法学科I部 平成15年4月1日 平成16年2月17日

宮城県 仙台医療技術専門学校 医療専門課程理学療法学科Ⅱ部 平成17年3月3日 ～ 平成17年12月8日 平成17年3月3日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

宮城県 仙台医療秘書歯科助手専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
仙台医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

宮城県 仙台医療秘書歯科助手専門学校 文化教養専門課程健康スポーツ科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年4月1日 平成7年11月30日

宮城県 仙台医療秘書福祉専門学校 教育社会福祉専門課程介護福祉科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

宮城県 仙台医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成10年4月1日 ～ 平成10年12月21日

宮城県 仙台医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科夜間部 平成14年2月27日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

宮城県 仙台医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程ビューティービジネス科 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30年2月28日

宮城県 仙台医療秘書福祉専門学校 教育社会福祉専門課程医療保育科 平成16年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
仙台医療秘書福祉専門学校 教育社会福祉専門課程こども総合学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

宮城県 仙台医療秘書福祉専門学校 教育社会福祉専門課程医療保育科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

宮城県 仙台医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程診療情報管理士科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

宮城県 仙台医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程ドラックコーディネーター科 平成22年11月29日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
仙台医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程くすりアドバイザー科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

宮城県 仙台医療秘書福祉専門学校 教育社会福祉専門課程こども総合学科 平成24年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
仙台医療秘書福祉専門学校 教育社会福祉専門課程医療保育学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

宮城県 仙台医療秘書福祉専門学校 教育社会福祉専門課程医療保育学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

宮城県 仙台医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程くすりアドバイザー科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
仙台医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成19年4月1日 平成19年2月22日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉主事科 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
仙台医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉学科 平成19年4月1日 平成13年3月8日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 社会福祉専門課程福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
仙台医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　福祉学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療情報管理科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
仙台医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療情報管理学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日
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宮城県 仙台医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

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

宮城県 仙台医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療福祉事務管理科 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

宮城県 仙台医療福祉専門学校 社会福祉専門課程福祉総合ビジネス科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科（２年制） 平成12年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
仙台医療福祉専門学校

社会福祉専門課程社会福祉科（社会福祉
士コース）

平成14年4月1日 平成15年2月19日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 社会福祉専門課程保育介護福祉科 平成13年3月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
仙台医療福祉専門学校 社会福祉専門課程保育介護福祉学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 社会福祉専門課程福祉コーディネート科 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

宮城県 仙台医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療クラーク科 平成14年2月27日 ～ 平成18年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
仙台医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療クラーク学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療福祉事務科 平成14年2月27日 ～ 平成18年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
仙台医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療福祉事務学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 医療専門課程言語聴覚学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科（公務員コース） 平成15年2月19日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

宮城県 仙台医療福祉専門学校
社会福祉専門課程社会福祉科（社会福祉士
コース）

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
仙台医療福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科 平成15年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
仙台医療福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉学科 平成19年4月1日 平成19年2月22日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 社会福祉専門課程児童福祉学科 平成17年12月26日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
仙台医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　児童福祉学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 医療専門課程歯科衛生学科 平成19年2月1日 ～ 平成28年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
仙台医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
仙台医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 社会福祉専門課程福祉学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
仙台医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　福祉学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 社会福祉専門課程保育介護福祉学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
仙台医療福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程　保育介護福祉学
科

平成19年4月1日 平成20年2月26日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療クラーク学科 平成18年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療情報管理学科 平成18年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療福祉事務学科 平成18年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
仙台医療福祉専門学校

商業実務専門課程医療福祉ヘルスケア学
科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程児童福祉学科 平成19年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉学科 平成19年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育介護福祉学科 平成19年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療福祉ヘルスケア学科 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日
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宮城県 仙台医療福祉専門学校 商業実務専門課程医薬品販売学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 商業実務専門課程診療情報管理学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　幼児保育学科 平成30年2月28日 ～ 平成31年3月31日 平成30年2月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

宮城県 仙台医療福祉専門学校 商業実務専門課程国際総合ビジネス学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

宮城県 仙台ウェディングアンドブライダル専門学校 商業実務専門課程ウェディングプランナー科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

宮城県 仙台ウェディングアンドブライダル専門学校 商業実務専門課程ブライダルコーディネーター科 平成25年1月29日 ～ 平成31年4月1日 平成25年1月29日
名称変

更
仙台ウェディングアンドブライダル専門学
校

商業実務専門課程ブライダルヘアメイクア
ンドドレス科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

宮城県 仙台ウェディングアンドブライダル専門学校
商業実務専門課程ブライダルヘアメイクアンドドレ
ス科

平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程経理学科（２年課程） 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

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程経理学科（４年課程） 平成10年12月21日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校
商業実務専門課程法律公務員学科警察官・消防
官コース

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

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校
商業実務専門課程法律公務員学科公務員Ⅱ種・
中級コース

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

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校
商業実務専門課程法律公務員学科公務員Ⅲ種・
初級コース（２年）

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

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校
商業実務専門課程法律公務員学科公務員ビジネ
スコース

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

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程ＯＡ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

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程医療福祉会計管理科 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

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程医療福祉ビジネス科 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

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程警察・消防・自衛官科（２年制） 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程経理ビジネス科 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

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程公務員Ⅱ種・中級科 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

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程公務員Ⅲ種・初級科（２年制） 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程公務員ビジネス科 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

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 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

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程税理士科（２年制） 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程流通・トラベル科 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

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 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

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程情報システム学科 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

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成15年2月19日 ～ 平成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

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程税理士科（３年制） 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

6 / 37 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

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程法律公務員学科（２年） 平成15年2月19日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
仙台大原簿記情報公務員専門学校

商業実務専門課程法律公務員学科（２年課
程）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程ＩＴビジネス学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程経理事務学科 平成15年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
仙台大原簿記情報公務員専門学校

商業実務専門課程経理事務学科（２年課
程）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校
商業実務専門課程税理士会計学科（２年４
月）

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
仙台大原簿記情報公務員専門学校

商業実務専門課程税理士会計士学科（２年
４ヵ月課程）

平成20年4月1日 平成22年2月26日

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程税理士会計学科（３年） 平成16年2月17日 ～ 平成22年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
仙台大原簿記情報公務員専門学校

商業実務専門課程税理士会計士学科（３年
課程）

平成23年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程総合公務員学科（２年） 平成16年2月17日 ～ 平成23年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
仙台大原簿記情報公務員専門学校

商業実務専門課程総合公務員学科（２年課
程）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程販売サービス学科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程ＯＡ事務学科 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
仙台大原簿記情報公務員専門学校 商業実務専門課程ＯＡ事務学科（２年課程） 平成23年4月1日 平成23年12月22日

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程行政公務員学科（２年課程） 平成17年12月26日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
仙台大原簿記情報公務員専門学校

商業実務専門課程行政公務員学科（２年課
程）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス学科 平成17年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
仙台大原簿記公務員専門学校

商業実務専門課程ビジネス学科（２年課
程）

平成20年4月1日 平成21年2月27日

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程ビジネス学科（２年課程） 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
仙台大原簿記情報公務員専門学校

商業実務専門課程ビジネス学科（２年課
程）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校
商業実務専門課程税理士会計学科（３年４ヵ月課
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
名称変

更
仙台大原簿記情報公務員専門学校

商業実務専門課程税理士会計士学科（３年
４ヵ月課程）

平成23年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校
商業実務専門課程税理士会計士学科（２年４ヵ月
課程）

平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
仙台大原簿記情報公務員専門学校

商業実務専門課程税理士会計士学科（２年
４ヵ月課程）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程税理士会計士学科（２年課程） 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
仙台大原簿記情報公務員専門学校

商業実務専門課程税理士会計士学科（２年
課程）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程ビジネス学科（３年課程） 平成22年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
仙台大原簿記情報公務員専門学校

商業実務専門課程ビジネス学科（３年課
程）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校
商業実務専門課程税理士会計士学科（３年４ヵ月
課程）

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
仙台大原簿記情報公務員専門学校

商業実務専門課程税理士会計士学科（３年
４ヵ月課程）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

宮城県 仙台大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程税理士会計士学科（３年課程） 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
仙台大原簿記情報公務員専門学校

商業実務専門課程税理士会計士学科（３年
課程）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

宮城県 仙台大原簿記情報公務員専門学校 商業実務専門課程ＯＡ事務学科（２年課程） 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

宮城県 仙台大原簿記情報公務員専門学校 商業実務専門課程行政公務員学科（２年課程） 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

宮城県 仙台大原簿記情報公務員専門学校 商業実務専門課程行政公務員学科(３年課程） 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

宮城県 仙台大原簿記情報公務員専門学校 商業実務専門課程経理実務学科（２年課程） 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

宮城県 仙台大原簿記情報公務員専門学校
商業実務専門課程税理士会計士学科（２年４ヵ月
課程）

平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

宮城県 仙台大原簿記情報公務員専門学校 商業実務専門課程税理士会計士学科（２年課程） 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

宮城県 仙台大原簿記情報公務員専門学校
商業実務専門課程税理士会計士学科（３年４ヵ月
課程）

平成23年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

宮城県 仙台大原簿記情報公務員専門学校 商業実務専門課程税理士会計士学科（３年課程） 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

宮城県 仙台大原簿記情報公務員専門学校 商業実務専門課程総合公務員学科（２年課程） 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

宮城県 仙台大原簿記情報公務員専門学校 商業実務専門課程総合公務員学科（３年課程） 平成23年12月22日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

宮城県 仙台大原簿記情報公務員専門学校 商業実務専門課程ビジネス学科（２年課程） 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日
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宮城県 仙台大原簿記情報公務員専門学校 商業実務専門課程ビジネス学科（３年課程） 平成23年4月1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

宮城県 仙台大原簿記情報公務員専門学校 商業実務専門課程法律公務員学科（２年課程） 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

宮城県 仙台大原簿記情報公務員専門学校 商業実務専門課程法律公務員学科（３年課程） 平成23年12月22日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

宮城県 仙台大原簿記情報公務員専門学校 商業実務専門課程経理事務学科（２年課程） 平成23年4月1日 ～ 平成25年1月29日 平成23年12月22日

宮城県 仙台大原簿記情報公務員専門学校
商業実務専門課程総合情報ビジネス学科（２年課
程）

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
仙台大原簿記情報公務員専門学校

商業実務専門課程情報システム学科（２年
課程）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

宮城県 仙台大原簿記情報公務員専門学校 商業実務専門課程情報システム学科（２年課程） 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

宮城県 仙台大原簿記専門学校
商業実務専門課程経理学科（修業年限２年
の課程に限る。）

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
仙台大原簿記公務員専門学校

商業実務専門課程経理学科（２年課
程）

平成10年4月1日 平成10年12月21日

宮城県 仙台科学工業専門学校 工業専門課程機械工学科 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
仙台デジタルテクノ専門学校 工業専門課程機械工学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

宮城県 仙台科学工業専門学校 工業専門課程空調設備学科 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
仙台デジタルテクノ専門学校 工業専門課程ＣＡＤ製図学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

宮城県 仙台科学工業専門学校 工業専門課程建築工学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
仙台デジタルテクノ専門学校 工業専門課程建築工学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

宮城県 仙台科学工業専門学校 工業専門課程情報処理学科 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
仙台デジタルテクノ専門学校 工業専門課程建築設備学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

宮城県 仙台科学工業専門学校 工業専門課程製図学科 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
仙台デジタルテクノ専門学校 工業専門課程情報処理学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

宮城県 仙台科学工業専門学校 工業専門課程電気工学科 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
仙台デジタルテクノ専門学校 工業専門課程電気工学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

宮城県 仙台科学工業専門学校 工業専門課程土木工学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
仙台デジタルテクノ専門学校 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

宮城県 仙台科学工業専門学校 工業専門課程マルチメディア学科 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
仙台デジタルテクノ専門学校 工業専門課程マルチメディア学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

宮城県 仙台経理専門学校 専門課程会計研究科 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

宮城県 仙台経理専門学校 専門課程金融ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

宮城県 仙台経理専門学校 専門課程経営学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
仙台経理専門学校

商業実務専門課程経営マネジメント学
科

平成8年4月1日 平成8年12月4日

宮城県 仙台経理専門学校 専門課程商経学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
仙台経理専門学校 商業実務専門課程会計学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

宮城県 仙台経理専門学校 専門課程情報経理学科 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
仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

宮城県 仙台経理専門学校 専門課程総合ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成30年2月28日

宮城県 仙台経理専門学校 商業実務専門課程会計研究科 平成7年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

宮城県 仙台経理専門学校 商業実務専門課程行政事務中級科 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
仙台経理専門学校 商業実務専門課程公務員III種学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

宮城県 仙台経理専門学校 商業実務専門課程経理ビジネス学科 平成7年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

宮城県 仙台経理専門学校 商業実務専門課程会計学科 平成8年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程会計学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

宮城県 仙台経理専門学校 商業実務専門課程経営マネジメント学科 平成8年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
仙台情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程経営マネジメント学
科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

宮城県 仙台経理専門学校 商業実務専門課程税理士学科 平成9年11月17日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
仙台情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程税理士学科（３年
制）

平成15年4月1日 平成16年2月17日

宮城県 仙台経理専門学校 商業実務専門課程法律学科 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
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宮城県 仙台経理専門学校 商業実務専門課程公務員Ⅱ種学科 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

宮城県 仙台経理専門学校 商業実務専門課程公務員III種学科 平成11年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程公務員III種学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

宮城県 仙台経理専門学校 商業実務専門課程経営コンサルティング学科 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

宮城県 仙台経理専門学校 商業実務専門課程経理ビジネス学科 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
仙台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16年2月17日

宮城県 仙台経理専門学校 商業実務専門課程税務会計学科 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
仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程税務会計学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

宮城県 仙台経理専門学校 商業実務専門課程ビジネス法律学科 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

宮城県 仙台工科専門学校 工業専門課程土木工学学科 平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

宮城県 仙台工科専門学校 工業専門課程環境土木工学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

宮城県 仙台工科専門学校 工業専門課程建築工学科 平成25年1月29日 ～ 平成27年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

宮城県 仙台工科専門学校 工業専門課程建築デザイン学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

宮城県 仙台工科専門学校 工業専門課程大工技能学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

宮城県 仙台国際情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程医療秘書学科

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
仙台デジタルビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成12年3月31日 平成13年3月8日

宮城県 仙台国際情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程国際ホテル・観光学科

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

更
仙台デジタルビジネス専門学校

商業実務専門課程国際ホテル・観光学
科

平成12年3月31日 平成13年3月8日

宮城県 仙台国際情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程情報経理学科

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
仙台デジタルビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理学科 平成12年3月31日 平成13年3月8日

宮城県 仙台国際情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程総合ビジネス学科

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
仙台デジタルビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス学科 平成12年3月31日 平成13年3月8日

宮城県 仙台国際情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程ビジネス情報処理学科

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
仙台デジタルビジネス専門学校

商業実務専門課程ビジネス情報処理
学科

平成12年3月31日 平成13年3月8日

宮城県 仙台国際美容専門学校 美容専門課程美容科（昼間部） 平成23年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成28年3月31日 平成30年2月28日

宮城県 仙台国際美容専門学校 美容専門課程美容科（夜間部） 平成23年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成28年3月31日 平成30年2月28日

宮城県 仙台国際美容専門学校 美容専門課程美容ビジネス科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

宮城県 仙台こども専門学校 教育社会福祉専門課程保育科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

宮城県 仙台こども専門学校 教育社会福祉専門課程こども総合学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

宮城県 仙台コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程エコ・コミュニケーション科（昼
間部）

平成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
仙台コミュニケーションアート専門学校

文化・教養専門課程エコ・コミュニケーション
科（昼間Ⅰ部）

平成25年4月1日 平成26年1月28日

宮城県 仙台コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程音楽コミュニケーション科（昼
間課程）

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
仙台コミュニケーションアート専門学校

文化・教養専門課程音楽コミュニケーション
科（昼間Ⅰ部）

平成25年4月1日 平成26年1月28日

宮城県 仙台コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程音楽コミュニケーション科（夜
間部）

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
仙台コミュニケーションアート専門学校

文化・教養専門課程音楽コミュニケーション
科（昼間Ⅱ部）

平成25年4月1日 平成26年1月28日

宮城県 仙台コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程クリエーティブコミュニケーショ
ン科（昼間課程）

平成22年2月26日 ～ 平成26年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
仙台コミュニケーションアート専門学校

文化・教養専門課程クリエーティブコミュニ
ケーション科（昼間Ⅰ部）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

宮城県 仙台コミュニケーションアート専門学校 衛生専門課程カフェ・パティシエ科（昼間部） 平成25年1月29日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
仙台コミュニケーションアート専門学校

衛生専門課程カフェ・パティシエ科（昼間Ⅰ
部）

平成25年4月1日 平成26年1月28日

宮城県 仙台コミュニケーションアート専門学校 衛生専門課程調理師科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

宮城県 仙台コミュニケーションアート専門学校 衛生専門課程カフェ・パティシエ科（昼間Ⅰ部） 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日
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宮城県 仙台コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程エコ・コミュニケーション科（昼
間Ⅰ部）

平成25年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

宮城県 仙台コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程音楽コミュニケーション科（昼
間Ⅰ部）

平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

宮城県 仙台コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程音楽コミュニケーション科（昼
間Ⅱ部）

平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

宮城県 仙台コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程クリエーティブコミュニケーショ
ン科（昼間Ⅰ部）

平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

宮城県 仙台コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程　音楽コミュニケーション科（３
年課程）

令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

宮城県 仙台市医師会看護専門学校 専門課程（看護師２年課程）看護学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

宮城県 仙台歯科技工士専門学校 医療専門課程歯科技工士科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

宮城県 仙台情報工科専門学校 工業専門課程土木工学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
仙台情報工科専門学校 工業専門課程土木工学学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 仙台情報工科専門学校 工業専門課程総合情報デザイン学科 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

宮城県 仙台情報工科専門学校 工業専門課程土木工学学科 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
仙台工科専門学校 工業専門課程土木工学学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

宮城県 仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程会計学科 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

宮城県 仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営マネジメント学科 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

宮城県 仙台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17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

宮城県 仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程公務員Ⅲ種学科 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

宮城県 仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

宮城県 仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程税務会計学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

宮城県 仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程税理士学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

宮城県 仙台情報ビジネス専門学校 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

宮城県 仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程キャリアビジネス学科 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

宮城県 仙台情報ビジネス専門学校 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

宮城県 仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程トラベル観光学科 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

宮城県 仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ファッションビジネス学科 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

宮城県 仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ホテル学科 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

宮城県 仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程流通ビジネス学科 平成17年3月3日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　流通ビジネス科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 仙台情報ビジネス専門学校 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

宮城県 仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程トラベル学科 平成17年12月26日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

宮城県 仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＩＴライセンス学科 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

宮城県 仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程公務員学科 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
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宮城県 仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ホテル＆ブライダル学科 平成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

宮城県 仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　フラワー学科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程フラワー科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報システム学科 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

宮城県 仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ブライダル学科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ブライダル科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ホテル学科 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

宮城県 仙台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
仙台総合ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成25年4月1日 平成27年2月19日

宮城県 仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ブライダル科 平成22年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
仙台総合ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程ブライダル科 平成25年4月1日 平成27年2月19日

宮城県 仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程フラワー科 平成22年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
仙台総合ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程フラワー科 平成25年4月1日 平成27年2月19日

宮城県 仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程流通ビジネス科 平成22年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
仙台総合ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程流通ビジネス科 平成25年4月1日 平成27年2月19日

宮城県 仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療情報管理科 平成25年1月29日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
仙台総合ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程医療情報管理科 平成25年4月1日 平成27年2月19日

宮城県 仙台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25年1月29日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
仙台総合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25年4月1日 平成27年2月19日

宮城県 仙台情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ホテル科 平成25年1月29日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
仙台総合ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程ホテル科 平成25年4月1日 平成27年2月19日

宮城県 仙台市立看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成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

宮城県 仙台スイーツアンドカフェ専門学校 衛生専門課程スイーツパティシエ科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

宮城県 仙台接骨医療専門学校 専門課程柔道整復科昼間部 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

宮城県 仙台接骨医療専門学校 専門課程柔道整復科夜間部 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

宮城県 仙台総合ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程総合公務員科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

宮城県 仙台総合ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程医療情報管理科 平成25年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

宮城県 仙台総合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

宮城県 仙台総合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27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

宮城県 仙台総合ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程情報システム科 平成27年2月19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

宮城県 仙台総合ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成25年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

宮城県 仙台総合ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程ブライダル科 平成25年4月1日 ～ 平成27年2月19日

宮城県 仙台総合ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程フラワー科 平成25年4月1日 ～ 平成27年2月19日

宮城県 仙台総合ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程ホテル科 平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

宮城県 仙台総合ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程流通ビジネス科 平成25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

宮城県 仙台総合ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程販売ビジネス科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

宮城県 仙台総合ペット専門学校 商業実務専門課程フラワーデザイナー学科 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

11 / 37 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

宮城県 仙台総合ペット専門学校 商業実務専門課程フラワービジネス学科 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

宮城県 仙台総合ペット専門学校 商業実務専門課程ペットビジネス学科 平成17年3月3日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

宮城県 仙台総合ペット専門学校 文化教養専門課程飼育管理学科 平成17年3月3日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
仙台総合ペット専門学校 文化教養専門課程　飼育管理科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 仙台総合ペット専門学校 文化教養専門課程動物看護学科 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

宮城県 仙台総合ペット専門学校 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

宮城県 仙台総合ペット専門学校 文化教養専門課程トリミング学科 平成17年3月3日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
仙台総合ペット専門学校 文化教養専門課程トリミング科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 仙台総合ペット専門学校
文化教養専門課程ドッグトレーニングインストラク
ター学科

平成17年12月26日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

宮城県 仙台総合ペット専門学校
文化教養専門課程トリミングプロフェッショナル学
科

平成17年12月26日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

宮城県 仙台総合ペット専門学校 文化教養専門課程動物衛生看護学科 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
仙台総合ペット専門学校 文化教養専門課程動物衛生看護科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 仙台総合ペット専門学校 商業実務専門課程ペットショップスタッフ学科 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

宮城県 仙台総合ペット専門学校 文化教養専門課程ドッグトレーナー学科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
仙台総合ペット専門学校 文化教養専門課程ドッグトレーナー科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 仙台総合ペット専門学校 文化教養専門課程飼育管理科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

宮城県 仙台総合ペット専門学校 文化教養専門課程動物衛生看護科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

宮城県 仙台総合ペット専門学校 文化教養専門課程ドッグトレーナー科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

宮城県 仙台総合ペット専門学校 文化教養専門課程トリミング科 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
仙台総合ペット専門学校 文化教養専門課程トリマー科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

宮城県 仙台総合ペット専門学校 文化教養専門課程PRODOGTRAINER科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

宮城県 仙台総合ペット専門学校 文化教養専門課程キャット科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

宮城県 仙台総合ペット専門学校 文化教養専門課程トリマー科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

宮城県 仙台タイト服装専門学校 服飾専門課程ファッション工科 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

宮城県 仙台デザイン専門学校 専門課程インテリアデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
仙台デザイン専門学校 文化教養専門課程建築インテリア科 平成20年4月1日 平成22年2月26日

宮城県 仙台デザイン専門学校 専門課程グラフィックデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
仙台デザイン専門学校 文化教養専門課程グラフィックデザイン科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 仙台デザイン専門学校 専門課程建築デザイン科 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

宮城県 仙台デザイン専門学校 専門課程造形美術科 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

宮城県 仙台デザイン専門学校 専門課程コミック（マンガ）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

宮城県 仙台デザイン専門学校 文化教養専門課程フラワーデザイン２級受験科 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

宮城県 仙台デザイン専門学校 文化教養専門課程建築インテリア科 平成20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

宮城県 仙台デザイン専門学校 文化教養専門課程生活インテリア科 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

宮城県 仙台デザイン専門学校 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
仙台デザイン専門学校

文化・教養専門課程グラフィックデザイン学
科

平成24年4月1日 平成25年1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
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

宮城県 仙台デザイン専門学校 文化・教養専門課程グラフィックデザイン学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

宮城県 仙台デジタルテクノ専門学校 工業専門課程ＣＡＤ製図学科 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

宮城県 仙台デジタルテクノ専門学校 工業専門課程機械工学科 平成12年4月1日 ～ 平成20年2月27日 平成13年3月8日 廃止 平成20年2月27日 平成30年2月28日

宮城県 仙台デジタルテクノ専門学校 工業専門課程建築工学科 平成12年4月1日 ～ 平成20年2月27日 平成13年3月8日 廃止 平成20年2月27日 平成30年2月28日

宮城県 仙台デジタルテクノ専門学校 工業専門課程建築設備学科 平成12年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

宮城県 仙台デジタルテクノ専門学校 工業専門課程情報処理学科 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

宮城県 仙台デジタルテクノ専門学校 工業専門課程電気工学科 平成12年4月1日 ～ 平成20年2月27日 平成13年3月8日 廃止 平成20年2月27日 平成30年2月28日

宮城県 仙台デジタルテクノ専門学校 工業専門課程土木工学科 平成12年4月1日 ～ 平成20年2月27日 平成13年3月8日 廃止 平成20年2月27日 平成30年2月28日

宮城県 仙台デジタルテクノ専門学校 工業専門課程マルチメディア学科 平成12年4月1日 ～ 平成20年2月27日 平成13年3月8日 廃止 平成20年2月27日 平成30年2月28日

宮城県 仙台デジタルテクノ専門学校 工業専門課程ゲーム学科 平成15年2月19日 ～ 平成20年2月27日 平成15年2月19日 廃止 平成20年2月27日 平成30年2月28日

宮城県 仙台デジタルテクノ専門学校 工業専門課程ネット技術者養成学科 平成15年2月19日 ～ 平成20年2月27日 平成15年2月19日 廃止 平成20年2月27日 平成30年2月28日

宮城県 仙台デジタルテクノ専門学校 工業専門課程ベンチャーエンジニア学科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

宮城県 仙台デジタルビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
仙台デジタルビジネス専門学校 商業実務専門課程医療事務管理学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 仙台デジタルビジネス専門学校 商業実務専門課程国際ホテル・観光学科 平成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

宮城県 仙台デジタルビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
仙台デジタルビジネス専門学校

商業実務専門課程パソコン経理実務学
科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 仙台デジタルビジネス専門学校 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

宮城県 仙台デジタルビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報処理学科 平成12年4月1日 ～ 平成20年2月27日 平成13年3月8日 廃止 平成20年2月27日 平成30年2月28日

宮城県 仙台デジタルビジネス専門学校 商業実務専門課程医療事務管理学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

宮城県 仙台デジタルビジネス専門学校 商業実務専門課程パソコン経理実務学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

宮城県 仙台デジタルビジネス専門学校 商業実務専門課程ｅ－ビジネス学科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

宮城県 仙台デジタルビジネス専門学校 商業実務専門課程インターネット情報学科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

宮城県 仙台デジタルビジネス専門学校 商業実務専門課程ベンチャービジネス学科 平成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

宮城県 仙台デジタルビジネス専門学校 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

宮城県 仙台デジタルビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理学科 平成17年3月3日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

宮城県 仙台デジタルビジネス専門学校 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

宮城県 仙台デジタルビジネス専門学校 商業実務専門課程福祉住環境ビジネス学科 平成17年3月3日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

宮城県 仙台電子専門学校 工業専門課程コンピュータクリエイティブ学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
仙台電子専門学校

工業専門課程デジタルクリエイティブ学
科

平成9年4月1日 平成9年11月17日

宮城県 仙台電子専門学校 工業専門課程情報システムエ学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
仙台電子専門学校 工業専門課程情報システム学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日
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学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名

適用年月日
告示年月日 手続き

名称変更後 変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

宮城県 仙台電子専門学校 専門課程ＣＧ学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程ＣＧ学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

宮城県 仙台電子専門学校 専門課程応用情報工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

宮城県 仙台電子専門学校 専門課程国際情報学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

宮城県 仙台電子専門学校 専門課程情報科学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程情報科学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

宮城県 仙台電子専門学校 専門課程情報科学研究科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

宮城県 仙台電子専門学校 専門課程情報システム研究科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

宮城県 仙台電子専門学校 専門課程情報システム工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

宮城県 仙台電子専門学校 専門課程情報ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

宮城県 仙台電子専門学校 専門課程電子工学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程電子工学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

宮城県 仙台電子専門学校 工業専門課程応用情報工学科 平成7年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

宮城県 仙台電子専門学校 工業専門課程情報科学研究科 平成7年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

宮城県 仙台電子専門学校 工業専門課程情報システム研究科 平成7年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

宮城県 仙台電子専門学校 工業専門課程情報ビジネス学科 平成7年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

宮城県 仙台電子専門学校 工業専門課程家電電気工学科 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程家電電気工学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

宮城県 仙台電子専門学校 工業専門課程環境科学科 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

宮城県 仙台電子専門学校 工業専門課程情報システム学科 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
専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程情報システム学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

宮城県 仙台電子専門学校 工業専門課程デジタルクリエイティブ学科 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
専門学校デジタルアーツ仙台

工業専門課程デジタルクリエイティブ学
科

平成10年4月1日 平成10年12月21日

宮城県 仙台電子専門学校 工業専門課程マルチメディア学科（３年課程） 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

宮城県 仙台徳洲看護専門学校 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

宮城県 仙台ビジネス専門学校 専門課程医療秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

宮城県 仙台ビジネス専門学校 専門課程国際ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際ビジネス学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

宮城県 仙台ビジネス専門学校 専門課程トラベル観光学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程トラベル観光学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

宮城県 仙台ビジネス専門学校 専門課程ビジネス情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
仙台ビジネス専門学校

商業実務専門課程ビジネス情報処理
学科

平成7年4月1日 平成7年11月30日

宮城県 仙台ビジネス専門学校 専門課程秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス秘書学科 平成9年4月1日 平成7年11月30日

宮城県 仙台ビジネス専門学校 専門課程マスコミ広報学科 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
仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程マスコミ広報学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

宮城県 仙台ビジネス専門学校 専門課程流通ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程流通ビジネス学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

宮城県 仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

宮城県 仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際ビジネス学科 平成7年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
仙台ビジネス専門学校

商業実務専門課程国際コミュニケー
ション学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日
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学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名

適用年月日
告示年月日 手続き

名称変更後 変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

宮城県 仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程トラベル観光学科 平成7年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

宮城県 仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程秘書学科 平成7年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス秘書学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

宮城県 仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程ホテル学科 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

宮城県 仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程マスコミ広報学科 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
仙台ビジネス専門学校 文化教養専門課程マスコミ広報学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

宮城県 仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程流通ビジネス学科 平成7年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

宮城県 仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程スポーツビジネス学科 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

宮城県 仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程デザインクリエイティブ学科 平成8年12月4日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
仙台ビジネス専門学校

文化教養専門課程デザインクリエイティ
ブ学科

平成12年4月1日 平成9年11月17日

宮城県 仙台ビジネス専門学校 文化教養専門課程マスコミ広報学科 平成8年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

宮城県 仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際コミュニケーション学科 平成9年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

宮城県 仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報学科 平成9年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
仙台ビジネス専門学校

商業実務専門課程ビジネスコミュニケー
ション学科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

宮城県 仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報処理学科 平成7年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

宮城県 仙台ビジネス専門学校 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
仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＯＡ秘書学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

宮城県 仙台ビジネス専門学校 文化教養専門課程デザインクリエイティブ学科 平成9年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

宮城県 仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＯＡ秘書学科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

宮城県 仙台ビジネス専門学校 文化教養専門課程アウトドアビジネス学科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

宮城県 仙台ビジネス専門学校 文化教養専門課程スポーツビジネス学科 平成10年12月21日 ～ 平成16年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

宮城県 仙台ビジネス専門学校 文化教養専門課程フラワービジネス学科 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

宮城県 仙台ビジネス専門学校 文化教養専門課程ペットビジネス学科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

宮城県 仙台ビジネス専門学校
商業実務専門課程ビジネスコミュニケーション学
科

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

宮城県 仙台ビジネス専門学校 文化教養専門課程トリマー学科 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

宮城県 仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際貿易学科 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

宮城県 仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成13年3月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

宮城県 仙台ビジネス専門学校 商業実務専門課程ファッションビジネス学科 平成13年3月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

宮城県 仙台ビジネス専門学校 文化教養専門課程フラワー学科 平成14年2月27日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

宮城県 仙台ビューティーアート専門学校 衛生専門課程トータルビューティー科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

宮城県 仙台ビューティーアート専門学校 衛生専門課程美容科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

宮城県 仙台ビューティーアート専門学校 衛生専門課程ブライダルプロデュース科 平成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22年2月26日 平成30年2月28日

宮城県 仙台ビューティーアート専門学校 衛生専門課程　ヘアメイク科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日
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宮城県 仙台福祉専門学校 専門課程医療情報学科 平成7年11月30日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
仙台福祉専門学校 商業実務専門課程医療情報学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

宮城県 仙台福祉専門学校 専門課程医療秘書学科 平成7年11月30日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
仙台福祉専門学校 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

宮城県 仙台福祉専門学校 専門課程福祉学科 平成7年11月30日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
仙台福祉専門学校 教育社会福祉専門課程福祉学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

宮城県 仙台福祉専門学校 教育社会福祉専門課程福祉学科 平成8年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
仙台保健福祉専門学校 教育社会福祉専門課程福祉学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

宮城県 仙台福祉専門学校 商業実務専門課程医療情報学科 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
仙台福祉専門学校 商業実務専門課程医療情報管理学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

宮城県 仙台福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成8年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
仙台保健福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

宮城県 仙台福祉専門学校 専門課程介護福祉学科 平成8年12月4日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
仙台福祉専門学校 教育社会福祉専門課程介護福祉学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

宮城県 仙台福祉専門学校 教育社会福祉専門課程介護福祉学科 平成9年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
仙台保健福祉専門学校 教育社会福祉専門課程介護福祉学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

宮城県 仙台福祉専門学校 教育社会福祉専門課程福祉心理学科 平成10年12月21日 ～ 平成19年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
仙台保健福祉専門学校 教育社会福祉専門課程福祉心理学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

宮城県 仙台福祉専門学校 商業実務専門課程医療情報管理学科 平成11年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

宮城県 仙台福祉専門学校 商業実務専門課程福祉情報学科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

宮城県 仙台福祉専門学校 教育社会福祉専門課程在宅福祉学科 平成13年3月1日 ～ 平成19年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
仙台保健福祉専門学校 教育社会福祉専門課程在宅福祉学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

宮城県 仙台福祉専門学校 商業実務専門課程医薬学科 平成13年3月1日 ～ 平成19年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
仙台保健福祉専門学校 商業実務専門課程医薬学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

宮城県 仙台福祉専門学校 教育社会福祉専門課程児童福祉学科 平成14年2月27日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
仙台保健福祉専門学校 教育社会福祉専門課程児童福祉学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

宮城県 仙台福祉専門学校 商業実務専門課程福祉事務管理学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

宮城県 仙台福祉専門学校 教育社会福祉専門課程介護ビジネス学科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

宮城県 仙台福祉専門学校 教育社会福祉専門課程行政福祉学科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

宮城県 仙台福祉専門学校 教育社会福祉専門課程情報福祉学科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

宮城県 仙台福祉専門学校 教育社会福祉専門課程健康福祉学科 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
仙台保健福祉専門学校 教育社会福祉専門課程健康福祉学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

宮城県 仙台福祉専門学校
教育社会福祉専門課程福祉環境コーディネー
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
名称変

更
仙台保健福祉専門学校

教育社会福祉専門課程福祉環境コーディ
ネーター学科

平成19年4月1日 平成20年2月26日

宮城県 仙台福祉専門学校 教育社会福祉専門課程保育学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
仙台保健福祉専門学校 教育社会福祉専門課程保育学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

宮城県 仙台福祉専門学校 商業実務専門課程医療福祉情報管理学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
仙台保健福祉専門学校 商業実務専門課程医療福祉情報管理学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

宮城県 仙台ヘアメイク専門学校 衛生専門課程美容本科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

宮城県 仙台ヘアメイク専門学校 衛生専門課程ビューティービジネス科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

宮城県 仙台法経専門学校 専門課程経営法学科 平成7年1月23日 ～ 平成29年1月11日 平成7年1月23日 廃止 平成29年1月11日 平成30年2月28日

宮城県 仙台法経専門学校 専門課程法学専修科 平成7年1月23日 ～ 平成29年1月11日 平成7年1月23日 廃止 平成29年1月11日 平成30年2月28日

宮城県 仙台法経専門学校 専門課程法律実務科 平成7年1月23日 ～ 平成29年1月11日 平成7年1月23日 廃止 平成29年1月11日 平成30年2月28日

宮城県 仙台保健福祉専門学校
教育社会福祉専門課程医療ソーシャルワーカー
学科

平成20年2月26日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日
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宮城県 仙台保健福祉専門学校 教育社会福祉専門課程介護福祉学科 平成19年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
仙台保健福祉専門学校 教育社会福祉専門課程介護福祉科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

宮城県 仙台保健福祉専門学校 教育社会福祉専門課程介護保険事務学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

宮城県 仙台保健福祉専門学校 教育社会福祉専門課程健康福祉学科 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

宮城県 仙台保健福祉専門学校 教育社会福祉専門課程在宅福祉学科 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

宮城県 仙台保健福祉専門学校 教育社会福祉専門課程児童福祉学科 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

宮城県 仙台保健福祉専門学校 教育社会福祉専門課程福祉学科 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

宮城県 仙台保健福祉専門学校
教育社会福祉専門課程福祉環境コーディネー
ター学科

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

宮城県 仙台保健福祉専門学校 教育社会福祉専門課程福祉心理学科 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

宮城県 仙台保健福祉専門学校 教育社会福祉専門課程保育学科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

宮城県 仙台保健福祉専門学校 商業実務専門課程医薬学科 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

宮城県 仙台保健福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 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

宮城県 仙台保健福祉専門学校 商業実務専門課程医療福祉情報管理学科 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

宮城県 仙台保健福祉専門学校 教育社会福祉専門課程介護福祉科 平成19年4月1日 ～ 平成21年2月27日

宮城県 仙台保健福祉専門学校 教育社会福祉専門課程健康福祉科 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

宮城県 仙台保健福祉専門学校 教育社会福祉専門課程在宅福祉科 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

宮城県 仙台保健福祉専門学校 教育社会福祉専門課程福祉科 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

宮城県 仙台保健福祉専門学校 教育社会福祉専門課程保育科 平成21年2月27日 ～ 平成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

宮城県 仙台保健福祉専門学校 商業実務専門課程医薬科 平成21年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

宮城県 仙台保健福祉専門学校 商業実務専門課程医療情報管理科 平成21年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

宮城県 仙台保健福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成21年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

宮城県 仙台保健福祉専門学校 医療専門課程歯科衛生科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

宮城県 仙台保健福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程幼児教育科 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

宮城県 仙台保健福祉専門学校 教育社会福祉専門課程こども科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

宮城県 仙台モイジャパン美容専門学校 美容専門課程美容科（昼間部） 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
仙台国際美容専門学校 美容専門課程美容科（昼間部） 平成23年4月1日 平成25年1月29日

宮城県 仙台モイジャパン美容専門学校 美容専門課程美容科（夜間部） 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
仙台国際美容専門学校 美容専門課程美容科（夜間部） 平成23年4月1日 平成25年1月29日

宮城県 仙台幼児保育専門学校 教育・社会福祉専門課程幼児保育科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

宮城県 仙台幼児保育専門学校 教育・社会福祉専門課程保育士養成科 平成23年12月22日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
仙台幼児保育専門学校 教育・社会福祉専門課程こども保育科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

宮城県 仙台幼児保育専門学校 教育・社会福祉専門課程こども保育科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日
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宮城県 仙台リゾートアンドスポーツ専門学校 文化教養専門課程健康スポーツ科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

宮城県 仙台リゾートアンドスポーツ専門学校 文化教養専門課程レジャースポーツ科 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
仙台リゾートアンドスポーツ専門学校 文化教養専門課程リゾートスポーツ科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

宮城県 仙台リゾートアンドスポーツ専門学校 文化教養専門課程リゾートスポーツ科 平成11年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成22年3月31日 平成29年2月28日

宮城県 仙台リゾートアンドスポーツ専門学校 文化教養専門課程スポーツトレーナー科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

宮城県 仙台リゾートアンドスポーツ専門学校 文化教養専門課程スポーツ保育科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

宮城県 仙台リゾートアンドスポーツ専門学校 文化教養専門課程アスレティックトレーナー科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

宮城県 仙台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17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

宮城県 仙台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17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

宮城県 仙台理容美容専門学校 専門課程美容科 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
仙台理容美容専門学校 衛星専門課程美容科 平成13年4月1日 平成30年2月28日

宮城県 仙台理容美容専門学校 専門課程理容科 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
仙台理容美容専門学校 衛星専門課程理容科 平成13年4月1日 平成30年2月28日

宮城県 仙台理容美容専門学校 衛星専門課程美容科 平成13年4月1日 ～ 平成30年2月28日

宮城県 仙台理容美容専門学校 衛星専門課程理容科 平成13年4月1日 ～ 平成30年2月28日

宮城県 仙台理容美容専門学校 衛星専門課程理容科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

宮城県 専門学校赤門自動車整備大学校 工業専門課程二級自動車整備士科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

宮城県 専門学校赤門自動車整備大学校 工業専門課程二級二輪自動車整備士科 平成17年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

宮城県 専門学校赤門自動車整備大学校 工業専門課程モータースポーツ科 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

宮城県 専門学校アニマルインターカレッジ 文化・教養専門課程愛犬美容専修科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

宮城県 専門学校アニマルインターカレッジ 文化・教養専門課程動物看護学科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校アニマルインターカレッジ 文化・教養専門課程動物看護専修学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

宮城県 専門学校アニマルインターカレッジ 文化・教養専門課程愛犬美容研究学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

宮城県 専門学校アニマルインターカレッジ 文化・教養専門課程動物看護研究学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

宮城県 専門学校アニマルインターカレッジ 文化・教養専門課程動物看護専修学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

宮城県 専門学校花壇自動車整備大学校 工業専門課程自動車整備学科 平成17年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校花壇自動車大学校 工業専門課程自動車整備学科 平成21年4月1日 平成23年12月22日

宮城県 専門学校花壇自動車大学校 工業専門課程自動車整備学科 平成21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
専門学校花壇自動車大学校 工業専門課程自動車科 平成26年4月1日 平成30年2月28日

宮城県 専門学校花壇自動車大学校 工業専門課程自動車科 平成26年4月1日 ～ 平成30年2月28日

宮城県 専門学校創表現研究所 衛生専門課程ビューティー表現学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成14年3月31日 平成16年2月17日

宮城県 専門学校創表現研究所 家政専門課程ファッション表現学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成14年3月31日 平成16年2月17日

宮城県 専門学校創表現研究所 文化・教養専門課程インテリア表現学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

宮城県 専門学校創表現研究所 文化・教養専門課程デザイン表現学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日
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宮城県 専門学校創表現研究所 文化・教養専門課程プランニング表現学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

宮城県 専門学校創表現研究所 文化・教養専門課程ライティング表現学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

宮城県 専門学校創表現研究所
衛生専門課程ビューティー表現学系トータル
ビューティー学科

平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成14年3月31日 平成20年2月26日

宮城県 専門学校創表現研究所
衛生専門課程ビューティー表現学系ブライダルプ
ロデュース学科

平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成14年3月31日 平成20年2月26日

宮城県 専門学校創表現研究所
衛生専門課程ビューティー表現学系エステティック
学科

平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成14年3月31日 平成20年2月26日

宮城県 専門学校創表現研究所
服飾・家政専門課程ファッション表現学系ショップ
プロデュース学科

平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

宮城県 専門学校創表現研究所
服飾・家政専門課程ファッション表現学系スタイリ
ングワーク学科

平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

宮城県 専門学校創表現研究所
服飾・家政専門課程ファッション表現学系ファッ
ションディレクション学科

平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

宮城県 専門学校創表現研究所
文化・教養専門課程エンターテイメント表現学系ス
テージプロデュース学科

平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

宮城県 専門学校創表現研究所
文化・教養専門課程エンターテイメント表現学系パ
フォーミングアーツ学科

平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

宮城県 専門学校創表現研究所
文化・教養専門課程エンターテイメント表現学系
ミュージックプロデュース学科

平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

宮城県 専門学校創表現研究所
文化・教養専門課程デザイン表現学系ファイン
アート学科

平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

宮城県 専門学校創表現研究所
文化・教養専門課程デザイン表現学系ヴィジュア
ルデザイン学科

平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

宮城県 専門学校創表現研究所
文化・教養専門課程デザイン表現学系スペースデ
ザイン学科

平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

宮城県 専門学校創表現研究所
文化・教養専門課程プランニング表現学系イン
ターナショナルプロデュース学科

平成16年2月17日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

宮城県 専門学校創表現研究所
文化・教養専門課程プランニング表現学系メディ
ア編集学科

平成16年2月17日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

宮城県 専門学校創表現研究所
文化・教養専門課程プランニング表現学系企画ビ
ジネス学科

平成16年2月17日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

宮城県 専門学校創表現研究所 衛生専門課程ビューティー表現学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日 平成14年3月31日

宮城県 専門学校創表現研究所 服飾・家政専門課程ファッション表現学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

宮城県 専門学校創表現研究所 文化・教養専門課程エンターテイメント表現学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

宮城県 専門学校創表現研究所 文化・教養専門課程デザイン表現学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

宮城県 専門学校仙台カレッジオブデザイン 文化教養専門課程インテリアデザイン科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校仙台カレッジオブデザイン 文化教養専門課程総合環境デザイン科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

宮城県 専門学校仙台カレッジオブデザイン 文化教養専門課程グラフィックデザイン科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校仙台カレッジオブデザイン 文化教養専門課程ビジュアルデザイン科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

宮城県 専門学校仙台カレッジオブデザイン 文化教養専門課程コンピュータグラフィックス科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校仙台カレッジオブデザイン 文化教養専門課程ビジュアルデザイン科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

宮城県 専門学校仙台カレッジオブデザイン 文化教養専門課程総合環境デザイン科 平成11年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校仙台カレッジオブデザイン 文化教養専門課程インテリアデザイン科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

宮城県 専門学校仙台カレッジオブデザイン 文化教養専門課程ビジュアルデザイン科 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

宮城県 専門学校仙台カレッジオブデザイン 文化教養専門課程インテリアデザイン科 平成14年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校仙台カレッジオブデザイン 文化教養専門課程建築デザイン科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

宮城県 専門学校仙台カレッジオブデザイン 文化教養専門課程総合デザイン科 平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日
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学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名

適用年月日
告示年月日 手続き

名称変更後 変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

宮城県 専門学校仙台カレッジオブデザイン 文化教養専門課程インテリアデザイン科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

宮城県 専門学校仙台カレッジオブデザイン 文化教養専門課程建築デザイン科 平成20年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成25年3月31日 平成30年2月28日

宮城県 専門学校仙台歯科衛生士学院 医療専門課程歯科衛生士学科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月26日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月26日 平成30年2月28日

宮城県 専門学校曽根きもの文化学院 専門課程総合きもの科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校曽根きもの文化学院 家政専門課程総合きもの科（３年課程） 平成14年4月1日 平成12年2月8日

宮城県 専門学校曽根きもの文化学院 家政専門課程総合きもの科（２年課程） 平成12年2月8日 ～ 平成18年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成19年2月22日

宮城県 専門学校曽根きもの文化学院 家政専門課程総合きもの科（３年課程） 平成11年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成19年2月22日

宮城県 専門学校曽根きもの文化学院 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18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19年2月22日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程ＣＧ学科 平成10年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程音響映像学科 平成10年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程家電電気工学科 平成10年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程情報科学科 平成10年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程情報システム学科 平成10年4月1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

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程ソフトコミュニケーション学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程デジタルクリエイティブ学科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程電子工学科 平成10年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程マルチメディア学科（２年課程） 平成10年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程ミュージックビジネス学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程ＣＡＤ設計学科 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

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程経営情報学科 平成12年2月8日 ～ 平成17年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程建築工学科 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

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程環境管理学科 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

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程電気工事士学科 平成13年3月1日 ～ 平成20年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程ＣＧアニメーション学科 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

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程ゲームクリエイター学科 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
専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程ゲームクリエイター科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程デザインクリエイティブ学科 平成13年3月1日 ～ 平成17年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程デジタルミュージック学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程マスコミ編集学科 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

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程ミュージックビジネス学科 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
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学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名

適用年月日
告示年月日 手続き

名称変更後 変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程ＤＶＤ編集学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程３ＤＣＧアニメーション学科 平成14年2月27日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程出版編集学科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程ステージクリエイティブ学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程パーソナリティ学科 平成14年2月27日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程ミュージック学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程映像学科 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

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程ミュージックスタッフ学科 平成15年2月19日 ～ 平成22年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程ミュージックスタッフ科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程ミュージックビジネス学科 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

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程ミュージックプレイヤー学科 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

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程ＩＴライセンス学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程放送映像学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程編集クリエイティブ学科 平成16年2月17日 ～ 平成22年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程ネットワークシステム学科 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

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程３ＤＣＧムービー学科 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

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程声優学科 平成17年3月3日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程声優科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程ＣＧアニメーション学科 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

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程Webデザイナー学科 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

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程映像制作学科 平成17年12月26日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程建築デザイン学科 平成17年12月26日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程グラフィックデザイン学科 平成17年12月26日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程国際情報ビジネス学科 平成17年12月26日 ～ 平成27年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程国際情報ビジネス科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程まんがアニメーター学科 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

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程ＣＧクリエイター学科 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
専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程ＣＧクリエイター科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程ゲームプロフェッショナル学科 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

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 工業専門課程デジタル電気工学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程Webクリエイター学科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程まんがアニメ学科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程まんがアニメ科 平成22年4月1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
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年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程ＣＧクリエイター科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程ゲームクリエイター科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程声優科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程デザイン科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程まんがアニメ科 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
専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程イラスト・マンガアニメ科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程ミュージックアーティスト科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程ミュージックスタッフ科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程国際情報ビジネス科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程ＩＴソリューション科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程　情報システム科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

宮城県 専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程イラスト・マンガアニメ科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

宮城県 専門学校東北動物看護学院 文化・教養専門課程動物看護総合学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

宮城県 専門学校日本デザイナー芸術学院 文化教養専門課程デザイン芸術学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

宮城県 専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校 商業実務専門課程ビューティ学科 平成20年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校日本デザイナー芸術学院仙台
校

商業実務専門課程セレモニープロデュース
学科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

宮城県 専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校 文化教養専門課程サウンドアート学科 平成20年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校日本デザイナー芸術学院仙台
校

文化教養専門課程声優アニメ学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

宮城県 専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校 文化教養専門課程デザイン学科 平成20年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校日本デザイナー芸術学院仙台
校

文化教養専門課程デザイン芸術学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

宮城県 専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校 文化教養専門課程まんが学科 平成20年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校日本デザイナー芸術学院仙台
校

文化教養専門課程マンガ学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

宮城県 専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校 商業実務専門課程セレモニープロデュース学科 平成24年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

宮城県 専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校 文化教養専門課程マンガ学科 平成25年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
専門学校日本デザイナー芸術学院仙台
校

文化教養専門課程デザイン芸術学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

宮城県 専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校 文化教養専門課程イラスト学科 平成27年2月19日 ～ 平成28年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
専門学校日本デザイナー芸術学院仙台
校

文化教養専門課程デザイン芸術学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

宮城県 専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校 文化教養専門課程声優アニメ学科 平成26年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
専門学校日本デザイナー芸術学院仙台
校

文化教養専門課程デザイン芸術学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

宮城県 専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校 文化教養専門課程デザイン芸術学科 平成28年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成29年2月28日
名称変

更
専門学校日本デザイナー芸術学院 文化教養専門課程デザイン芸術学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

宮城県 専門学校日本ビジネススクール仙台校 商業実務専門課程国際観光学科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校日本ビジネススクール仙台校

商業実務専門課程コミュニケーションビジネ
ス学科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

宮城県 専門学校日本ビジネススクール仙台校 商業実務専門課程総合ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校日本ビジネススクール仙台校

商業実務専門課程サウンドアートビジネス
学科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

宮城県 専門学校日本ビジネススクール仙台校 文化教養専門課程デザイン学科２年制 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校日本デザイナー芸術学院仙台
校

文化教養専門課程デザイン学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

宮城県 専門学校日本ビジネススクール仙台校
商業実務専門課程コミュニケーションビジネス学
科

平成14年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校日本デザイナー芸術学院仙台
校

商業実務専門課程ビューティ学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

宮城県 専門学校日本ビジネススクール仙台校 商業実務専門課程サウンドアートビジネス学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

宮城県 専門学校日本ビジネススクール仙台校 文化教養専門課程デジタルデザイン学科 平成15年2月19日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校日本デザイナー芸術学院仙台
校

文化教養専門課程まんが学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

22 / 37 ページ



学　校　名 課　程　名
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宮城県 専門学校日本ビジネススクール仙台校 文化教養専門課程サウンドアートビジネス学科 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
専門学校日本デザイナー芸術学院仙台
校

文化教養専門課程サウンドアート学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

宮城県 専門学校宮城高等歯科衛生士学院 医療専門課程歯科衛生士科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

宮城県 専門学校宮城歯科衛生士学院 医療専門課程歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校宮城高等歯科衛生士学院 医療専門課程歯科衛生士科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 中央理容美容専門学校 専門課程美容科 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
SENDAI中央理容美容専門学校 専門課程美容科 平成20年4月1日 平成23年12月22日

宮城県 中央理容美容専門学校 専門課程理容科 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
SENDAI中央理容美容専門学校 専門課程理容科 平成20年4月1日 平成23年12月22日

宮城県 東京ＩＴ会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程ＩＴビジネス学科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

宮城県 東京ＩＴ会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程会計士学科 平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

宮城県 東京ＩＴ会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程情報管理学科（２年制） 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

宮城県 東京ＩＴ会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程情報管理学科（３年制） 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

宮城県 東京ＩＴ会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程情報経理学科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

宮城県 東京ＩＴ会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程税理士学科 平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

宮城県 東京ＩＴ会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程ビジネス学科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

宮城県 東京ＩＴ会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程会計学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

宮城県 東京アイティー・会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程会計士学科（２年制） 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京ＩＴ会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程会計士学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

宮城県 東京アイティー・会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程会計士学科（３年制） 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

宮城県 東京アイティー・会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程情報管理学科（２年制） 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京ＩＴ会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程情報管理学科（２年制） 平成16年4月1日 平成17年3月9日

宮城県 東京アイティー・会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程情報管理学科（３年制） 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京ＩＴ会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程情報管理学科（３年制） 平成16年4月1日 平成17年3月9日

宮城県 東京アイティー・会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程情報経理学科 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京ＩＴ会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程情報経理学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

宮城県 東京アイティー・会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程情報ビジネス学科 平成13年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

宮城県 東京アイティー・会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程税理士学科（２年制） 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京ＩＴ会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程税理士学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

宮城県 東京アイティー・会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程税理士学科（３年制） 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

宮城県 東京アイティー・会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程ＩＴビジネス学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東京ＩＴ会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程ＩＴビジネス学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

宮城県 東京アイティー・会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程ビジネス学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東京ＩＴ会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程ビジネス学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

宮城県 東京会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程会計士学科（２年制） 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東京アイティー・会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程会計士学科（２年制） 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東京会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程情報管理学科（２年制） 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東京アイティー・会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程情報管理学科（２年制） 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東京会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程情報経理学科 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
東京アイティー・会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程情報経理学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東京会計専門学校仙台校 ビジネス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
名称変

更
東京アイティー・会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程情報ビジネス学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東京会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程税理士学科（２年制） 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東京アイティー・会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程税理士学科（２年制） 平成13年4月1日 平成14年2月27日
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宮城県 東京会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程会計士学科（３年制） 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京アイティー・会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程会計士学科（３年制） 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東京会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程情報管理学科（３年制） 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京アイティー・会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程情報管理学科（３年制） 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東京会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程税理士学科（３年制） 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東京アイティー・会計専門学校仙台校 ビジネス専門課程税理士学科（３年制） 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東京法律専門学校仙台校 文化教養専門課程法律学科（２年制） 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

宮城県 東京法律専門学校仙台校 文化教養専門課程法律行政学科 平成12年2月8日 ～ 平成23年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

宮城県 東京法律専門学校仙台校 文化教養専門課程法律社会学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

宮城県 東京法律専門学校仙台校 文化教養専門課程法律ビジネス学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

宮城県 東京法律専門学校仙台校 文化教養専門課程法律学科（３年制） 平成13年3月1日 ～ 平成31年4月1日 平成13年3月8日 廃止 平成31年4月1日 令和2年2月29日

宮城県 東北医療福祉専門学校 医療専門課程医用技術科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東北文化学園専門学校 医療専門課程医用技術科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

宮城県 東北医療福祉専門学校 医療専門課程作業療法科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東北文化学園専門学校 医療専門課程作業療法科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

宮城県 東北医療福祉専門学校 医療専門課程視能訓練士科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東北文化学園専門学校 医療専門課程視能訓練士科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

宮城県 東北医療福祉専門学校 医療専門課程理学療法科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東北文化学園専門学校 医療専門課程理学療法科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

宮城県 東北医療福祉専門学校 医療専門課程臨床工学技術科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東北文化学園専門学校 医療専門課程臨床工学技術科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

宮城県 東北医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東北文化学園専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

宮城県 東北医療福祉専門学校 工業専門課程バイオ工学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東北医療福祉専門学校 工業専門課程バイオ環境科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

宮城県 東北医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療情報科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東北文化学園専門学校 商業実務専門課程医療情報科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

宮城県 東北医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東北文化学園専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

宮城県 東北医療福祉専門学校 商業実務専門課程病歴管理科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

宮城県 東北医療福祉専門学校 工業専門課程バイオ環境科 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
東北文化学園専門学校 工業専門課程バイオ環境科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

宮城県 東北医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程医療情報福祉科 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
東北文化学園専門学校 教育・社会福祉専門課程医療情報福祉科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

宮城県 東北外語観光専門学校
教育・社会福祉専門課程国際教育科（子ども英語
保育コース）

平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
東北外語観光専門学校

教育・社会福祉専門課程子ども保育科（子
ども保育コース）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

宮城県 東北外語観光専門学校
教育・社会福祉専門課程国際教育科（日本語教
師養成コース）

平成22年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成27年3月31日 平成29年2月28日

宮城県 東北外語観光専門学校 文化・教養専門課程英語科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

宮城県 東北外語観光専門学校 文化・教養専門課程国際観光科 平成22年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

宮城県 東北外語観光専門学校
文化・教養専門課程国際ビジネス科（マーケティン
グコース）

平成22年11月29日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

宮城県 東北外語観光専門学校 文化・教養専門課程日中通訳科 平成22年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

宮城県 東北外語観光専門学校 文化・教養専門課程日本語科（進学２年コース） 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

宮城県 東北外語観光専門学校 文化・教養専門課程日本語コミュニケーション科 平成22年11月29日 ～ 平成29年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日
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宮城県 東北外語観光専門学校 文化・教養専門課程留学科（キャリア留学コース） 平成22年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

宮城県 東北外語観光専門学校
教育・社会福祉専門課程子ども保育科（子ども保
育コース）

平成23年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

宮城県 東北外語観光専門学校 文化・教養専門課程エアライン科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

宮城県 東北外語観光専門学校 文化・教養専門課程国際総合ビジネス科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

宮城県 東北外語観光専門学校 文化・教養専門課程トラベル科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

宮城県 東北外語観光専門学校 文化・教養専門課程ホテル科 平成29年2月28日 ～ 平成30年3月31日 平成29年2月28日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

宮城県 東北外語観光専門学校 文化・教養専門課程　キャリアビジネス科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

宮城県 東北外国語専門学校 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
東北外国語専門学校 商業実務専門課程ビジネス学科秘書科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

宮城県 東北外国語専門学校 専門課程英語科本科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東北外国語専門学校 文化・教養専門課程英語科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

宮城県 東北外国語専門学校 専門課程秘書科本科 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
東北外国語専門学校 商業実務専門課程ビジネス学科秘書科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

宮城県 東北外国語専門学校 商業実務専門課程ビジネス学科秘書科 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

宮城県 東北外国語専門学校 専門課程観光科 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

宮城県 東北外国語専門学校 専門課程中国語科 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
東北外国語専門学校 文化・教養専門課程中国語科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

宮城県 東北外国語専門学校 専門課程ビジネス科経営ビジネスコース 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

宮城県 東北外国語専門学校 文化・教養専門課程英語科 平成15年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東北外語観光専門学校 文化・教養専門課程英語科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 東北外国語専門学校 文化・教養専門課程中国語科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

宮城県 東北外国語専門学校 文化・教養専門課程日中通訳科 平成17年12月26日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
東北外語観光専門学校 文化・教養専門課程日中通訳科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 東北外国語専門学校 文化・教養専門課程留学科（キャリア留学コース） 平成17年12月26日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
東北外語観光専門学校

文化・教養専門課程留学科（キャリア留学
コース）

平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 東北外国語専門学校 文化・教養専門課程国際観光科 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
東北外語観光専門学校 文化・教養専門課程国際観光科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 東北外国語専門学校 文化・教養専門課程国際教育科 平成20年2月26日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

宮城県 東北外国語専門学校
教育・社会福祉専門課程国際教育科（子ども英語
保育コース）

平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
東北外語観光専門学校

教育・社会福祉専門課程国際教育科（子ど
も英語保育コース）

平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 東北外国語専門学校 文化・教養専門課程日本語科（一般コース） 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
東北外語観光専門学校

文化・教養専門課程日本語科（進学２年
コース）

平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 東北外国語専門学校
教育・社会福祉専門課程国際教育科（日本語教
師養成コース）

平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
東北外語観光専門学校

教育・社会福祉専門課程国際教育科（日本
語教師養成コース）

平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 東北工科情報専門学校 工業専門課程インテリア科 平成7年1月23日 ～ 平成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

宮城県 東北工科情報専門学校 工業専門課程建築科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

宮城県 東北工科情報専門学校 工業専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成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

宮城県 東北工科情報専門学校 商業実務専門課程国際ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

宮城県 東北工科情報専門学校 商業実務専門課程情報経理科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日
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宮城県 東北工科情報専門学校 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7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東北工科情報専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス秘書科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

宮城県 東北工科情報専門学校 文化教養専門課程デザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東北工科情報専門学校 文化教養専門課程ビジュアルデザイン科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

宮城県 東北工科情報専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス秘書科 平成7年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

宮城県 東北工科情報専門学校 工業専門課程情報システム科 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

宮城県 東北工科情報専門学校 工業専門課程建築デザイン科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

宮城県 東北工科情報専門学校 工業専門課程土木環境工学科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

宮城県 東北工科情報専門学校 商業実務専門課程英語ビジネス科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

宮城県 東北工科情報専門学校 商業実務専門課程経営情報科 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

宮城県 東北工科情報専門学校 文化教養専門課程ビジュアルデザイン科 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

宮城県 東北歯科技工専門学校 専門課程歯科技工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

宮城県 東北柔道専門学校 専門課程柔道整復科昼間部 平成7年11月30日 ～ 平成13年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
仙台接骨医療専門学校 専門課程柔道整復科昼間部 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東北柔道専門学校 専門課程柔道整復科夜間部 平成7年11月30日 ～ 平成13年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
仙台接骨医療専門学校 専門課程柔道整復科夜間部 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東北情報経理専門学校 専門課程会計経理科 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
国際マルチビジネス専門学校 専門課程会計経理科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

宮城県 東北情報経理専門学校 専門課程情報経理科 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
国際マルチビジネス専門学校 専門課程情報経理科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

宮城県 東北情報専門学校 専門課程家政学科昼間部 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

宮城県 東北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7年1月23日

宮城県 東北電子計算機専門学校 専門課程ＩＮＳ情報通信工学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

宮城県 東北電子計算機専門学校 専門課程航空情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東北電子計算機専門学校 工業専門課程航空業務情報処理科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

宮城県 東北電子計算機専門学校 専門課程コンピュータ医用工学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東北電子計算機専門学校 工業専門課程コンピュータ医用工学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

宮城県 東北電子計算機専門学校 専門課程コンピュータオーディオ映像音響技術科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東北電子計算機専門学校

工業専門課程コンピュータオーディオ映像
音響技術科

平成8年4月1日 平成8年12月4日

宮城県 東北電子計算機専門学校 専門課程コンピュータグラフィックス映像技術科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東北電子計算機専門学校

工業専門課程コンピュータグラフィックス映
像技術科

平成8年4月1日 平成8年12月4日

宮城県 東北電子計算機専門学校 専門課程コンピュータサービス営業科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東北電子計算機専門学校 工業専門課程ビジネス営業科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

宮城県 東北電子計算機専門学校 専門課程コンピュータ制御工学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東北電子計算機専門学校 工業専門課程コンピュータ制御工学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

宮城県 東北電子計算機専門学校 専門課程上級応用工学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東北電子計算機専門学校 工業専門課程上級応用工学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

宮城県 東北電子計算機専門学校 専門課程上級情報工学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東北電子計算機専門学校 工業専門課程上級情報工学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

宮城県 東北電子計算機専門学校 専門課程女子情報ビジネス秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東北電子計算機専門学校 専門課程情報ビジネス秘書科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

宮城県 東北電子計算機専門学校 専門課程電子計算機高等科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東北電子計算機専門学校 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

宮城県 東北電子計算機専門学校 専門課程情報経理科 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
東北電子計算機専門学校 工業専門課程情報経理科 平成8年4月1日 平成8年12月4日
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学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名
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年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

宮城県 東北電子計算機専門学校 専門課程情報ビジネス秘書科 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
東北電子計算機専門学校 工業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

宮城県 東北電子計算機専門学校 専門課程スーパーエンジニア科 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
東北電子計算機専門学校 工業専門課程スーパーエンジニア科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程ゲームソフトクリエーター科 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
東北電子専門学校 工業専門課程ゲームソフトクリエーター科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程航空業務情報処理科 平成8年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程コンピュータ医用工学科 平成8年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

宮城県 東北電子計算機専門学校
工業専門課程コンピュータオーディオ映像音響技
術科

平成8年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東北電子計算機専門学校

工業専門課程スタジオ・ステージ音響映像
科

平成10年4月1日 平成10年12月21日

宮城県 東北電子計算機専門学校
工業専門課程コンピュータグラフィックス映像技術
科

平成8年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東北電子計算機専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程コンピュータ制御工学科 平成8年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程上級応用工学科 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
東北電子計算機専門学校

工業専門課程マイクロコンピュータ応用シ
ステム科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程上級情報工学科 平成8年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東北電子計算機専門学校 工業専門課程情報工学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程情報経理科 平成8年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程情報経理科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程情報システム科 平成8年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東北電子専門学校 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

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程スーパーエンジニア科 平成8年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程ビジネス営業科 平成8年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程ビジネス秘書科 平成8年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成8年12月4日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東北電子計算機専門学校 工業専門課程マルチメディアクリエーター科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程ＯＡインストラクター科 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
東北電子計算機専門学校

工業専門課程コンピュータインストラクター
科

平成10年4月1日 平成10年12月21日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程インテリアデザイン科 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
東北電子計算機専門学校 工業専門課程ＣＡＤ建築デザイン科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程グラフィックデザイン科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程グラフィックデザイン科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程経営情報デザイン科 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
東北電子計算機専門学校 工業専門課程広報企画プランナー科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス科 平成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
東北電子専門学校 工業専門課程ＣＧエンジニア科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程コンピュータミュージック科 平成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
東北電子専門学校 工業専門課程コンピュータミュージック科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程情報工学科 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
東北電子専門学校 工業専門課程情報工学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程ネットワークエンジニア科 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
東北電子専門学校 工業専門課程ネットワークエンジニア科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程旅行情報ビジネス科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程ＣＡＤ建築デザイン科 平成10年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程ＣＡＤ建築デザイン科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程医療情報事務科 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

宮城県 東北電子計算機専門学校 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
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宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程広報企画プランナー科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程コンピュータインストラクター科 平成10年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
東北電子専門学校

工業専門課程コンピュータインストラクター
科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程情報工学研究科 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
東北電子専門学校 工業専門課程経営情報学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程スタジオ・ステージ音響映像科 平成10年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
東北電子専門学校

工業専門課程スタジオ・ステージ音響映像
科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程国際情報ビジネス科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

宮城県 東北電子計算機専門学校
工業専門課程マイクロコンピュータ応用システム
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 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程マルチメディアエンジニア科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程マルチメディアエンジニア科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程マルチメディアクリエーター科 平成11年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程マルチメディアクリエーター科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計製図科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計製図科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程ＣＧクリエーター科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程ＣＧクリエーター科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程ゲームソフトエンジニア科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程ゲームソフトエンジニア科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程情報機器サポート技術科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程情報機器サポート技術科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程総合情報ビジネス科 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
東北電子専門学校 工業専門課程総合情報ビジネス科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東北電子計算機専門学校 工業専門課程電子応用工学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東北電子専門学校

工業専門課程コンピュータ制御エンジニア
科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程ＣＡＤ建築デザイン科 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程建築デザイン科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計製図科 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程ＣＡＤエンジニア科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程ＣＧエンジニア科 平成13年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程ＣＧ映像制作科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程ＣＧクリエーター科 平成13年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程グラフィックデザイン科 平成13年4月1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

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程経営情報学科 平成13年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程ゲームソフトエンジニア科 平成13年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程ゲームエンジニア科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程ゲームソフトクリエーター科 平成13年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程ゲームクリエーター科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程コンピュータ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
東北電子専門学校

工業専門課程パソコンオフィシャルトレー
ナー科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程コンピュータ制御エンジニア科 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程ロボット制御エンジニア科 平成17年4月1日 平成20年2月26日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程コンピュータミュージック科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程デジタルミュージック科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程情報機器サポート技術科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程デジタル家電科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程情報経理科 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
東北電子専門学校 工業専門課程コンピュータ会計科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程情報工学科 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程システムエンジニア科 平成16年4月1日 平成19年2月22日
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学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名
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年月日

変更、廃止、不適合
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宮城県 東北電子専門学校 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

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程スタジオ・ステージ音響映像科 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

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程総合情報ビジネス科 平成13年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程デジタルアニメーション科 平成14年2月27日 ～ 平成18年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程ＣＧアニメーター科 平成18年4月1日 平成20年2月26日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程デジタル映像放送科 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

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程電子工学科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程ネットワークエンジニア科 平成13年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程ネットワークセキュリティ科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程マルチメディアエンジニア科 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

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程マルチメディアクリエーター科 平成13年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程Webデザイン科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程医療事務情報科 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

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程エレクトロニクス工学科 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
東北電子専門学校 工業専門課程エレクトロニクス科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程音響技術科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程デジタル音響技術科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程デジタル家電科 平成14年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
東北電子専門学校

工業専門課程　ホームエレクトロニクス技術
科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程デジタルミュージック科 平成14年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程パソコンオフィシャルトレーナー科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程パソコンインストラクター科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程アドバンス・システムエンジニア科 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
東北電子専門学校

工業専門課程アドバンス・システムエンジニ
ア科２年課程

平成15年4月1日 平成17年3月9日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程国際情報ビジネス科 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

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程コンピュータ会計科 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

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程パソコンインストラクター科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

宮城県 東北電子専門学校
工業専門課程アドバンス・システムエンジニア科２
年課程

平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
東北電子専門学校

工業専門課程アドバンス・システムエンジニ
ア科

平成17年4月1日 平成19年2月22日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程デジタル音響技術科 平成15年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程インテリアデザイン科 平成17年12月26日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程インテリア科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程エレクトロニクス科 平成17年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程ＣＡＤエンジニア科 平成17年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計製図科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程アドバンス・システムエンジニア科 平成17年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程建築工学科 平成19年2月1日 ～ 平成28年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程建築デザイン科 平成17年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤデザイン科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程システムエンジニア科 平成16年4月1日 ～ 平成19年2月22日
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学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名
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宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程ベンチャービジネス科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程ショップＩＴビジネス科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程ＣＧアニメーター科 平成18年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程産学連携ゲームＣＧ専攻科 平成20年2月26日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程電気工事科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程ロボット制御エンジニア科 平成17年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程組込みシステムエンジニア科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程情報セキュリティ科 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

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程ショップＩＴビジネス科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程流通情報ビジネス科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程リフォームコーディネーター科 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

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計製図科 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
東北電子専門学校 工業専門課程機械ＣＡＤ設計科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程ＤＴＰデザイン科 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程Web開発技術科 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
東北電子専門学校 工業専門課程Ｗｅｂシステム科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程Webデザイン科 平成21年4月1日 ～ 平成22年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

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程ゲームクリエーター科 平成21年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程ネットワークシステム科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程流通情報ビジネス科 平成21年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程ＣＧ映像制作科 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

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程インテリア科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程組込みシステムエンジニア科 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
東北電子専門学校 工業専門課程自動車組込みシステム科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程ゲームエンジニア科 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

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程ネットワークセキュリティ科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

宮城県 東北電子専門学校 商業実務専門課程医療事務情報科 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
東北電子専門学校 商業実務専門課程医療秘書事務科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

宮城県 東北電子専門学校 商業実務専門課程国際ビジネス科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

宮城県 東北電子専門学校 商業実務専門課程総合情報ビジネス科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

宮城県 東北電子専門学校 商業実務専門課程流通ビジネス科 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

宮城県 東北電子専門学校 文化教養専門課程ＣＧクリエーター科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

宮城県 東北電子専門学校 文化教養専門課程ＤＴＰ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

宮城県 東北電子専門学校 文化教養専門課程Ｗｅｂ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
名称変

更
東北電子専門学校 文化教養専門課程メディアデザイン科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

宮城県 東北電子専門学校 文化教養専門課程映像放送メディア科 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
東北電子専門学校 文化・教養専門課程映像放送科 平成27年4月1日 平成28年2月29日
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宮城県 東北電子専門学校 文化教養専門課程音響制作技術科 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
東北電子専門学校 文化・教養専門課程音響制作科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

宮城県 東北電子専門学校 文化教養専門課程グラフィックデザイン科 平成22年11月29日 ～ 平成29年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
東北電子専門学校 文化教養専門課程デジタルデザイン科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

宮城県 東北電子専門学校 文化教養専門課程ゲームクリエーター科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

宮城県 東北電子専門学校 文化教養専門課程デジタルミュージック科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程自動車組込みシステム科 平成23年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程組込みシステム科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

宮城県 東北電子専門学校 商業実務専門課程医療情報管理科 平成23年12月22日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

宮城県 東北電子専門学校 商業実務専門課程医療秘書事務科 平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

宮城県 東北電子専門学校 文化・教養専門課程ＣＧ映像制作科 平成23年12月22日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

宮城県 東北電子専門学校 文化・教養専門課程ゲームエンジニア科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

宮城県 東北電子専門学校 文化教養専門課程メディアデザイン科 平成23年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東北電子専門学校 文化・教養専門課程Ｗｅｂクリエーター科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程Ｗｅｂシステム科 平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程スマートフォンアプリ開発科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程機械ＣＡＤ設計科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤデザイン科 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
東北電子専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程スマートフォンアプリ開発科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ科 平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
東北電子専門学校 工業専門課程建築科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

宮城県 東北電子専門学校 文化・教養専門課程Ｗｅｂクリエーター科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

宮城県 東北電子専門学校 文化・教養専門課程映像放送科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

宮城県 東北電子専門学校 文化・教養専門課程音響制作科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

宮城県 東北電子専門学校 文化・教養専門課程マンガ・アニメ科 平成28年2月29日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程組込みシステム科 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成29年2月28日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程組込みソフトエンジニア科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程建築科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程建築大工技能科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

宮城県 東北電子専門学校 文化教養専門課程デジタルデザイン科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

宮城県 東北電子専門学校 工業専門課程　ホームエレクトロニクス技術科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

宮城県 東北福祉情報専門学校 専門課程情報ビジネス科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

宮城県 東北福祉情報専門学校 専門課程介護福祉科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

宮城県 東北文化学園専門学校 医療専門課程医用技術科 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
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宮城県 東北文化学園専門学校 医療専門課程作業療法科 平成11年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

宮城県 東北文化学園専門学校 医療専門課程視能訓練士科 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

宮城県 東北文化学園専門学校 医療専門課程理学療法科 平成11年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

宮城県 東北文化学園専門学校 医療専門課程臨床工学技術科 平成11年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東北文化学園専門学校 医療専門課程臨床工学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

宮城県 東北文化学園専門学校 教育・社会福祉専門課程医療情報福祉科 平成11年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

宮城県 東北文化学園専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成11年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東北文化学園専門学校

教育・社会福祉専門課程　総合福祉学科介
護福祉科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

宮城県 東北文化学園専門学校 教育・社会福祉専門課程保育福祉科 平成12年2月8日 ～ 平成24年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

宮城県 東北文化学園専門学校 工業専門課程インテリア科 平成12年2月8日 ～ 平成29年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東北文化学園専門学校

工業専門課程　建築デザイン学科インテリ
ア科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

宮城県 東北文化学園専門学校 工業専門課程建築科 平成12年2月8日 ～ 平成29年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東北文化学園専門学校

工業専門課程　建築デザイン学科建築土
木科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

宮城県 東北文化学園専門学校 工業専門課程建築デザイン科 平成12年2月8日 ～ 平成22年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

宮城県 東北文化学園専門学校 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

宮城県 東北文化学園専門学校 工業専門課程情報処理科 平成12年2月8日 ～ 平成18年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

宮城県 東北文化学園専門学校 工業専門課程土木環境工学科 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

宮城県 東北文化学園専門学校 工業専門課程バイオ環境科 平成11年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

宮城県 東北文化学園専門学校 商業実務専門課程医療情報科 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

宮城県 東北文化学園専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成11年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
商業実務専門課程　医療ビジネス学科医
療秘書科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

宮城県 東北文化学園専門学校 商業実務専門課程英語ビジネス科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

宮城県 東北文化学園専門学校 商業実務専門課程情報経理科 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

宮城県 東北文化学園専門学校 商業実務専門課程トラベル観光科 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

宮城県 東北文化学園専門学校 文化教養専門課程ビジュアルデザイン科 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

宮城県 東北文化学園専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科 平成13年3月1日 ～ 平成17年12月8日 平成13年3月8日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

宮城県 東北文化学園専門学校 工業専門課程経営情報システム科 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

宮城県 東北文化学園専門学校 商業実務専門課程税理士科 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

宮城県 東北文化学園専門学校 文化教養専門課程産業情報デザイン科 平成13年3月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

宮城県 東北文化学園専門学校 医療専門課程福祉工学科 平成14年2月27日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

宮城県 東北文化学園専門学校 工業専門課程環境土木科 平成14年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

宮城県 東北文化学園専門学校 商業実務専門課程医療情報管理科 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

宮城県 東北文化学園専門学校 商業実務専門課程会計ビジネス科 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
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宮城県 東北文化学園専門学校 商業実務専門課程社会保険労務士科 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

宮城県 東北文化学園専門学校 商業実務専門課程地域ビジネス科 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

宮城県 東北文化学園専門学校 医療専門課程臨床工学科 平成14年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成30年3月31日 令和2年2月29日

宮城県 東北文化学園専門学校 教育・社会福祉専門課程専門介護福祉科 平成22年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

宮城県 東北文化学園専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉情報科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

宮城県 東北文化学園専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉心理科 平成15年2月19日 ～ 平成20年2月26日 平成15年2月19日 不適合 平成20年2月26日 平成20年2月26日

宮城県 東北文化学園専門学校 工業専門課程情報システム科 平成15年2月19日 ～ 平成19年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

宮城県 東北文化学園専門学校
文化教養専門課程マルチメディアデザイン科（グラ
フィックデザインコース）

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

宮城県 東北文化学園専門学校
文化教養専門課程マルチメディアデザイン科（デ
ジタルデザインコース）

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

宮城県 東北文化学園専門学校 教育・社会福祉専門課程専門介護福祉科 平成22年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

宮城県 東北文化学園専門学校 商業実務専門課程医療福祉経営科 平成16年2月17日 ～ 平成17年12月8日 平成16年2月17日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

宮城県 東北文化学園専門学校 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

宮城県 東北文化学園専門学校 文化教養専門課程教養科 平成16年2月17日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

宮城県 東北文化学園専門学校 文化教養専門課程デザイン科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

宮城県 東北文化学園専門学校 教育・社会福祉専門課程医療福祉工学科 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

宮城県 東北文化学園専門学校 教育・社会福祉専門課程総合介護福祉科 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

宮城県 東北文化学園専門学校 商業実務専門課程保健福祉科 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

宮城県 東北文化学園専門学校 文化教養専門課程情報デザイン科 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

宮城県 東北文化学園専門学校 商業実務専門課程総合医療情報科 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

宮城県 東北文化学園専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 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

宮城県 東北文化学園専門学校 商業実務専門課程診療情報管理士科 平成21年2月27日 ～ 平成30年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成30年3月31日 令和2年2月29日

宮城県 東北文化学園専門学校 教育・社会福祉専門課程こども未来科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

宮城県 東北文化学園専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

宮城県 東北文化学園専門学校
教育・社会福祉専門課程福祉コミュニケーション
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

宮城県 東北文化学園専門学校 工業専門課程環境エクステリア科 平成25年1月29日 ～ 平成29年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

宮城県 東北文化学園専門学校 商業実務専門課程医療情報管理科 平成25年1月29日 ～ 平成29年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
商業実務専門課程　医療ビジネス学科医
療情報管理科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

宮城県 東北文化学園専門学校 工業専門課程福祉住環境デザイン科 平成26年1月28日 ～ 平成29年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

宮城県 東北文化学園専門学校
教育・社会福祉専門課程　総合福祉学科介護福
祉科

平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日
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宮城県 東北文化学園専門学校 工業専門課程　建築デザイン学科インテリア科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

宮城県 東北文化学園専門学校 工業専門課程　建築デザイン学科建築土木科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

宮城県 東北文化学園専門学校
商業実務専門課程　医療ビジネス学科医療情報
管理科

平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

宮城県 東北文化学園専門学校
商業実務専門課程　医療ビジネス学科医療秘書
科

平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

宮城県 東北保健医療専門学校 医療専門課程作業療法科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

宮城県 東北保健医療専門学校 商業実務専門課程医療情報管理科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

宮城県 東北保健医療専門学校 商業実務専門課程医療秘書事務科 平成23年12月22日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
東北保健医療専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成24年4月1日 平成26年1月28日

宮城県 東北保健医療専門学校 医療専門課程理学療法科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

宮城県 東北保健医療専門学校 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

宮城県 東北保健医療専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成24年4月1日 ～ 平成26年1月28日

宮城県 東北保健医療専門学校 医療専門課程歯科衛生科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

宮城県 東北理工専門学校 工業専門課程測量科本科Ｂコース 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

宮城県 東北理工専門学校 工業専門課程測量建設科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東北理工専門学校 工業専門課程土木工学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

宮城県 東北理工専門学校 工業専門課程測量情報技術科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東北理工専門学校 工業専門課程情報工学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

宮城県 東北理工専門学校 工業専門課程調査設計科 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

宮城県 東北理工専門学校 工業専門課程情報工学科 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

宮城県 東北理工専門学校 工業専門課程土木工学科 平成15年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
仙台情報工科専門学校 工業専門課程土木工学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

宮城県
独立行政法人国立病院機構仙台医療セン
ター附属仙台看護助産学校

看護専門課程看護学科 平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
医療専門課程看護学科 平成19年4月1日 平成30年2月28日

宮城県
独立行政法人国立病院機構仙台医療セン
ター附属仙台看護助産学校

医療専門課程看護学科 平成19年4月1日 ～ 平成30年2月28日

宮城県
独立行政法人国立病院機構仙台医療セン
ター附属リハビリテーション学院

医療専門課程作業療法学科 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

宮城県
独立行政法人国立病院機構仙台医療セン
ター附属リハビリテーション学院

医療専門課程理学療法学科 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

宮城県
独立行政法人労働者健康安全機構東北労
災看護専門学校

医療専門課程看護科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

宮城県
独立行政法人労働者健康福祉機構東北労
災看護専門学校

医療専門課程看護科 平成16年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
独立行政法人労働者健康安全機構東北
労災看護専門学校

医療専門課程看護科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

宮城県 ドレメファッション芸術専門学校 家政専門課程スタイリスト科 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
ファッション芸術専門学校ＤＯＲＥＭＥ 家政専門課程スタイリスト科 平成26年4月1日 平成28年2月29日

宮城県 ドレメファッション芸術専門学校 家政専門課程ファッションデザイン科 平成17年4月1日 ～ 平成17年4月1日 平成17年12月26日
名称変

更
ドレメファッション芸術専門学校 家政専門課程デザイナー科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

宮城県 ドレメファッション芸術専門学校 家政専門課程ファッションビジネス科 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
ファッション芸術専門学校ＤＯＲＥＭＥ 家政専門課程ファッションビジネス科 平成26年4月1日 平成28年2月29日

宮城県 ドレメファッション芸術専門学校 家政専門課程服飾テクニカル科 平成17年4月1日 ～ 平成17年4月1日 平成17年12月26日
名称変

更
ドレメファッション芸術専門学校 家政専門課程服飾造形科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

宮城県 ドレメファッション芸術専門学校 家政専門課程デザイナー科 平成17年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
ファッション芸術専門学校ＤＯＲＥＭＥ 家政専門課程デザイナー科 平成26年4月1日 平成28年2月29日
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宮城県 ドレメファッション芸術専門学校 家政専門課程服飾造形科 平成17年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
ファッション芸術専門学校ＤＯＲＥＭＥ 家政専門課程服飾造形科 平成26年4月1日 平成28年2月29日

宮城県 ドレメファッション芸術専門学校 家政専門課程アーツ＆クラフト学科 平成22年11月29日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
ファッション芸術専門学校ＤＯＲＥＭＥ 家政専門課程アーツ＆クラフト科 平成26年4月1日 平成28年2月29日

宮城県 長谷柳絮医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科 平成17年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
仙台青葉服飾・医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

宮城県 長谷柳絮医療福祉専門学校 服飾家政専門課程服飾専攻科 平成17年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
仙台青葉服飾・医療福祉専門学校 服飾・家政専門課程服飾学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

宮城県 長谷柳絮医療福祉専門学校 医療専門課程鍼灸科 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
仙台青葉服飾・医療福祉専門学校 医療専門課程鍼灸科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

宮城県 長谷柳絮医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科（夜間コース） 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
仙台青葉服飾・医療福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程介護福祉科夜間
コース

平成21年4月1日 平成22年2月26日

宮城県 長谷柳絮専門学校 専門課程専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
長谷柳絮福祉専門学校 服飾家政専門課程服飾専攻科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

宮城県 長谷柳絮福祉専門学校 服飾家政専門課程服飾専攻科 平成9年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
長谷柳絮医療福祉専門学校 服飾家政専門課程服飾専攻科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

宮城県 長谷柳絮福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科 平成10年12月21日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
長谷柳絮医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

宮城県 東日本医療専門学校 医療専門課程柔道整復科（昼間部） 平成19年2月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東日本医療専門学校

医療専門課程柔道整復スポーツ科学科（昼
間部）

平成25年4月1日 平成26年1月28日

宮城県 東日本医療専門学校 医療専門課程柔道整復科（夜間部） 平成19年2月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東日本医療専門学校

医療専門課程柔道整復スポーツ科学科（夜
間部）

平成25年4月1日 平成26年1月28日

宮城県 東日本医療専門学校 医療専門課程鍼灸スポーツ科学科Ａ 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東日本医療専門学校 医療専門課程鍼灸スポーツ科学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

宮城県 東日本医療専門学校 文化・教養専門課程スポーツ健康科学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

宮城県 東日本医療専門学校 医療専門課程鍼灸スポーツ科学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

宮城県 東日本医療専門学校 医療専門課程柔道整復スポーツ科学科（昼間部） 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

宮城県 東日本医療専門学校 医療専門課程柔道整復スポーツ科学科（夜間部） 平成25年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
東日本医療専門学校 医療専門課程　柔道整復科（夜間部） 平成29年4月1日 平成30年2月28日

宮城県 東日本医療専門学校 医療専門課程　柔道整復科（夜間部） 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

宮城県 東日本航空専門学校 工業専門課程航空機整備科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

宮城県 東日本航空専門学校 工業専門課程航空業務情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東日本航空専門学校 工業専門課程航空ビジネス科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

宮城県 東日本航空専門学校 工業専門課程航空ビジネス科 平成7年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

宮城県 東日本航空専門学校 工業専門課程ヘリコプター整備科 平成8年12月4日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

宮城県 東日本航空専門学校 工業専門課程エアポートビジネス科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

宮城県 東日本航空専門学校 工業専門課程空港エンジニア科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

宮城県 ファッション芸術専門学校ＤＯＲＥＭＥ 家政専門課程アーツ＆クラフト科 平成26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
家政専門課程　アーツ＆クラフト学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

宮城県 ファッション芸術専門学校ＤＯＲＥＭＥ 家政専門課程スタイリスト科 平成26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
家政専門課程　スタイリスト学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

宮城県 ファッション芸術専門学校ＤＯＲＥＭＥ 家政専門課程デザイナー科 平成26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
家政専門課程　デザイン造形学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

宮城県 ファッション芸術専門学校ＤＯＲＥＭＥ 家政専門課程ファッションビジネス科 平成26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
家政専門課程　ファッションビジネス学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

宮城県 ファッション芸術専門学校ＤＯＲＥＭＥ 家政専門課程服飾造形科 平成26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
平成29年4月1日 平成30年2月28日
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宮城県 ファッション芸術専門学校ＤＯＲＥＭＥ 家政専門課程　アーツ＆クラフト学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

宮城県 ファッション芸術専門学校ＤＯＲＥＭＥ 家政専門課程　スタイリスト学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

宮城県 ファッション芸術専門学校ＤＯＲＥＭＥ 家政専門課程　デザイン造形学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

宮城県 ファッション芸術専門学校ＤＯＲＥＭＥ 家政専門課程　ファッションビジネス学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

宮城県 ファッション芸術専門学校ＤＯＲＥＭＥ 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

宮城県 文理ランドスケープ園芸専門学校 園芸専門課程園芸学科 平成17年12月26日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
文理ランドスケープ園芸専門学校 専門課程園芸環境学科 平成18年4月1日 平成20年2月26日

宮城県 文理ランドスケープ園芸専門学校 造園・緑化専門課程造園・緑化学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

宮城県 文理ランドスケープ園芸専門学校 専門課程園芸環境学科 平成18年4月1日 ～ 平成20年2月26日

宮城県 宮城県高等看護学校 医療専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

宮城県 宮城県総合衛生学院 医療専門課程臨床看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

宮城県 宮城県総合衛生学院 医療専門課程臨床検査学科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

宮城県 宮城県農業実践大学校 農業専門課程養成課程本科 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
宮城県農業大学校 農業専門課程養成課程 平成21年4月1日 平成22年2月26日

宮城県 宮城県農業大学校 農業専門課程養成課程 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

宮城県 宮城調理製菓専門学校 専門課程上級調理技術科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

宮城県 宮城調理製菓専門学校 専門課程上級調理技術科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

宮城県 宮城調理製菓専門学校 専門課程上級製菓技術科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

宮城県 宮城ドレスメーカー専門学校 家政専門課程きもの科 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

宮城県 宮城ドレスメーカー専門学校 家政専門課程スタイリスト＆コーディネーター科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
宮城ドレスメーカー専門学校 家政専門課程スタイリスト科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

宮城県 宮城ドレスメーカー専門学校 家政専門課程ディスプレイデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
宮城ドレスメーカー専門学校 家政専門課程ファッションビジネス科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

宮城県 宮城ドレスメーカー専門学校 家政専門課程パタンナー科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
宮城ドレスメーカー専門学校 家政専門課程ファッションデザイン科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

宮城県 宮城ドレスメーカー専門学校 家政専門課程ビジネス情報企画科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
宮城ドレスメーカー専門学校 家政専門課程ファッションビジネス科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

宮城県 宮城ドレスメーカー専門学校 家政専門課程ファッションテクニカル科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
宮城ドレスメーカー専門学校 家政専門課程ファッションデザイン科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

宮城県 宮城ドレスメーカー専門学校 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9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
宮城ドレスメーカー専門学校 家政専門課程ファッションデザイン科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

宮城県 宮城ドレスメーカー専門学校 家政専門課程スタイリスト科 平成9年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
ドレメファッション芸術専門学校 家政専門課程スタイリスト科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

宮城県 宮城ドレスメーカー専門学校 家政専門課程ファッションデザイン科 平成9年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
ドレメファッション芸術専門学校 家政専門課程ファッションデザイン科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

宮城県 宮城ドレスメーカー専門学校 家政専門課程ファッションビジネス科 平成9年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
ドレメファッション芸術専門学校 家政専門課程ファッションビジネス科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

宮城県 宮城ドレスメーカー専門学校 家政専門課程服飾テクニカル科 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
ドレメファッション芸術専門学校 家政専門課程服飾テクニカル科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

宮城県 宮城文化服装専門学校 専門課程きもの芸術科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成30年2月28日
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宮城県 宮城文化服装専門学校 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7年1月23日

宮城県 宮城文化服装専門学校 専門課程ファッションビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

宮城県 宮城文化服装専門学校 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

宮城県 宮城理容美容専門学校 専門課程美容科 平成13年3月1日 ～ 平成26年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成26年3月31日 平成30年2月28日

宮城県 宮城理容美容専門学校 専門課程理容科 平成13年3月1日 ～ 平成26年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成26年3月31日 平成30年2月28日

宮城県 モイジャパン美容専門学校 美容専門課程美容科（昼間部） 平成17年12月26日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
仙台モイジャパン美容専門学校 美容専門課程美容科（昼間部） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 モイジャパン美容専門学校 美容専門課程美容科（夜間部） 平成17年12月26日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
仙台モイジャパン美容専門学校 美容専門課程美容科（夜間部） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮城県 杜の都ビジネス専門学校
商業実務系専門課程ビジネス学科観光科トラベ
ル観光コース

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

宮城県 杜の都ビジネス専門学校
商業実務系専門課程ビジネス学科観光科ホテル
観光コース

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

宮城県 杜の都ビジネス専門学校
商業実務系専門課程ビジネス学科ビジネス科（２
年課程）経営ビジネスコース

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

宮城県 杜の都ビジネス専門学校
商業実務系専門課程ビジネス学科秘書科医療秘
書コース

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

宮城県 杜の都ビジネス専門学校
商業実務系専門課程ビジネス学科秘書科秘書ビ
ジネスコース

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

宮城県 労働福祉事業団東北労災看護専門学校 医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
独立行政法人労働者健康福祉機構東北
労災看護専門学校

医療専門課程看護科 平成16年4月1日 平成17年3月9日
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