
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

栃木県 NIKKO外語観光専門学校 文化・教養専門課程　通訳・ガイド学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

栃木県 アイ・エフ・シー栄養専門学校 専門課程栄養士養成学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

栃木県 明美和装専門学校 専門課程和裁科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

栃木県 足利介護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成18年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
足利製菓福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

栃木県 足利コンピュータアンドデザイン専門学校 家政専門課程ファッションビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
足利デザイン工科専門学校 服飾・家政専門課程ファッションデザイン科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

栃木県 足利コンピュータアンドデザイン専門学校 文化教養専門課程インテリアデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
足利デザイン工科専門学校 文化教養専門課程インテリアデザイン科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

栃木県 足利コンピュータアンドデザイン専門学校 文化教養専門課程グラフィックデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
足利デザイン工科専門学校 文化教養専門課程グラフィックデザイン科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

栃木県 足利コンピュータアンドデザイン専門学校 文化教養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

栃木県 足利製菓専門学校 衛生専門課程パティシエ科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

栃木県 足利製菓専門学校 衛生専門課程　調理製菓科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

栃木県 足利製菓福祉専門学校 衛生専門課程パティシエ科 平成27年2月19日 ～ 平成29年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
足利製菓専門学校 衛生専門課程パティシエ科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

栃木県 足利製菓福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成26年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

栃木県 足利デザイン・ビューティ専門学校 衛生専門課程トータルビューティー科 平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
足利デザイン・ビューティ専門学校 衛生専門課程トータルビューティ科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

栃木県 足利デザイン・ビューティ専門学校 衛生専門課程美容科 平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
足利デザイン・ビューティ専門学校 衛生専門課程美容総合科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

栃木県 足利デザイン・ビューティ専門学校 服飾・家政専門課程ファッションデザイン科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

栃木県 足利デザイン・ビューティ専門学校 文化教養専門課程雑貨コーディネーター科 平成17年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
足利デザイン・ビューティ専門学校 文化教養専門課程雑貨デザイン科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

栃木県 足利デザイン・ビューティ専門学校 文化教養専門課程生活空間デザイン科 平成17年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
足利デザイン・ビューティ専門学校 文化教養専門課程インテリアデザイン科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

栃木県 足利デザイン・ビューティ専門学校 文化教養専門課程ビジュアルデザイン科 平成17年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

栃木県 足利デザイン・ビューティ専門学校 衛生専門課程トータルビューティ科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

栃木県 足利デザイン・ビューティ専門学校 衛生専門課程美容総合科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

栃木県 足利デザイン・ビューティ専門学校 文化教養専門課程雑貨デザイン科 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

栃木県 足利デザイン・ビューティ専門学校 衛生専門課程パティシエ科 平成22年2月26日 ～ 平成26年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

栃木県 足利デザイン・ビューティ専門学校 文化教養専門課程インテリアデザイン科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

栃木県 足利デザイン・ビューティ専門学校 文化教養専門課程クリエイティブ・デザイン科 平成26年1月28日 ～ 平成31年4月1日 平成26年1月28日
名称変

更
足利デザイン・ビューティ専門学校

文化教養専門課程　クリエイティブデザイン
科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

栃木県 足利デザイン・ビューティ専門学校 衛生専門課程　ブライダル・ウェディング科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

栃木県 足利デザイン・ビューティ専門学校 文化教養専門課程　クリエイティブデザイン科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

栃木県 足利デザイン工科専門学校 工業専門課程建築工学科 平成7年11月30日 ～ 平成15年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

（令和2年3月現在）

位 置 専　修　学　校　名 課　程　名
適用年月日

告示年月日 手続き
名称変更後 変更、廃止、不適合

年月日
変更、廃止、不適合

告示年月日
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学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名

適用年月日
告示年月日 手続き
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栃木県 足利デザイン工科専門学校 服飾・家政専門課程ファッションデザイン科 平成7年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
足利デザイン・ビューティ専門学校 服飾・家政専門課程ファッションデザイン科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

栃木県 足利デザイン工科専門学校 文化教養専門課程インテリアデザイン科 平成7年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
足利デザイン工科専門学校 文化教養専門課程生活空間デザイン科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

栃木県 足利デザイン工科専門学校 文化教養専門課程グラフィックデザイン科 平成7年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
足利デザイン工科専門学校 文化教養専門課程ビジュアルデザイン科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

栃木県 足利デザイン工科専門学校 商業実務専門課程雑貨コーディネーター科 平成10年12月21日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

栃木県 足利デザイン工科専門学校 衛生専門課程美容科 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
足利デザイン・ビューティ専門学校 衛生専門課程美容科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

栃木県 足利デザイン工科専門学校 文化教養専門課程造形デザイン科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

栃木県 足利デザイン工科専門学校 文化教養専門課程生活空間デザイン科 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
足利デザイン・ビューティ専門学校 文化教養専門課程生活空間デザイン科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

栃木県 足利デザイン工科専門学校 文化教養専門課程生活雑貨デザイン科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
足利デザイン工科専門学校 文化教養専門課程雑貨コーディネーター科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

栃木県 足利デザイン工科専門学校 文化教養専門課程ビジュアルデザイン科 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
足利デザイン・ビューティ専門学校 文化教養専門課程ビジュアルデザイン科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

栃木県 足利デザイン工科専門学校 衛生専門課程トータルビューティー科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
足利デザイン・ビューティ専門学校 衛生専門課程トータルビューティー科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

栃木県 足利デザイン工科専門学校 文化教養専門課程雑貨コーディネーター科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
足利デザイン・ビューティ専門学校 文化教養専門課程雑貨コーディネーター科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

栃木県 足利文化服装専門学校 専門課程洋裁科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

栃木県 足利文化服装専門学校 専門課程洋裁科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

栃木県 東照学院氏家医療福祉専門学校 医療専門課程医療管理科 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
東照学院氏家医療福祉専門学校 医療専門課程医療福祉科（２年課程） 平成13年4月1日 平成14年2月27日

栃木県 東照学院氏家医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科 平成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
東照学院氏家医療福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程社会福祉科（２年
課程）

平成13年4月1日 平成14年2月27日

栃木県 東照学院氏家医療福祉専門学校 医療専門課程医療福祉科（２年課程） 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

栃木県 東照学院氏家医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科（２年課程） 平成13年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東洋パラメディカル学院

教育・社会福祉専門課程社会福祉科（２年
課程）

平成15年4月1日 平成16年2月17日

栃木県 東照学院氏家医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科（３年課程） 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東洋パラメディカル学院

教育・社会福祉専門課程社会福祉科（３年
課程）

平成15年4月1日 平成16年2月17日

栃木県 荒川編物服飾専門学校 専門課程編物手芸科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
荒川編物服飾専門学校

服飾・家政専門課程ファッションニット科昼
間部

平成11年4月1日 平成14年2月27日

栃木県 荒川編物服飾専門学校 服飾・家政専門課程ファッションニット科昼間部 平成11年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校Tochigi Global Fashion
Business College

服飾・家政専門課程　ファッションビジネス
科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

栃木県 石山和装専門学校 専門課程和裁科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

栃木県
インターナショナルビジネスランゲージ専門
学校

専門課程キャリアランゲージ学科 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
インターナショナルビジネスランゲージ専
門学校

専門課程ランゲージ学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

栃木県
インターナショナルビジネスランゲージ専門
学校

専門課程ファッションテクニカル学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
インターナショナルビジネスランゲージ専
門学校

専門課程ファッション学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

栃木県
インターナショナルビジネスランゲージ専門
学校

専門課程マッキントッシュビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
インターナショナルビジネスランゲージ専
門学校

専門課程マルチメディア学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

栃木県
インターナショナルビジネスランゲージ専門
学校

専門課程ファッション学科 平成8年4月1日 ～ 平成8年12月4日

栃木県
インターナショナルビジネスランゲージ専門
学校

専門課程ホテル学科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

栃木県
インターナショナルビジネスランゲージ専門
学校

専門課程マルチメディア学科 平成8年4月1日 ～ 平成8年12月4日

栃木県
インターナショナルビジネスランゲージ専門
学校

専門課程ランゲージ学科 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

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

栃木県 宇都宮アートアンドスポーツ専門学校 商業実務専門課程スポーツビジネス科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

栃木県 宇都宮アートアンドスポーツ専門学校 文化教養専門課程声優・アナウンス科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

栃木県 宇都宮アートアンドスポーツ専門学校 文化教養専門課程芸術・デザイン科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

栃木県 宇都宮アートアンドスポーツ専門学校 文化教養専門課程マンガ・アニメ科 平成19年2月1日 ～ 平成30年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成30月3月31日 平成31年1月25日

栃木県 宇都宮アートアンドスポーツ専門学校 文化教養専門課程文芸創作科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

栃木県 宇都宮アートアンドスポーツ専門学校 文化教養専門課程ダンスアーティスト科 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

栃木県 宇都宮アートアンドスポーツ専門学校 文化教養専門課程ファッションビジネス科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

栃木県 宇都宮医学技術専門学校 医療専門課程臨床検査科 平成7年1月23日 ～ 平成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

栃木県 宇都宮栄養専門学校 専門課程栄養士養成学科 平成8年12月4日 ～ 平成23年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
アイ・エフ・シー栄養専門学校 専門課程栄養士養成学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

栃木県 宇都宮市医師会看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成12年2月8日 ～ 平成31年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

栃木県 宇都宮歯科衛生士専門学校 専門課程歯科衛生士科 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
財団法人宇都宮市医療保健事業団附属
宇都宮歯科衛生士専門学校

医療専門課程歯科衛生士科 平成16年3月31日 平成25年1月29日

栃木県 宇都宮調理師専門学校 衛生専門課程調理高度技術経営科 平成15年2月19日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

栃木県 宇都宮デザイン電子専門学校 工業専門課程建築設計科 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
宇都宮メディア・アーツ専門学校 工業専門課程建築設計科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

栃木県 宇都宮デザイン電子専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

栃木県 宇都宮デザイン電子専門学校 工業専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
宇都宮デザイン電子専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

栃木県 宇都宮デザイン電子専門学校 文化教養専門課程インテリアデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
宇都宮メディア・アーツ専門学校

文化教養専門課程インテリアデザイン科（２
年課程）

平成13年4月1日 平成14年2月27日

栃木県 宇都宮デザイン電子専門学校 文化教養専門課程ビジュアルデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

栃木県 宇都宮デザイン電子専門学校 文化教養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

栃木県 宇都宮デザイン電子専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成7年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

栃木県 宇都宮デザイン電子専門学校 文化教養専門課程総合デザイン科（２年課程） 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
宇都宮メディア・アーツ専門学校

文化教養専門課程総合デザイン科（２年課
程）

平成13年4月1日 平成14年2月27日

栃木県 宇都宮デザイン電子専門学校 文化教養専門課程総合デザイン科（３年課程） 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
宇都宮メディア・アーツ専門学校

文化教養専門課程総合デザイン科（３年課
程）

平成13年4月1日 平成14年2月27日

栃木県 宇都宮日建工科専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ設計科（昼間部） 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
宇都宮日建工科専門学校 工業専門課程建築設計科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

栃木県 宇都宮日建工科専門学校 工業専門課程土木ＣＡＤ設計科 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
宇都宮日建工科専門学校 工業専門課程土木設計科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

栃木県 宇都宮日建工科専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ設計科（夜間部） 平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

栃木県 宇都宮日建工科専門学校 工業専門課程インテリアデザイン設計科 平成21年2月27日 ～ 平成25年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
宇都宮日建工科専門学校 工業専門課程インテリアデザイン科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

栃木県 宇都宮日建工科専門学校 工業専門課程建築設計科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

栃木県 宇都宮日建工科専門学校 工業専門課程土木設計科 平成22年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

栃木県 宇都宮日建工科専門学校 工業専門課程建築遺産保全設計科 平成25年1月29日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日
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栃木県 宇都宮日建工科専門学校 工業専門課程まちづくり科 平成25年1月29日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

栃木県 宇都宮日建工科専門学校 工業専門課程インテリアデザイン科 平成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
宇都宮日建工科専門学校 工業専門課程建築インテリアデザイン科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

栃木県 宇都宮日建工科専門学校 工業専門課程建築不動産ビジネス科 平成26年1月28日 ～ 平成28年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

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

栃木県 宇都宮ビジネス電子専門学校 工業専門課程ＳＥ（システム・エンジニア）科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

栃木県 宇都宮ビジネス電子専門学校 工業専門課程セクレタリー情報処理科 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
宇都宮ビジネス電子専門学校 工業専門課程セクレタリー情報科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

栃木県 宇都宮ビジネス電子専門学校 工業専門課程電子情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
宇都宮ビジネス電子専門学校 工業専門課程電子情報処理科（２年課程） 平成21年4月1日 平成22年2月26日

栃木県 宇都宮ビジネス電子専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

栃木県 宇都宮ビジネス電子専門学校 商業実務専門課程経営（営業）ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
宇都宮ビジネス電子専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス科 平成23年4月1日 平成26年1月28日

栃木県 宇都宮ビジネス電子専門学校 商業実務専門課程情報経理科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

栃木県 宇都宮ビジネス電子専門学校 工業専門課程セクレタリー情報科 平成7年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
宇都宮ビジネス電子専門学校 工業専門課程セクレタリー（秘書）情報科 平成23年4月1日 平成26年1月28日

栃木県 宇都宮ビジネス電子専門学校 商業実務専門課程公務員ビジネス科 平成7年11月30日 ～ 平成24年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
宇都宮ビジネス電子専門学校

商業実務専門課程公務員ビジネス科（２年
課程）

平成24年4月1日 平成26年1月28日

栃木県 宇都宮ビジネス電子専門学校 工業専門課程建築設計科 平成8年12月4日 ～ 平成17年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

栃木県 宇都宮ビジネス電子専門学校 商業実務専門課程経営情報科 平成10年12月21日 ～ 平成17年12月8日 平成10年12月21日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

栃木県 宇都宮ビジネス電子専門学校 商業実務専門課程幼児保育ビジネス科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

栃木県 宇都宮ビジネス電子専門学校 工業専門課程電子情報処理科（２年課程） 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

栃木県 宇都宮ビジネス電子専門学校 工業専門課程電子情報処理科（３年課程） 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

栃木県 宇都宮ビジネス電子専門学校 工業専門課程セクレタリー（秘書）情報科 平成23年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成30月3月31日 平成31年1月25日

栃木県 宇都宮ビジネス電子専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス科 平成23年4月1日 ～ 平成26年1月28日

栃木県 宇都宮ビジネス電子専門学校 商業実務専門課程公務員ビジネス科（２年課程） 平成24年4月1日 ～ 平成26年1月28日

栃木県 宇都宮ビジネス電子専門学校 商業実務専門課程　ビジネス選択科（２年制） 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

栃木県 宇都宮美容専門学校 衛生専門課程美容学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

栃木県 宇都宮文化服装専門学校 専門課程服装科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

栃木県 宇都宮法律専門学校 文化教養専門課程法律学科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

栃木県 宇都宮メディア・アーツ専門学校 工業専門課程建築設計科 平成13年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

栃木県 宇都宮メディア・アーツ専門学校
文化教養専門課程インテリアデザイン科（２年課
程）

平成13年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

栃木県 宇都宮メディア・アーツ専門学校 文化教養専門課程総合デザイン科（２年課程） 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

栃木県 宇都宮メディア・アーツ専門学校 文化教養専門課程総合デザイン科（３年課程） 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日
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栃木県 宇都宮メディア・アーツ専門学校 工業専門課程ＩＴ総合技術科 平成15年2月19日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
宇都宮メディア・アーツ専門学校 工業専門課程情報テクノロジー科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

栃木県 宇都宮メディア・アーツ専門学校 工業専門課程建築テクニカルデザイン科 平成16年2月17日 ～ 平成25年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
宇都宮メディア・アーツ専門学校 工業専門課程建築インテリアデザイン科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

栃木県 宇都宮メディア・アーツ専門学校 文化教養専門課程コンピュータグラフィックス科 平成16年2月17日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

栃木県 宇都宮メディア・アーツ専門学校 文化教養専門課程ビジュアルデザイン科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

栃木県 宇都宮メディア・アーツ専門学校 文化教養専門課程マルチメディア科 平成16年2月17日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
宇都宮メディア・アーツ専門学校 文化教養専門課程デジタルメディア科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

栃木県 宇都宮メディア・アーツ専門学校 工業専門課程情報テクノロジー科 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
宇都宮メディア・アーツ専門学校 工業専門課程情報コミュニケーション科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

栃木県 宇都宮メディア・アーツ専門学校 工業専門課程情報コミュニケーション科 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

栃木県 宇都宮メディア・アーツ専門学校 文化教養専門課程デジタルメディア科 平成21年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
宇都宮メディア・アーツ専門学校 文化教養専門課程放送・映像・音響科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

栃木県 宇都宮メディア・アーツ専門学校 文化教養専門課程まんがアート科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

栃木県 宇都宮メディア・アーツ専門学校 工業専門課程建築インテリアデザイン科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

栃木県 宇都宮メディア・アーツ専門学校 文化教養専門課程放送・映像・音響科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

栃木県 宇都宮和裁専門学校 専門課程和裁科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

栃木県 宇陽ドレスメーカー専門学校 服飾・家政専門課程洋裁科（昼間部） 平成10年12月21日 ～ 平成23年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

栃木県 大岡和裁専門学校 専門課程和裁科 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

栃木県 大田原情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校国際スクールオブビジネス 工業専門課程情報システム科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

栃木県 大田原情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校国際スクールオブビジネス 商業実務専門課程医療秘書科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

栃木県 大田原情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校国際スクールオブビジネス 商業実務専門課程情報経理科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

栃木県 大田原情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程トラベルリゾート科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校国際スクールオブビジネス 商業実務専門課程トラベルリゾート科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

栃木県 大原スポーツ公務員専門学校宇都宮校 文化・教養専門課程公務員学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
大原スポーツ公務員専門学校宇都宮校 文化・教養専門課程公務員学科（２年制） 平成25年4月1日 平成26年1月28日

栃木県 大原スポーツ公務員専門学校宇都宮校 文化・教養専門課程スポーツ学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

栃木県 大原スポーツ公務員専門学校宇都宮校 文化・教養専門課程公務員学科（２年制） 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

栃木県
大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校
宇都宮校

教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成25年1月29日 ～ 平成30年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学
校宇都宮校

教育・社会福祉専門課程　福祉学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

栃木県
大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校
宇都宮校

商業実務専門課程経理本科２年制学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

栃木県
大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校
宇都宮校

教育・社会福祉専門課程　福祉学科 平成31年4月25日 ～ 平成31年1月25日

栃木県 刑部きもの学園女子専門学校 専門課程和裁学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

栃木県 刑部きもの学園女子専門学校 専門課程和裁学科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

栃木県 小山歯科衛生士専門学校 医療専門課程　歯科衛生学科（夜間部） 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

栃木県 オリオンＩＴ専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日
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栃木県 オリオンＩＴ専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科夜間部 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

栃木県 上岡学園専門学校 専門課程洋裁科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

栃木県 上岡学園専門学校 専門課程和裁科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

栃木県 菊地和装専門学校 家政専門課程和裁教師科 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
菊地和装専門学校 服飾・家政専門課程和裁教師科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

栃木県 菊地和装専門学校 服飾・家政専門課程和裁教師科 平成7年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

栃木県
公益財団法人宇都宮市医療保健事業団附
属宇都宮歯科衛生士専門学校

医療専門課程歯科衛生士科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

栃木県 高度情報処理専門学校 工業専門課程情報処理学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
ハイテック学院専門学校 工業専門課程情報処理学科昼間部 平成7年4月1日 平成7年11月30日

栃木県 高度情報処理専門学校 工業専門課程データ通信システム学科 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
ハイテック学院専門学校 工業専門課程データ通信システム学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

栃木県 高度情報処理専門学校 工業専門課程ロボット工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
ハイテック学院専門学校 工業専門課程ロボット工学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

栃木県 高度情報処理専門学校 商業実務専門課程情報処理ビジネス学科 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
ハイテック学院専門学校 商業実務専門課程情報処理ビジネス学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

栃木県 国際ＴＢＣ調理・パティシエ専門学校 衛生専門課程パティシエ（製菓衛生師）学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

栃木県 国際ＴＢＣ調理・パティシエ専門学校 衛生専門課程　シェフ（調理経営）学科 平成28年4月1日 ～ 平成30年2月28日

栃木県 国際ＴＢＣ調理・パティシエ専門学校 衛生専門課程調理経営学科 平成28年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
国際ＴＢＣ調理・パティシエ専門学校 衛生専門課程　シェフ（調理経営）学科 平成28年3月31日 平成30年2月28日

栃木県 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

栃木県 国際介護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程幼児教育学科 平成12年2月8日 ～ 平成29年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
国際介護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども学科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

栃木県 国際介護福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成12年2月8日 ～ 平成26年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
国際介護福祉専門学校 商業実務専門課程医療事務学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

栃木県 国際介護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日
名称変

更
国際看護介護保育専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

栃木県 国際介護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

栃木県 国際介護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程医療福祉学科 平成14年2月27日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

栃木県 国際介護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉総合学科 平成17年12月26日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

栃木県 国際介護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉生きがい学科 平成21年2月27日 ～ 平成29年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
国際介護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　福祉総合学科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

栃木県 国際介護福祉専門学校 商業実務専門課程医療事務学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日
名称変

更
国際看護介護保育専門学校 商業実務専門課程　医療事務学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

栃木県 国際介護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程こども保育学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日
名称変

更
国際看護介護保育専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども保育学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

栃木県 国際介護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日
名称変

更
国際看護介護保育専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

栃木県 国際介護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　福祉総合学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日
名称変

更
国際看護介護保育専門学校 教育・社会福祉専門課程　福祉総合学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

栃木県 国際看護介護保育専門学校 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

栃木県 国際看護介護保育専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

栃木県 国際看護介護保育専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日
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栃木県 国際看護介護保育専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども保育学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

栃木県 国際看護介護保育専門学校 教育・社会福祉専門課程　福祉総合学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

栃木県 国際看護介護保育専門学校 商業実務専門課程　医療事務学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

栃木県 国際自動車・ビューティ専門学校 衛生専門課程ビューティ総合学科 平成20年2月26日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

栃木県 国際自動車・ビューティ専門学校 衛生専門課程美容師学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

栃木県 国際自動車・ビューティ専門学校 工業専門課程自動車整備士学科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
国際自動車・ビューティ専門学校 工業専門課程二級自動車整備士学科 平成22年4月1日 平成23年12月22日

栃木県 国際自動車・ビューティ専門学校 商業実務専門課程ＩＴ医療福祉学科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
国際自動車・ビューティ専門学校 商業実務専門課程ＩＴ医療事務学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

栃木県 国際自動車・ビューティ専門学校 工業専門課程自動車整備士学科（夜間） 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

栃木県 国際自動車・ビューティ専門学校 工業専門課程３Ｄ－ＣＡＤデザイン学科 平成22年11月29日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
国際自動車・ビューティ専門学校 工業専門課程３Ｄ－ＣＡＤ工業デザイン学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

栃木県 国際自動車・ビューティ専門学校 商業実務専門課程ＩＴ医療事務学科 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

栃木県 国際自動車・ビューティ専門学校 工業専門課程二級自動車整備士学科 平成22年4月1日 ～ 平成23年12月22日

栃木県 国際自動車・ビューティ専門学校 工業専門課程３Ｄ－ＣＡＤ工業デザイン学科 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

栃木県 国際自動車・ビューティ専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス（2年制）学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

栃木県 国際自動車・ビューティ専門学校 商業実務専門課程　国際ＩＴビジネス学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 工業専門課程システム工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国際情報ビジネス専門学校 工業専門課程システムエンジニア科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報処理本科 平成7年1月23日 ～ 平成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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理情報科 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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理本科 平成7年1月23日 ～ 平成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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程短期大学併修科 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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス英語科 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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 工業専門課程システムエンジニア科 平成7年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 工業専門課程マネジメント情報科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程公務員総合科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ホテルリゾート観光科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 工業専門課程建築CAD設計学科 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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報工学科 平成9年11月17日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日
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栃木県 国際情報ビジネス専門学校 工業専門課程通信電気技術学科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
国際情報ビジネス専門学校 工業専門課程電気技術学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

栃木県 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

栃木県 国際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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程公務員学科（２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
名称変

更
国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程公務員総合学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際観光学科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
国際情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程トラベル＆ホテル観光学
科

平成12年4月1日 平成13年3月8日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営マーケティング学科 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
国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程マーケティング学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理会計学科 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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理情報学科 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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程公務員総合学科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程秘書学科 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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ホテルリゾート学科 平成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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程イベントベンチャー学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程イベントプランナー学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理学科（２年課程） 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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理学科（３年課程） 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程スポーツビジネス学科 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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程大学併修学科（四大併修公務
員）

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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程マーケティング学科 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営マーケティング学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員学科（公務員総合） 平成12年2月8日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程ビジュアルビジネス学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 工業専門課程ゲームクリエイト学科 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 工業専門課程電気技術学科 平成12年4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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程イベントプランナー学科 平成12年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営マーケティング学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程トラベル＆ホテル観光学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程メイク＆スタイリスト学科 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際観光学科（２年課程） 平成14年2月27日 ～ 平成18年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際観光学科（４年課程） 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

8 / 17 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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員学科（４年課程） 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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程声優学科 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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム学科 平成15年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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 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
国際情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程国際ビジネス学科（２年
制）

平成20年4月1日 平成21年2月27日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報会計ビジネス学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程メイク・ファッション学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程税理士・経理学科 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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程ファッション学科 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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程メイク・ネイル学科 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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理・流通学科 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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報処理学科（２年課程） 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報処理学科（３年課程） 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理・経営販売学科 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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理・販売学科 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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際トラベル学科 平成19年2月1日 ～ 平成26年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程観光サービス学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校
文化教養専門課程公務員・公共サービス学科（２
年課程）

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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 工業専門課程デジタルクリエイター学科 平成20年2月26日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員学科(２年制） 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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 工業専門課程システムアドミニストレータ学科 平成21年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際ビジネス学科（２年制） 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
国際情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程国際ＩＴビジネス学科（２
年制）

平成22年4月1日 平成22年11月29日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程販売経理総務学科 平成21年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員法律学科 平成21年2月27日 ～ 平成27年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
国際情報ビジネス専門学校

文化教養専門課程公務員法律学科（２年
制）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程デジタルクリエイター学科 平成21年2月27日 ～ 平成27年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
国際情報ビジネス専門学校

文化教養専門課程デジタルクリエイター学
科（２年制）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程フィギュア学科 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程マスコミ放送学科 平成22年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＩＴ会計学科 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
国際情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程コンピュータービジネス
学科

平成26年4月1日 平成27年2月19日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際ＩＴビジネス学科（２年制） 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 工業専門課程モバイルアプリクリエイター学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日
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栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程観光サービス学科 平成26年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　トラベルホテル学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程グローバルビジネス経営学科 平成27年2月19日 ～ 平成30年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　グローバル英語学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理販売学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
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27年4月1日 平成28年2月29日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程コンピュータービジネス学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際ＩＴビジネス学科（３年制） 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

栃木県 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27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員法律学科（２年制） 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員法律学科（３年制） 平成28年2月29日 ～ 平成31年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校
文化教養専門課程デジタルクリエイター学科（２年
制）

平成27年4月1日 ～ 平成29年4月1日 平成28年2月29日
名称変

更
国際情報ビジネス専門学校

文化教養専門課程イラストまんが学科
文化教養専門課程デジタルクリエイター学
科

平成29年4月1日 令和2年2月29日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校
文化教養専門課程デジタルクリエイター学科（３年
制）

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

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　グローバル英語学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　トラベルホテル学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程　イラストまんが学科 平成29年4月1日 ～ 平成31年3月31日 令和2年2月29日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程　公務員総合学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程　デジタルクリエイター学科 平成29年4月1日 ～ 令和2年2月29日

栃木県 国際ティビィシィ小山看護専門学校 医療専門課程看護学科（３年課程） 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

栃木県 国際ティビィシィ看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成20年2月26日 ～ 平成31年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

栃木県 国際テクニカル調理師専門学校 衛生専門課程調理経営科 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
国際テクニカル調理師専門学校 衛生専門課程調理経営学科 平成10年4月1日 平成29年2月28日

栃木県 国際テクニカル調理師専門学校 衛生専門課程調理経営学科 平成10年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成29年2月28日
名称変

更
国際ＴＢＣ調理・パティシエ専門学校 衛生専門課程調理経営学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

栃木県 国際テクニカル調理師専門学校宇都宮校 衛生専門課程調理経営学科 平成26年1月28日 ～ 平成28年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
国際テクニカル調理製菓専門学校 衛生専門課程調理経営学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

栃木県 国際テクニカル調理製菓専門学校 衛生専門課程調理経営学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

栃木県 国際テクニカルデザイン・自動車専門学校 工業専門課程自動車整備学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

栃木県 国際テクニカルデザイン・自動車専門学校 商業実務専門課程医療事務学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

栃木県 国際テクニカルデザイン・自動車専門学校 商業実務専門課程国際通商学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

栃木県 国際テクニカルデザイン・自動車専門学校 文化教養専門課程デザイン学科（２年課程） 平成20年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
国際テクニカルデザイン・自動車専門学
校

文化教養専門課程デザインクリエイター学
科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

栃木県 国際テクニカルデザイン・自動車専門学校 商業実務専門課程国際コミュニケーション学科 平成22年2月26日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

栃木県 国際テクニカルデザイン・自動車専門学校 文化教養専門課程まんが学科 平成22年2月26日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

栃木県 国際テクニカルデザイン・自動車専門学校
文化教養分野専門課程アーティストプロモーション
学科

平成27年2月19日 ～ 平成31年4月1日 平成27年2月19日
名称変

更
国際テクニカルデザイン・自動車専門学
校

文化教養分野専門課程　エンターテインメ
ント学科

平成31年4月1日 令和2年2月29日
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栃木県 国際テクニカルデザイン・自動車専門学校 商業実務専門課程国際ＩＴキャリア学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

栃木県 国際テクニカルデザイン・自動車専門学校 文化教養専門課程デザインクリエイター学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

栃木県 国際テクニカルデザイン・自動車専門学校 文化教養分野専門課程　エンターテインメント学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 工業専門課程インフォメーションテクノロジー科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 工業専門課程オートモービル科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国際テクニカルデザイン専門学校 工業専門課程オートモービル学科 平成11年4月1日 平成21年2月27日

栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 工業専門課程システムエンジニア科 平成7年1月23日 ～ 平成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

栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 商業実務専門課程ビジネスセクレタリー科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 商業実務専門課程ビジネスマネージメント科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 文化・教養専門課程インテリアデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国際テクニカルデザイン専門学校 文化教養専門課程インテリアデザイン学科 平成11年4月1日 平成21年2月27日

栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 文化・教養専門課程グラフィックデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国際テクニカルデザイン専門学校

文化教養専門課程グラフィックデザイン学
科

平成11年4月1日 平成21年2月27日

栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ設計科 平成7年11月30日 ～ 平成14年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 工業専門課程情報システム科 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 商業実務専門課程ＯＡビジネス科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
国際テクニカルデザイン専門学校 商業実務専門課程経理ビジネス科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 商業実務専門課程短期大学併修科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 工業専門課程建設総合科 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

栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成9年11月17日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 商業実務専門課程経理ビジネス科 平成9年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 商業実務専門課程トラベルリゾート科 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

栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 商業実務専門課程トータルビジネス学科 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 文化・教養専門課程トータルビューティ学科 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
国際テクニカルデザイン専門学校 衛生専門課程トータルビューティ学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成13年3月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 衛生専門課程トータルビューティ学科 平成13年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 衛生専門課程美容学科 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 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

栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 商業実務専門課程国際通商学科 平成17年3月3日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
国際テクニカルデザイン・自動車専門学
校

商業実務専門課程国際通商学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 文化教養専門課程デジタルデザイン学科 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
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栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 商業実務専門課程医療情報学科 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
国際テクニカルデザイン・自動車専門学
校

商業実務専門課程医療事務学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 工業専門課程オートモービル学科 平成11年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
国際テクニカルデザイン・自動車専門学
校

工業専門課程自動車整備学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 文化教養専門課程インテリアデザイン学科 平成11年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

栃木県 国際テクニカルデザイン専門学校 文化教養専門課程グラフィックデザイン学科 平成11年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
国際テクニカルデザイン・自動車専門学
校

文化教養専門課程デザイン学科（２年課
程）

平成20年4月1日 平成21年2月27日

栃木県 国際テクニカル美容専門学校 衛生専門課程トータルビューティ学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

栃木県 国際テクニカル美容専門学校 衛生専門課程美容学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

栃木県 国際テクニカル美容専門学校 衛生専門課程ネイル学科 平成22年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

栃木県 国際テクニカル美容専門学校 衛生専門課程　ブライダル・ホテル学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

栃木県 国際テクニカル理容美容専門学校 衛生専門課程美容学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

栃木県 国際テクニカル理容美容専門学校 衛生専門課程理容学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

栃木県 国際ファッションビューティ専門学校 文化・教養専門課程メイク・ファッション学科 平成17年12月26日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

栃木県 国際ファッションビューティ専門学校 衛生専門課程エステティック学科 平成19年2月1日 ～ 平成24年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
国際ファッションビューティ専門学校 衛生専門課程トータルビューティ学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

栃木県 国際ファッションビューティ専門学校 文化・教養専門課程ブライダル・ホテル学科 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

栃木県 国際ファッションビューティ専門学校 文化・教養専門課程ファッションクリエータ学科 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
国際ファッションビューティ専門学校 文化・教養専門課程ファッション学科 平成22年4月1日 平成23年12月22日

栃木県 国際ファッションビューティ専門学校 文化・教養専門課程ブライダル学科 平成20年2月26日 ～ 平成26年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
国際ファッションビューティ専門学校

文化・教養専門課程ブライダルスペシャリス
ト学科

平成26年4月1日 平成27年2月19日

栃木県 国際ファッションビューティ専門学校 文化・教養専門課程メイク・ネイリスト学科 平成20年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
国際ファッションビューティ専門学校 文化・教養専門課程メイク・ネイル学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

栃木県 国際ファッションビューティ専門学校 衛生専門課程ビューティスペシャリスト学科 平成21年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

栃木県 国際ファッションビューティ専門学校 文化・教養専門課程ファッション学科 平成22年4月1日 ～ 平成23年12月22日

栃木県 国際ファッションビューティ専門学校 衛生専門課程トータルビューティ学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

栃木県 国際ファッションビューティ専門学校 文化・教養専門課程メイク・ネイル学科 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
国際ファッションビューティ専門学校 衛生専門課程メイク・ネイル学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

栃木県 国際ファッションビューティ専門学校 衛生専門課程メイク・ネイル学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

栃木県 国際ファッションビューティ専門学校 文化・教養専門課程ブライダルスペシャリスト学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

栃木県 国際ファッションビューティ専門学校
文化・教養専門課程　国際ファッションビジネス学
科

令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

栃木県 国際ペット総合専門学校 文化・教養専門課程ペット総合学科 平成17年12月26日 ～ 平成27年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

栃木県 国際ペット総合専門学校 文化・教養専門課程ペットスペシャリスト学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

栃木県 国際ペット総合専門学校 文化・教養専門課程動物看護師学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

栃木県 国際ペット総合専門学校 文化・教養専門課程飼育・しつけ学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

栃木県 国際ペット総合専門学校 文化・教養専門課程トリマー学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日
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栃木県 国立塩原視力障害センター 専門課程あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国立障害者リハビリテーションセンター自
立支援局塩原視力障害センター

専門課程あん摩マッサージ指圧、はり、きゅ
う科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

栃木県
国立障害者リハビリテーションセンター自立
支援局塩原視力障害センター

専門課程あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう科 平成22年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

栃木県 国立栃木病院附属看護学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
独立行政法人国立病院機構栃木病院附
属看護学校

看護専門課程看護学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

栃木県 小山歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

栃木県 済生会宇都宮病院看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

栃木県
財団法人宇都宮市医療保健事業団附属宇
都宮歯科衛生士専門学校

医療専門課程歯科衛生士科 平成16年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
公益財団法人宇都宮市医療保健事業団
附属宇都宮歯科衛生士専門学校

医療専門課程歯科衛生士科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

栃木県 作新理容美容専門学院 衛生専門課程美容科 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

栃木県 作新理容美容専門学院 衛生専門課程理容科 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

栃木県 さくら総合専門学校 医療専門課程救急救命科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

栃木県 さくら総合専門学校 医療専門課程臨床工学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

栃木県 さくら総合専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

栃木県 システムサイエンス宇都宮専門学校 工業専門課程ＭＡＰ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
システムサイエンス宇都宮専門学校 工業専門課程経営科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

栃木県 システムサイエンス宇都宮専門学校 工業専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

栃木県 システムサイエンス宇都宮専門学校 工業専門課程医療情報秘書科 平成7年11月30日 ～ 平成20年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

栃木県 システムサイエンス宇都宮専門学校 工業専門課程経営科 平成7年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

栃木県 心身統一合氣道学院 文化教養専門課程合氣道本科 平成12年2月8日 ～ 平成20年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

栃木県 セントメリー外語専門学校 文化・教養専門課程通訳学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

栃木県
専門学校Tochigi Global Fashion Business
College

服飾・家政専門課程　ファッションビジネス科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

栃木県 専門学校足利コミュニティーカレッジ 専門課程アパレルデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

栃木県 専門学校足利コミュニティーカレッジ 専門課程アメニティーデザイン学科 平成7年1月23日 ～ 平成29年9月30日 平成7年1月23日 廃止 平成29年9月30日 平成31年1月25日

栃木県 専門学校足利コミュニティーカレッジ 専門課程和裁専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成29年9月30日 平成7年1月23日 廃止 平成29年9月30日 平成31年1月25日

栃木県 専門学校国際スクールオブビジネス 工業専門課程情報システム科 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
専門学校国際スクールオブビジネス 工業専門課程情報工学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

栃木県 専門学校国際スクールオブビジネス 商業実務専門課程医療秘書科 平成7年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

栃木県 専門学校国際スクールオブビジネス 商業実務専門課程情報経理科 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

栃木県 専門学校国際スクールオブビジネス 商業実務専門課程トラベルリゾート科 平成7年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校国際スクールオブビジネス 商業実務専門課程旅行観光科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

栃木県 専門学校国際スクールオブビジネス 工業専門課程情報工学科 平成8年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

栃木県 専門学校国際スクールオブビジネス 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成8年12月4日 ～ 平成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

栃木県 専門学校国際スクールオブビジネス 工業専門課程自動車整備士科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校国際スクールオブビジネス 工業専門課程自動車整備士学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日
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栃木県 専門学校国際スクールオブビジネス 商業実務専門課程経理会計科 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

栃木県 専門学校国際スクールオブビジネス 商業実務専門課程旅行観光科 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

栃木県 専門学校国際スクールオブビジネス 工業専門課程経理情報学科 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

栃木県 専門学校国際スクールオブビジネス 商業実務専門課程医療ビジネス学科 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

栃木県 専門学校国際スクールオブビジネス 商業実務専門課程スポーツビジネス学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

栃木県 専門学校国際スクールオブビジネス 工業専門課程自動車整備士学科 平成12年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
国際自動車・ビューティ専門学校 工業専門課程自動車整備士学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

栃木県 専門学校国際スクールオブビジネス 工業専門課程マルチメディア学科 平成14年2月27日 ～ 平成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

栃木県 専門学校国際スクールオブビジネス 商業実務専門課程経理システム学科 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

栃木県 専門学校国際スクールオブビジネス 商業実務専門課程医療福祉ビジネス学科 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

栃木県 専門学校国際スクールオブビジネス 商業実務専門課程経理情報学科 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

栃木県 専門学校国際スクールオブビジネス 工業専門課程情報システム学科 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

栃木県 専門学校国際スクールオブビジネス 商業実務専門課程総合ビジネス学科 平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

栃木県 専門学校国際スクールオブビジネス 文化・教養専門課程トリマー学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

栃木県 専門学校国際スクールオブビジネス 文化教養専門課程ペット総合学科 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

栃木県 専門学校国際スクールオブビジネス 衛生専門課程美容師学科 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
国際自動車・ビューティ専門学校 衛生専門課程美容師学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

栃木県 専門学校日産栃木自動車大学校 工業専門課程自動車整備科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

栃木県 専門学校日産栃木自動車大学校
工業専門課程　自動車整備・スポーツメカニクス
科

令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

栃木県 中央アートスクール 文化・教養専門課程アート科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

栃木県 中央福祉医療専門学校 専門課程医療福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

栃木県 中央福祉医療専門学校 専門課程介護福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

栃木県 中央福祉医療専門学校 専門課程環境福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

栃木県 中央福祉医療専門学校 専門課程健康福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

栃木県 中央福祉医療専門学校 専門課程社会福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

栃木県 東洋パラメディカル学院 医療専門課程救急救命科 平成16年2月17日 ～ 平成29年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
さくら総合専門学校 医療専門課程救急救命科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

栃木県 東洋パラメディカル学院 教育・社会福祉専門課程社会福祉科（２年課程） 平成15年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

栃木県 東洋パラメディカル学院 教育・社会福祉専門課程社会福祉科（３年課程） 平成15年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

栃木県 東洋パラメディカル学院 医療専門課程臨床工学科 平成17年3月3日 ～ 平成29年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
さくら総合専門学校 医療専門課程臨床工学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

栃木県
独立行政法人国立病院機構栃木医療セン
ター附属看護学校

看護専門課程看護学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日
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栃木県
独立行政法人国立病院機構栃木病院附属
看護学校

看護専門課程看護学科 平成16年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
独立行政法人国立病院機構栃木医療セ
ンター附属看護学校

看護専門課程看護学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

栃木県 栃木介護福祉士専門学校 専門課程介護福祉学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

栃木県 栃木県県南高等看護専門学院 専門課程看護学科専科（昼間課程） 平成15年2月19日 ～ 平成21年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

栃木県 栃木県県南高等看護専門学院 専門課程看護学科専科（夜間課程） 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

栃木県 栃木県県南高等看護専門学院 専門課程看護学科本科（三年課程） 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

栃木県 栃木県厚生連塩谷看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成21年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
国際医療福祉大学塩谷看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

栃木県 栃木県農業大学校 農学部本科園芸学科 平成22年11月29日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

栃木県 栃木県農業大学校 農学部本科総合農学科 平成22年11月29日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

栃木県 栃木県農業大学校 本科　園芸経営学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

栃木県 栃木県農業大学校 本科　畜産経営学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

栃木県 栃木県農業大学校 本科　農業経営学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

栃木県 栃木県美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

栃木県 栃木県立衛生福祉大学校 専門課程歯科技術学部歯科衛生学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

栃木県 栃木県立衛生福祉大学校 専門課程歯科技術学部歯科技工学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

栃木県 栃木県立衛生福祉大学校 専門課程保育学部保育学科 平成15年2月19日 ～ 平成21年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

栃木県 栃木県立衛生福祉大学校
専門課程保健看護学部看護学科専科（昼間課
程）

平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

栃木県 栃木県立衛生福祉大学校
専門課程保健看護学部看護学科専科（夜間課
程）

平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

栃木県 栃木県立衛生福祉大学校 専門課程保健看護学部看護学科本科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

栃木県 栃木県立衛生福祉大学校 専門課程臨床検査学部臨床検査学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

栃木県 獨協医科大学附属看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
獨協医科大学附属看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成9年3月31日 平成25年1月29日

栃木県 獨協医科大学附属看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成9年4月1日 ～ 平成25年1月29日

栃木県 那須看護専門学校 医療専門課程看護学科（３年課程） 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

栃木県 日建工科専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ設計科 平成7年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
宇都宮日建工科専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ設計科（昼間部） 平成13年4月1日 平成14年2月27日

栃木県 日建工科専門学校 工業専門課程土木ＣＡＤ設計科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
宇都宮日建工科専門学校 工業専門課程土木ＣＡＤ設計科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

栃木県 日建工科ビジネス専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ設計科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日建工科専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ設計科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

栃木県 日産自動車整備専門学校 専門課程自動車整備科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日産栃木整備専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

栃木県 日産栃木整備専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成17年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校日産栃木自動車大学校 工業専門課程自動車整備科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

栃木県 ハイテック学院専門学校 工業専門課程情報処理学科昼間部 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日
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栃木県 ハイテック学院専門学校 工業専門課程データ通信システム学科 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

栃木県 ハイテック学院専門学校 工業専門課程ロボット工学科 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

栃木県 ハイテック学院専門学校 商業実務専門課程情報処理ビジネス学科 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

栃木県 ハイテック学院専門学校 工業専門課程情報工学科 平成8年12月4日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

栃木県 ハイテック学院専門学校 工業専門課程情報処理科 平成8年12月4日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
ハイテック学院専門学校 工業専門課程情報クリエイト科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

栃木県 ハイテック学院専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成8年12月4日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
ハイテック学院専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

栃木県 ハイテック学院専門学校 商業実務専門課程ビジネス総合科 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

栃木県 ハイテック学院専門学校 衛生専門課程トータルエステティック科 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
ハイテック学院専門学校 衛生専門課程トータルエステティック学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

栃木県 ハイテック学院専門学校 工業専門課程情報クリエイト科 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

栃木県 ハイテック学院専門学校 工業専門課程ロボット工学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

栃木県 ハイテック学院専門学校 衛生専門課程トータルエステティック学科 平成13年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
ハイテックビューティ専門学校 衛生専門課程トータルエステティック学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

栃木県 ハイテック学院専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成13年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
ハイテックビューティ専門学校 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

栃木県 ハイテックビューティ専門学校 衛生専門課程トータルエステティック学科 平成18年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

栃木県 ハイテックビューティ専門学校 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

栃木県 平手和裁専門学校 専門課程和裁科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

栃木県 フローラ編物専門学校 家政専門課程編物手芸科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
フローラ編物専門学校 服飾・家政専門課程編物手芸科昼間部 平成7年4月1日 平成7年11月30日

栃木県 フローラ編物専門学校 家政専門課程編物手芸科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
フローラ編物専門学校 服飾・家政専門課程編物手芸科夜間部 平成7年4月1日 平成7年11月30日

栃木県 フローラ編物専門学校 服飾・家政専門課程編物手芸科昼間部 平成7年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

栃木県 フローラ編物専門学校 服飾・家政専門課程編物手芸科夜間部 平成7年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

栃木県 報徳看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

栃木県 北光家政専門学校 専門課程和裁科 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

栃木県 マロニエ医療福祉専門学校 教育・社会福祉分野専門課程医療情報福祉科 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

栃木県 マロニエ医療福祉専門学校 教育・社会福祉分野専門課程介護福祉士科 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
マロニエ医療福祉専門学校

教育・社会福祉分野専門課程介護福祉学
科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

栃木県 マロニエ医療福祉専門学校 教育・社会福祉分野専門課程社会福祉士科 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
マロニエ医療福祉専門学校

教育・社会福祉分野専門課程社会福祉学
科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

栃木県 マロニエ医療福祉専門学校 教育・社会福祉分野専門課程介護福祉学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

栃木県 マロニエ医療福祉専門学校 教育・社会福祉分野専門課程社会福祉学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

栃木県 マロニエ医療福祉専門学校 医療専門課程作業療法学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年12月8日 平成16年2月17日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

栃木県 マロニエ医療福祉専門学校 医療専門課程理学療法学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年12月8日 平成16年2月17日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日
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栃木県 マロニエ医療福祉専門学校 医療専門課程看護学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

栃木県 むつみニットファッション専門学校 専門課程ニットファッション科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

栃木県 むつみニットファッション専門学校 専門課程ニットファッション科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

栃木県 ヤマトファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程ファッションビジネス科 平成24年7月1日 ～ 平成26年1月28日

栃木県 ヤマト文化専門学校 服飾・家政専門課程ファッションビジネス科 平成17年12月26日 ～ 平成24年6月30日 平成17年12月26日
名称変

更
ヤマトファッションビジネス専門学校 服飾・家政専門課程ファッションビジネス科 平成24年7月1日 平成26年1月28日

栃木県 両毛医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成10年12月21日 ～ 平成18年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
足利介護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

栃木県 両毛医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程ケア・サービス学科 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

栃木県 両毛医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉総合学科 平成16年2月17日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

栃木県 和氣和裁専門学校 専門課程和裁科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日
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