
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

鳥取県 ＹＭＣＡ米子医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

鳥取県 ＹＭＣＡ米子医療福祉専門学校 医療専門課程作業療法士科 平成9年11月17日 ～ 平成17年12月8日 平成9年11月17日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

鳥取県 ＹＭＣＡ米子医療福祉専門学校 医療専門課程理学療法士科 平成9年11月17日 ～ 平成17年12月8日 平成9年11月17日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

鳥取県
一般社団法人鳥取県東部歯科医師会立鳥
取歯科技工専門学校

専門課程歯科技工士科 平成26年4月1日 ～ 平成28年2月29日

鳥取県 ウイルミナドレスメーカー専修学校 専門課程洋裁科 平成7年11月30日 ～ 平成18年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

鳥取県 倉吉女子洋裁専修学校 専門課程研究科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

鳥取県 倉吉和裁専門学校 和裁専門課程和裁科 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

鳥取県 国立米子病院附属看護学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成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米子医療セ
ンター附属看護学校

看護専門課程看護学科 平成16年4月1日 平成19年2月22日

鳥取県 水田服飾専門学校 専門課程洋裁科 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

鳥取県 専門学校鳥取情報経理学院 工業専門課程Webクリエイター科 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28年2月29日

鳥取県 専門学校鳥取情報経理学院 工業専門課程情報システム科 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28年2月29日

鳥取県 専門学校鳥取情報経理学院 商業専門課程医療事務科 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

鳥取県 専門学校鳥取情報経理学院 商業専門課程情報会計科 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28年2月29日

鳥取県 専門学校米子女学園 専門課程洋裁科(２年課程) 平成7年1月23日 ～ 平成31年4月1日 平成7年1月23日
名称変

更
米子ファッションビジネス学園 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

鳥取県 専門学校米子女学園 専門課程和裁科(２年課程) 平成7年1月23日 ～ 平成31年4月1日 平成7年1月23日
名称変

更
米子ファッションビジネス学園 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

鳥取県 専門学校米子ビューティーカレッジ 美容技術養成専門課程トータルビューティー科 平成17年12月26日 ～ 平成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28年2月29日

鳥取県 専門学校米子ビューティーカレッジ 美容師養成専門課程美容師養成科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

鳥取県
独立行政法人国立病院機構米子医療セン
ター附属看護学校

看護専門課程看護学科 平成16年4月1日 ～ 平成19年2月22日

鳥取県 鳥取県済生会看護専門学校 専門課程看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成19年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

鳥取県 鳥取県立倉吉総合看護専門学校 看護婦専門課程第１看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
鳥取県立倉吉総合看護専門学校 専門課程看護学科第１看護学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

鳥取県 鳥取県立倉吉総合看護専門学校 看護婦専門課程第２看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
鳥取県立倉吉総合看護専門学校 専門課程看護学科第２看護学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

鳥取県 鳥取県立倉吉総合看護専門学校 専門課程看護学科第１看護学科 平成21年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
鳥取県立倉吉総合看護専門学校 専門課程看護学科第１看護学科（３年課程） 平成24年4月1日 平成25年1月29日

鳥取県 鳥取県立倉吉総合看護専門学校 専門課程看護学科第２看護学科 平成21年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
鳥取県立倉吉総合看護専門学校 専門課程看護学科第２看護学科（２年課程） 平成24年4月1日 平成25年1月29日

鳥取県 鳥取県立倉吉総合看護専門学校 専門課程看護学科第１看護学科（３年課程） 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

鳥取県 鳥取県立倉吉総合看護専門学校 専門課程看護学科第２看護学科（２年課程） 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

鳥取県 鳥取県立歯科衛生専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

鳥取県 鳥取県立鳥取看護専門学校 看護婦専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
鳥取県立鳥取看護専門学校 専門課程看護学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

鳥取県 鳥取県立鳥取看護専門学校 専門課程看護学科 平成21年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
鳥取県立鳥取看護専門学校 専門課程看護学科（３年課程） 平成24年4月1日 平成25年1月29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
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鳥取県 鳥取県立鳥取看護専門学校 専門課程看護学科（３年課程） 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

鳥取県 鳥取県立農業大学校 養成課程花き科 平成20年2月26日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
鳥取県立農業大学校 養成課程農業経営学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

鳥取県 鳥取県立農業大学校 養成課程果樹科 平成20年2月26日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
鳥取県立農業大学校 養成課程農業経営学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

鳥取県 鳥取県立農業大学校 養成課程畜産科 平成20年2月26日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
鳥取県立農業大学校 養成課程農業経営学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

鳥取県 鳥取県立農業大学校 養成課程野菜科 平成20年2月26日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
鳥取県立農業大学校 養成課程農業経営学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

鳥取県 鳥取県立農業大学校 養成課程農業経営学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

鳥取県 鳥取県理容美容専門学校 専門課程　美容科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

鳥取県 鳥取県理容美容専門学校 専門課程　理容科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

鳥取県 鳥取市医療看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

鳥取県 鳥取市医療看護専門学校 医療専門課程言語聴覚士学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

鳥取県 鳥取市医療看護専門学校 医療専門課程作業療法士学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

鳥取県 鳥取市医療看護専門学校 医療専門課程理学療法士学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

鳥取県 鳥取歯科技工専門学校 専門課程歯科技工科 平成7年11月30日 ～ 平成9年9月30日 平成7年11月30日
名称変

更
鳥取歯科技工専門学校 専門課程歯科技工士科 平成9年10月1日 平成28年2月29日

鳥取県 鳥取歯科技工専門学校 専門課程歯科技工士科 平成9年10月1日 ～ 平成26年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
一般社団法人鳥取県東部歯科医師会立
鳥取歯科技工専門学校

専門課程歯科技工士科 平成26年4月1日 平成28年2月29日

鳥取県 鳥取社会福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

鳥取県 鳥取情報処理専門学校 専門課程情報システム科 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
鳥取情報処理専門学校 工業専門課程情報ネットワーク科 平成16年4月1日 平成19年2月22日

鳥取県 鳥取情報処理専門学校 専門課程情報処理本科 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
鳥取情報処理専門学校 工業専門課程情報処理本科 平成16年4月1日 平成19年2月22日

鳥取県 鳥取情報処理専門学校 専門課程情報ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
鳥取情報処理専門学校 商業実務専門課程会計ビジネス科 平成16年4月1日 平成19年2月22日

鳥取県 鳥取情報処理専門学校 工業専門課程Ｗｅｂクリエイタ科 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

鳥取県 鳥取情報処理専門学校 工業専門課程情報処理本科 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

鳥取県 鳥取情報処理専門学校 工業専門課程情報ネットワーク科 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

鳥取県 鳥取情報処理専門学校 商業実務専門課程会計ビジネス科 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

鳥取県 鳥取情報処理専門学校 工業専門課程コンピュータ学科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

鳥取県 鳥取情報処理専門学校 商業実務専門課程ビジネス学科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

鳥取県 鳥取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10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
鳥取赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

鳥取県 鳥取赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科 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

鳥取県 鳥取総合ビジネス専門学校 専門課程情報処理研究科 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
鳥取総合ビジネス専門学校 専門課程情報技術科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

鳥取県 鳥取総合ビジネス専門学校 専門課程情報処理本科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
鳥取総合ビジネス専門学校 専門課程情報会計科 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
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変更、廃止、不適合
告示年月日

鳥取県 鳥取総合ビジネス専門学校 専門課程情報会計科 平成8年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

鳥取県 鳥取総合ビジネス専門学校 専門課程情報技術科 平成8年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
鳥取総合ビジネス専門学校 専門課程総合ビジネス科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

鳥取県 鳥取総合ビジネス専門学校 専門課程税務会計科 平成8年12月4日 ～ 平成18年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

鳥取県 鳥取総合ビジネス専門学校 専門課程総合ビジネス科 平成17年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

鳥取県 日本海情報ビジネス専門学校 工業系専門課程情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本海情報ビジネス専門学校 工業系専門課程情報システムコース 平成13年4月1日 平成14年2月27日

鳥取県 日本海情報ビジネス専門学校 工業系専門課程情報システム科３年課程 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

鳥取県 日本海情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程観光ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

鳥取県 日本海情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程情報経理科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本海情報ビジネス専門学校

商業実務関係専門課程経理マネージメント
コース

平成13年4月1日 平成14年2月27日

鳥取県 日本海情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程商経短大科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

鳥取県 日本海情報ビジネス専門学校 工業系専門課程情報システムコース 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
日本海情報ビジネス専門学校

工業系専門課程情報コミュニケーションコー
ス

平成18年4月1日 平成19年2月22日

鳥取県 日本海情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程経理マネージメントコース 平成13年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
日本海情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門財務会計コース 平成20年4月1日 平成22年2月26日

鳥取県 日本海情報ビジネス専門学校 工業系専門課程情報コミュニケーションコース 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

鳥取県 日本海情報ビジネス専門学校
商業実務関係専門課程公務員受験コース２年制課
程

平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

鳥取県 日本海情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程総合医療事務コース 平成19年2月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
日本海情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程医療秘書コース 平成25年4月1日 平成28年2月29日

鳥取県 日本海情報ビジネス専門学校
商業実務関係専門課程エアラインコース２年制課
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 廃止 平成23年3月31日 平成28年2月29日

鳥取県 日本海情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門財務会計コース 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28年2月29日

鳥取県 日本海情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程医療秘書コース 平成25年4月1日 ～ 平成28年2月29日

鳥取県 日本菌類専門学校 専門課程きのこ栽培学科 平成7年1月23日 ～ 平成25年6月25日 平成7年1月23日 廃止 平成25年6月25日 平成28年2月29日

鳥取県 米子ファッションビジネス学園 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

鳥取県 米子文化服装専門学校 専門課程洋裁科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日
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