
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

静岡県 ＪＡ静岡厚生連するが看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

静岡県 アフィニティ外語専門学校 専門課程国際ガイド・ホテル科 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
専門学校アフィニティ・ヒューマンワーク・
カレッジ

専門課程サーヴィス・レセプショニスト学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

静岡県 アフィニティ外語専門学校 専門課程国際ビジネス科 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
専門学校アフィニティ・ヒューマンワーク・
カレッジ

専門課程ブロードキャスター学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

静岡県 栄光タイプワープロ専門学校 専門課程ＯＡ秘書研究科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
栄光タイプワープロ専門学校 専門課程ＯＡ研究科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

静岡県 栄光タイプワープロ専門学校 専門課程ＯＡ研究科 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
栄光ビジネスパソコン専門学校 専門課程ＯＡ研究科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

静岡県 栄光ビジネスパソコン専門学校 専門課程ＯＡ研究科 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
栄光ビジネスパソコン専門学校 専門課程ＯＡインストラクタ科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

静岡県 栄光ビジネスパソコン専門学校 専門課程ＯＡインストラクタ科 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
栄光ビジネスパソコン専門学校 専門課程ＩＴビジネスマスター科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

静岡県 栄光ビジネスパソコン専門学校 専門課程ＩＴビジネスマスター科 平成14年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
栄光ビジネスパソコン専門学校 商業実務専門課程ディジタルメディア科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

静岡県 栄光ビジネスパソコン専門学校 商業実務専門課程ディジタルメディア科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
栄光ビジネスパソコン専門学校 商業実務専門課程ディジタルクリエイター科 平成18年4月1日 平成21年2月27日

静岡県 栄光ビジネスパソコン専門学校 商業実務専門課程ディジタルクリエイター科 平成18年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

静岡県 オイスカ開発教育専門学校 農業専門課程開発教育科 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
オイスカ開発教育専門学校 農業専門課程国際協力科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

静岡県 オイスカ開発教育専門学校 農業専門課程国際協力科 平成7年4月1日 ～ 平成7年11月30日

静岡県 大原介護福祉専門学校沼津校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

静岡県 大原公務員医療観光専門学校沼津校 商業実務専門課程医療事務科（2年制） 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

静岡県 大原公務員医療観光専門学校沼津校 商業実務専門課程ホテルブライダル科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

静岡県 大原公務員医療観光専門学校沼津校 文化教養課程公務員科（2年制） 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

静岡県 大原情報ビジネス専門学校静岡校 商業実務専門課程ＯＡ秘書科 平成8年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

静岡県 大原情報ビジネス専門学校静岡校 商業実務専門課程経営情報科 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

静岡県 大原情報ビジネス専門学校静岡校 商業実務専門課程情報科学科 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

静岡県 大原情報ビジネス専門学校静岡校 商業実務専門課程情報処理科 平成8年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

静岡県 大原情報ビジネス専門学校静岡校 商業実務専門課程マルチメディア科 平成10年12月21日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

静岡県 大原情報ビジネス専門学校静岡校 商業実務専門課程メディア通信科 平成10年12月21日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

静岡県 大原情報ビジネス専門学校静岡校 商業実務専門課程ＣＧデザイン科 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

静岡県 大原情報ビジネス専門学校静岡校 商業実務専門課程医療事務科 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

静岡県 大原情報ビジネス専門学校静岡校 商業実務専門課程ビジネスキャリア科 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

静岡県 大原情報ビジネス専門学校静岡校 商業実務専門課程総合医療ビジネス科 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

静岡県 大原情報ビジネス専門学校静岡校 商業実務専門課程総合情報科 平成19年2月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

静岡県
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校
静岡校

商業実務専門課程トラベル科 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29年2月28日

（令和2年3月現在）

位 置 専　修　学　校　名 課　程　名
適用年月日

告示年月日 手続き
名称変更後 変更、廃止、不適合

年月日
変更、廃止、不適合

告示年月日
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学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名

適用年月日
告示年月日 手続き

名称変更後 変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

静岡県
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校
静岡校

商業実務専門課程トラベル観光科 平成22年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成29年2月28日

静岡県
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校
静岡校

商業実務専門課程ホテル科 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
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学
校静岡校

商業実務専門課程ホテル・ブライダル科 平成24年4月1日 平成29年2月28日

静岡県
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校
静岡校

商業実務専門課程国際ビジネス科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

静岡県
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校
静岡校

商業実務専門課程ホテル・ブライダル科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

静岡県
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校
浜松校

商業実務専門課程トラベル科 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

静岡県
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校
浜松校

商業実務専門課程トラベル観光科 平成22年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

静岡県
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校
浜松校

商業実務専門課程ホテル科 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
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学
校浜松校

商業実務専門課程ホテル・ブライダル科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

静岡県
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校
浜松校

商業実務専門課程国際ビジネス科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

静岡県
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校
浜松校

商業実務専門課程ホテル・ブライダル科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

静岡県 大原トラベル・ホテル専門学校静岡校 商業実務専門課程トラベル科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学
校静岡校

商業実務専門課程トラベル科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

静岡県 大原トラベル・ホテル専門学校静岡校 商業実務専門課程ホテル科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学
校静岡校

商業実務専門課程ホテル科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

静岡県 大原トラベル・ホテル専門学校浜松校 商業実務専門課程トラベル科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学
校浜松校

商業実務専門課程トラベル科 平成21年4月1日 平成29年2月28日

静岡県 大原トラベル・ホテル専門学校浜松校 商業実務専門課程ホテル科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学
校浜松校

商業実務専門課程ホテル科 平成21年4月1日 平成29年2月28日

静岡県 大原法律公務員専門学校静岡校 専門課程行政法律科 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

静岡県 大原法律公務員専門学校静岡校 専門課程法務ビジネス科 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22年11月29日

静岡県 大原法律公務員専門学校静岡校 専門課程公務員科（２年） 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

静岡県 大原法律公務員専門学校浜松校 専門課程行政法律科 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

静岡県 大原法律公務員専門学校浜松校 専門課程公務員科（２年） 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

静岡県 大原法律専門学校静岡校 専門課程行政法律科 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
大原法律公務員専門学校静岡校 専門課程行政法律科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

静岡県 大原法律専門学校静岡校 専門課程法務ビジネス科 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
大原法律公務員専門学校静岡校 専門課程法務ビジネス科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

静岡県 大原法律専門学校浜松校 専門課程行政法律科 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
大原法律公務員専門学校浜松校 専門課程行政法律科 平成11年4月1日 平成29年2月28日

静岡県 大原簿記情報医療専門学校静岡校 商業実務専門課程医療事務科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

静岡県 大原簿記情報医療専門学校静岡校 商業実務専門課程オフィスビジネス科 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

静岡県 大原簿記情報医療専門学校静岡校 商業実務専門課程経営ビジネス科 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
大原簿記情報医療専門学校静岡校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

静岡県 大原簿記情報医療専門学校静岡校 商業実務専門課程公認会計士税理士科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

静岡県 大原簿記情報医療専門学校静岡校 商業実務専門課程税理士科 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

静岡県 大原簿記情報医療専門学校静岡校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

静岡県 大原簿記情報医療専門学校浜松校 商業実務専門課程医療事務科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日
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学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名

適用年月日
告示年月日 手続き

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

静岡県 大原簿記情報医療専門学校浜松校 商業実務専門課程経営ビジネス科 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
大原簿記情報医療専門学校浜松校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

静岡県 大原簿記情報医療専門学校浜松校 商業実務専門課程公認会計士税理士科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

静岡県 大原簿記情報医療専門学校浜松校 商業実務専門課程情報経理科 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

静岡県 大原簿記情報医療専門学校浜松校 商業実務専門課程税理士科 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

静岡県 大原簿記情報医療専門学校浜松校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

静岡県 大原簿記専門学校静岡校 商業実務専門課程経営ビジネス科 平成8年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
大原簿記情報医療専門学校静岡校 商業実務専門課程経営ビジネス科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

静岡県 大原簿記専門学校静岡校 商業実務専門課程公務員科 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

静岡県 大原簿記専門学校静岡校 商業実務専門課程コンピュータ会計科 平成8年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

静岡県 大原簿記専門学校静岡校 商業実務専門課程税理士科 平成8年4月1日 ～ 平成17年12月8日 平成8年12月4日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

静岡県 大原簿記専門学校静岡校
商業実務専門課程税理士科（修業年限２年の課程
に限る。）

平成8年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
大原簿記情報医療専門学校静岡校 商業実務専門課程税理士科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

静岡県 大原簿記専門学校静岡校 専門課程オフィスビジネス科 平成14年2月27日 ～ 平成21年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
大原簿記情報医療専門学校静岡校 商業実務専門課程オフィスビジネス科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

静岡県 大原簿記専門学校浜松校 商業実務専門課程ＯＡ秘書科 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

静岡県 大原簿記専門学校浜松校 商業実務専門課程経営ビジネス科 平成8年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
大原簿記情報医療専門学校浜松校 商業実務専門課程経営ビジネス科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

静岡県 大原簿記専門学校浜松校 商業実務専門課程公務員科 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

静岡県 大原簿記専門学校浜松校 商業実務専門課程コンピュータ会計科 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

静岡県 大原簿記専門学校浜松校 商業実務専門課程情報処理科 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

静岡県 大原簿記専門学校浜松校 商業実務専門課程税理士科 平成8年4月1日 ～ 平成17年12月8日 平成8年12月4日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

静岡県 大原簿記専門学校浜松校
商業実務専門課程税理士科（修業年限２年の課程
に限る。）

平成8年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
大原簿記情報医療専門学校浜松校 商業実務専門課程税理士科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

静岡県 大原簿記専門学校浜松校 商業実務専門課程マルチメディア科 平成12年2月8日 ～ 平成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

静岡県 大原簿記専門学校浜松校 商業実務専門課程オフィスビジネス科 平成13年3月1日 ～ 平成21年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

静岡県 音羽洋裁専門学校 専門課程洋裁科 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

静岡県 組合立静岡県中部看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

静岡県 呉竹鍼灸専門学校 専門課程鍼灸マッサージ科（本科） 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

静岡県 建設省建設大学校静岡朝霧校 専門課程海外建設協力課程建設機械学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

静岡県 建設省建設大学校静岡朝霧校 専門課程海外建設協力課程建設工学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

静岡県 高山理容美容総合専門学校 専門課程美容科 平成12年2月8日 ～ 平成22年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
タカヤマアドバンスビューティー専門学校 専門課程美容科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

静岡県 高山理容美容総合専門学校 専門課程理容科 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

静岡県 高山理容美容総合専門学校 専門課程エステティック科 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
タカヤマアドバンスビューティー専門学校 専門課程エステティック科 平成22年4月1日 平成22年11月29日
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静岡県 国際医療管理専門学校熱海校 専門課程医療秘書学科 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
国際医療管理専門学校熱海校 商業実務専門課程医療秘書事務学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

静岡県 国際医療管理専門学校熱海校 商業実務専門課程医療秘書事務学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

静岡県 国際医療管理専門学校浜松校 専門課程医療秘書学科 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
国際医療管理専門学校浜松校 商業実務専門課程医療秘書事務学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

静岡県 国際医療管理専門学校浜松校 商業実務専門課程医療秘書事務学科 平成15年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
国際医療管理専門学校浜松校

専門課程（商業実務関係）医療事務秘書学
科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

静岡県 国際医療管理専門学校浜松校 専門課程（商業実務関係）医療事務秘書学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

静岡県 国際観光専門学校熱海校 専門課程国際観光学科 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
国際観光専門学校熱海校 商業実務専門課程国際観光情報学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

静岡県 国際観光専門学校熱海校 専門課程国際ホテル学科 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
国際観光専門学校熱海校

商業実務専門課程国際ホテル・ブライダル
学科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

静岡県 国際観光専門学校熱海校 商業実務専門課程国際観光情報学科 平成15年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

静岡県 国際観光専門学校熱海校 商業実務専門課程国際ホテル・ブライダル学科 平成15年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

静岡県 国際観光専門学校熱海校 専門課程観光ビジネス学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

静岡県 国際観光専門学校浜松校 専門課程国際観光学科 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
国際観光専門学校浜松校 商業実務専門課程国際観光情報学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

静岡県 国際観光専門学校浜松校 専門課程国際ホテル学科 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
国際観光専門学校浜松校

商業実務専門課程国際ホテル・ブライダル
学科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

静岡県 国際観光専門学校浜松校 商業実務専門課程国際観光情報学科 平成15年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
国際観光専門学校浜松校

専門課程（商業実務関係）トラベル・エアポー
ト学科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

静岡県 国際観光専門学校浜松校 商業実務専門課程国際ホテル・ブライダル学科 平成15年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
国際観光専門学校浜松校

専門課程（商業実務関係）ホテル・ブライダ
ル学科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

静岡県 国際観光専門学校浜松校 専門課程（商業実務関係）トラベル・エアポート学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

静岡県 国際観光専門学校浜松校 専門課程（商業実務関係）ホテル・ブライダル学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

静岡県 国際工学院専門学校熱海校 専門課程電子情報学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

静岡県 国際工学院専門学校熱海校 専門課程バイオテクノロジー学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

静岡県 国際工学院専門学校浜松校 専門課程インテリアＣＡＤ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
国際工学院専門学校浜松校 専門課程建築・デザイン学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

静岡県 国際工学院専門学校浜松校 専門課程エレクトロテクノロジー学科 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

静岡県 国際工学院専門学校浜松校 専門課程バイオテクノロジー学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

静岡県 国際工学院専門学校浜松校 専門課程建築・デザイン学科 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

静岡県 国際ことば学院外国語専門学校 文化教養専門課程東アジア言語学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

静岡県 国際トラベル・ホテル専門学校静岡校 専門課程トラベル観光科 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

静岡県 国際トラベル・ホテル専門学校静岡校 専門課程トラベル事務科 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

静岡県 国際トラベル・ホテル専門学校静岡校 商業実務専門課程トラベル科 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
大原トラベル・ホテル専門学校静岡校 商業実務専門課程トラベル科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

静岡県 国際トラベル・ホテル専門学校静岡校 商業実務専門課程ホテル科 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
大原トラベル・ホテル専門学校静岡校 商業実務専門課程ホテル科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

静岡県 国際トラベル・ホテル専門学校浜松校 専門課程トラベル観光科 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
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静岡県 国際トラベル・ホテル専門学校浜松校 専門課程トラベル事務科 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

静岡県 国際トラベル・ホテル専門学校浜松校 商業実務専門課程トラベル科 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
大原トラベル・ホテル専門学校浜松校 商業実務専門課程トラベル科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

静岡県 国際トラベル・ホテル専門学校浜松校 商業実務専門課程ホテル科 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
大原トラベル・ホテル専門学校浜松校 商業実務専門課程ホテル科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

静岡県 国際トラベル専門学校静岡校 専門課程トラベル観光科 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
国際トラベル・ホテル専門学校静岡校 専門課程トラベル観光科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

静岡県 国際トラベル専門学校静岡校 専門課程トラベル事務科 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
国際トラベル・ホテル専門学校静岡校 専門課程トラベル事務科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

静岡県 国際トラベル専門学校浜松校 専門課程トラベル観光科 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
国際トラベル・ホテル専門学校浜松校 専門課程トラベル観光科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

静岡県 国際トラベル専門学校浜松校 専門課程トラベル事務科 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
国際トラベル・ホテル専門学校浜松校 専門課程トラベル事務科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

静岡県 国際ペットビジネス専門学校熱海校 文化教養専門課程ペットビジネス学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

静岡県 国立伊東温泉病院附属看護学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年2月28日 平成7年1月23日
名称変

更
国立東静病院附属伊東温泉看護学校 看護専門課程看護学科 平成13年2月28日 平成14年2月27日

静岡県 国立東静病院附属伊東温泉看護学校 看護専門課程看護学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

静岡県 国立東静病院附属看護学校 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

静岡県 国立浜松病院附属看護学校 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

静岡県 国立療養所天竜病院附属看護学校 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

静岡県 御殿場看護学校 医療専門課程看護学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

静岡県 笹田学園ファッション専門学校 専門課程インテリジェントデザイナー学科 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
デザインテクノロジー専門学校 専門課程インテリジェントデザイナー学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

静岡県 笹田学園ファッション専門学校 専門課程ファッションクリエイター学科 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
デザインテクノロジー専門学校 専門課程ファッションクリエイター学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

静岡県 静岡アルス美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

静岡県 静岡医療科学専門学校 医療専門課程理学療法学科 平成10年12月21日 ～ 平成28年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校静岡医療科学専門大学校 医療専門課程理学療法学科（３年課程） 平成28年4月1日 平成29年2月28日

静岡県 静岡医療科学専門学校 専門課程臨床工学科 平成14年2月27日 ～ 平成17年12月8日 平成14年2月27日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

静岡県 静岡医療科学専門学校 医療専門課程看護学科 平成19年2月1日 ～ 平成28年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校静岡医療科学専門大学校 医療専門課程看護学科（３年課程） 平成28年4月1日 平成29年2月28日

静岡県 静岡医療科学専門学校 医療専門課程臨床工学科(３年課程) 平成22年11月29日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
専門学校静岡医療科学専門大学校 医療専門課程臨床工学科（３年課程） 平成28年4月1日 平成29年2月28日

静岡県 静岡医療科学専門学校 医療専門課程臨床検査学科（３年課程） 平成28年2月29日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
専門学校静岡医療科学専門大学校 医療専門課程臨床検査学科（３年課程） 平成28年4月1日 平成29年2月28日

静岡県 静岡医療学園専門学校 医療専門課程柔道整復師学科（昼間部） 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
静岡医療学園専門学校 医療専門課程　柔道整復学科（昼間部） 平成19年3月31日 平成30年2月28日

静岡県 静岡医療学園専門学校 医療専門課程柔道整復師学科（夜間部） 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
静岡医療学園専門学校 医療専門課程　柔道整復学科（夜間部） 平成19年3月31日 平成30年2月28日

静岡県 静岡医療学園専門学校 医療専門課程鍼灸学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

静岡県 静岡医療学園専門学校 医療専門課程　柔道整復学科（昼間部） 平成19年4月1日 ～ 平成30年2月28日

静岡県 静岡医療学園専門学校 医療専門課程　柔道整復学科（夜間部） 平成19年4月1日 ～ 平成30年2月28日

静岡県
静岡インターナショナル・エア・リゾート専門
学校

文化・教養専門課程国際エアライン科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日
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静岡県
静岡インターナショナル・エア・リゾート専門
学校

文化・教養専門課程国際コミュニケーション科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

静岡県
静岡インターナショナル・エア・リゾート専門
学校

文化・教養専門課程国際トラベル科 平成21年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
静岡インターナショナル・エア・リゾート専
門学校

文化・教養専門課程国際ツーリズム・ホテル
科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

静岡県
静岡インターナショナル・エア・リゾート専門
学校

文化・教養専門課程国際交流科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

静岡県
静岡インターナショナル・エア・リゾート専門
学校

文化・教養専門課程国際ツーリズム・ホテル科 平成24年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
静岡インターナショナル・エア・リゾート専
門学校

文化・教養専門課程　観光・ホテルブライダ
ル科

平成30年4月1日 平成31日1月25日

静岡県
静岡インターナショナル・エア・リゾート専門
学校

文化・教養専門課程　観光・ホテルブライダル科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

静岡県 静岡大原簿記専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
大原簿記専門学校静岡校 商業実務専門課程経営ビジネス科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

静岡県 静岡大原簿記専門学校 商業実務専門課程公務員科 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
大原簿記専門学校静岡校 商業実務専門課程公務員科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

静岡県 静岡大原簿記専門学校 商業実務専門課程コンピュータ会計科 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
大原簿記専門学校静岡校 商業実務専門課程コンピュータ会計科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

静岡県 静岡大原簿記専門学校
商業実務専門課程税理士科（修業年限２年の課程
に限る。）

平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
大原簿記専門学校静岡校

商業実務専門課程税理士科（修業年限２年
の課程に限る。）

平成8年4月1日 平成8年12月4日

静岡県 静岡大原簿記専門学校 商業実務専門課程税理士科 平成7年11月30日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
大原簿記専門学校静岡校 商業実務専門課程税理士科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

静岡県 静岡県医師会看護専門学校 専門課程看護学科 平成14年2月27日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

静岡県 静岡県厚生連看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

静岡県 静岡県西部理容美容専門学校 専門課程美容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

静岡県 静岡県西部理容美容専門学校 専門課程理容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

静岡県 静岡県東部総合美容専門学校 専門課程美容学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

静岡県 静岡県東部理容美容専門学校 専門課程美容学科 平成12年2月8日 ～ 平成24年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
静岡県東部総合美容専門学校 専門課程美容学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

静岡県 静岡県東部理容美容専門学校 専門課程理容学科 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

静岡県 静岡県美容専門学校 専門課程美容科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

静岡県 静岡県立看護専門学校 専門課程看護１学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

静岡県 静岡県立看護専門学校 専門課程看護２学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

静岡県 静岡県立厚生保育専門学校 専門課程看護１学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

静岡県 静岡県立厚生保育専門学校 専門課程看護２学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

静岡県 静岡県立厚生保育専門学校 専門課程歯科衛生学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

静岡県 静岡県立厚生保育専門学校 専門課程保育学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

静岡県 静岡県立東部看護専門学校 専門課程看護１学科 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
静岡県立看護専門学校 専門課程看護１学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

静岡県 静岡県立東部看護専門学校 専門課程看護２学科 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
静岡県立看護専門学校 専門課程看護２学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

静岡県 静岡県立農林大学校 養成部園芸学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

静岡県 静岡県立農林大学校 養成部果樹学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日
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静岡県 静岡県立農林大学校 養成部畜産学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

静岡県 静岡県立農林大学校 養成部茶業学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

静岡県 静岡県立農林大学校 養成部林業学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

静岡県 静岡県理容美容専門学校 専門課程美容科 平成12年2月8日 ～ 平成24年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
静岡県美容専門学校 専門課程美容科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

静岡県 静岡県理容美容専門学校 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

静岡県 静岡工科専門学校 専門課程コンピュータ電子科 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
静岡工科専門学校 専門課程マルチメディア通信科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

静岡県 静岡工科専門学校 専門課程自動車科 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
専門学校静岡工科自動車大学校 工業専門課程自動車科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

静岡県 静岡工科専門学校 専門課程自動車電子科 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
専門学校静岡工科自動車大学校 工業専門課程自動車電子科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

静岡県 静岡工科専門学校 専門課程マルチメディア通信科 平成9年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
静岡工科専門学校 専門課程ｉ－モバイルクリエイト科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

静岡県 静岡工科専門学校 専門課程自動車工学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
専門学校静岡工科自動車大学校 工業専門課程自動車工学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

静岡県 静岡工科専門学校 専門課程ｉ－モバイルクリエイト科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校静岡工科自動車大学校 工業専門課程ｉ－モバイルクリエイト科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

静岡県 静岡こども福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

静岡県 静岡こども福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程こども福祉学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

静岡県 静岡こども福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程こども未来学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

静岡県 静岡済生会看護専門学校 専門課程看護学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

静岡県 静岡産業技術専門学校 専門課程ＯＡビジネス科 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

静岡県 静岡産業技術専門学校 専門課程コンピュータ科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

静岡県 静岡産業技術専門学校 専門課程情報システム研究科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
静岡産業技術専門学校 専門課程情報ネットワークシステム科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

静岡県 静岡産業技術専門学校 専門課程情報テクノ科 平成7年11月30日 ～ 平成13年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
静岡産業技術専門学校 専門課程情報ネットワーク科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

静岡県 静岡産業技術専門学校 専門課程コンピュータグラフィックス科 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

静岡県 静岡産業技術専門学校 専門課程ゲームクリエイト科 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

静岡県 静岡産業技術専門学校 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
名称変

更
静岡産業技術専門学校 専門課程マルチメディアデザイン科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

静岡県 静岡産業技術専門学校 専門課程建築科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

静岡県 静岡産業技術専門学校 専門課程ゲームクリエイト科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

静岡県 静岡産業技術専門学校 専門課程コンピュータグラフィックス科 平成14年2月27日 ～ 平成26年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
静岡産業技術専門学校 工業専門課程CG・アニメーション科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

静岡県 静岡産業技術専門学校 専門課程情報ネットワーク科 平成13年4月1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

静岡県 静岡産業技術専門学校 専門課程マルチメディアデザイン科 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
静岡産業技術専門学校 専門課程Webデザイン科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

静岡県 静岡産業技術専門学校 専門課程Webデザイン科 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
静岡産業技術専門学校 専門課程デジタルデザイン科 平成21年4月1日 平成22年2月26日
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静岡県 静岡産業技術専門学校 専門課程情報ネットワークシステム科 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
静岡産業技術専門学校 工業専門課程情報システムアドバンス科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

静岡県 静岡産業技術専門学校 工業専門課程ＣＡＤデザイン科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

静岡県 静岡産業技術専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 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
静岡産業技術専門学校 商業実務専門課程総合オフィスビジネス科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

静岡県 静岡産業技術専門学校 工業専門課程住環境デザイン科 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

静岡県 静岡産業技術専門学校 商業実務専門課程福祉公共ビジネス科 平成21年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
静岡産業技術専門学校 商業実務専門課程医療事務科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

静岡県 静岡産業技術専門学校 工業専門課程情報システムアドバンス科 平成21年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

静岡県 静岡産業技術専門学校 商業実務専門課程総合オフィスビジネス科 平成21年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

静岡県 静岡産業技術専門学校 専門課程デジタルデザイン科 平成21年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

静岡県 静岡産業技術専門学校 工業専門課程メディアクリエイション科 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
静岡産業技術専門学校 工業専門課程　広告･ＷＥＢデザイン科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

静岡県 静岡産業技術専門学校 商業実務専門課程医療事務科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

静岡県 静岡産業技術専門学校 工業専門課程CG・アニメーション科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

静岡県 静岡産業技術専門学校 工業専門課程　広告･ＷＥＢデザイン科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

静岡県 静岡産業技術専門学校 専門課程（教育・社会福祉）こども保育科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

静岡県 静岡山水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

静岡県 静岡歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

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

更
大原情報ビジネス専門学校静岡校 商業実務専門課程ＯＡ秘書科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

静岡県 静岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営情報科 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
大原情報ビジネス専門学校静岡校 商業実務専門課程経営情報科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

静岡県 静岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
大原情報ビジネス専門学校静岡校 商業実務専門課程情報処理科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

静岡県 静岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報科学科 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
大原情報ビジネス専門学校静岡校 商業実務専門課程情報科学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

静岡県 静岡市立看護専門学校 専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
静岡市立静岡看護専門学校 専門課程看護学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

静岡県 静岡市立静岡看護専門学校 専門課程看護学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

静岡県 静岡市立清水看護専門学校 専門課程看護学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

静岡県 静岡新美容専門学校 衛生専門課程美容学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

静岡県 静岡新美容専門学校 服飾・家政専門課程服飾学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

静岡県 静岡赤十字看護専門学校 専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
静岡赤十字看護専門学校 専門課程看護学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

静岡県 静岡赤十字看護専門学校 専門課程看護学科 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

静岡県 静岡デザイン専門学校 商業実務専門課程ファッションクリエイト科 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

静岡県 静岡デザイン専門学校 専門課程グラフィックデザイン科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日
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静岡県 静岡デザイン専門学校 専門課程ファッションビジネス科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

静岡県 静岡デザイン専門学校 専門課程フラワービジネス科 平成10年12月21日 ～ 平成26年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
静岡デザイン専門学校 文化・教養専門課程フラワーデザイン科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

静岡県 静岡デザイン専門学校 専門課程ファッションデザイン科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

静岡県 静岡デザイン専門学校 専門課程プロダクトデザイン科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

静岡県 静岡デザイン専門学校 服飾・家政専門課程ブライダル・ビューティー科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

静岡県 静岡デザイン専門学校 文化・教養専門課程空間クリエイト科 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
静岡デザイン専門学校 専門課程（文化・教養）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

静岡県 静岡デザイン専門学校 文化・教養専門課程フラワーデザイン科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

静岡県 静岡デザイン専門学校 専門課程（文化・教養）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

静岡県 静岡デザイン専門学校浜松校 服飾・家政専門課程ファッションビジネス科 平成21年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校浜松デザインカレッジ 服飾・家政専門課程ファッションビジネス科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

静岡県 静岡デザイン専門学校浜松校 文化・教養専門課程グラフィックデザイン科 平成21年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校浜松デザインカレッジ 文化・教養専門課程グラフィックデザイン科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

静岡県 静岡電子専門学校 専門課程データ・コミュニケーション科 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
静岡電子専門学校 工業専門課程情報通信システム科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

静岡県 静岡電子専門学校 専門課程マイクロコンピュータ・システム科 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

静岡県 静岡電子専門学校 工業専門課程情報通信システム科 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

静岡県 静岡電子専門学校 工業専門課程メディアクリエイト科 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

静岡県 静岡福祉医療専門学校 専門課程医療情報秘書科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

静岡県 静岡福祉医療専門学校 専門課程介護福祉学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

静岡県 静岡福祉医療専門学校 専門課程医療福祉情報科 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

静岡県 静岡福祉医療専門学校 専門課程総合福祉学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

静岡県 静岡福祉医療専門学校 教育･社会福祉専門課程子ども心理学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

静岡県 静岡服飾美容専門学校 衛生専門課程美容学科 平成20年2月26日 ～ 平成27年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
静岡新美容専門学校 衛生専門課程美容学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

静岡県 静岡服飾美容専門学校 服飾・家政専門課程服飾学科 平成20年2月26日 ～ 平成27年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
静岡新美容専門学校 服飾・家政専門課程服飾学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

静岡県 静岡文化専門学校 専門課程ビジネスプランニング科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

静岡県 静岡文化専門学校 専門課程ファッションクリエイト科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
静岡デザイン専門学校 商業実務専門課程ファッションクリエイト科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

静岡県 島田市立看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

静岡県 清水市立看護専門学校 看護専門課程看護学科 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
静岡市立清水看護専門学校 専門課程看護学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

静岡県 下田看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

静岡県 城内文化服装専門学校 専門課程服装洋裁科 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
専門学校きうちファッションカレッジ 専門課程服装洋裁科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

静岡県 駿河学院実務専門学校 専門課程自動車整備科 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
駿河学院専門学校 専門課程自動車整備科 平成28年4月1日 平成29年2月28日
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静岡県 駿河学院専門学校 専門課程自動車整備科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

静岡県 駿河看護専門学校 専門課程看護学科 平成9年11月17日 ～ 平成23年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

静岡県 聖隷介護福祉専門学校 専門課程介護福祉学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

静岡県 聖隷クリストファー大学介護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

静岡県 専門学校　静岡医療科学専門大学校 医療専門課程　医学検査学科（３年課程） 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

静岡県 専門学校　静岡医療科学専門大学校 医療専門課程　医学工学科（３年課程） 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

静岡県
専門学校アフィニティ・ヒューマンワーク・カ
レッジ

専門課程サーヴィス・レセプショニスト学科 平成7年4月1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

静岡県
専門学校アフィニティ・ヒューマンワーク・カ
レッジ

専門課程ブロードキャスター学科 平成7年4月1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

静岡県 専門学校きうちファッションカレッジ 専門課程服装洋裁科 平成15年4月1日 ～ 平成27年8月24日 平成16年2月17日 廃止 平成27年8月24日 平成28年2月29日

静岡県 専門学校静岡医療科学専門大学校 医療専門課程看護学科（３年課程） 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

静岡県 専門学校静岡医療科学専門大学校 医療専門課程理学療法学科（３年課程） 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

静岡県 専門学校静岡医療科学専門大学校 医療専門課程臨床検査学科（３年課程） 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成29年2月28日
名称変

更
専門学校　静岡医療科学専門大学校 医療専門課程　医学工学科（３年課程） 平成29年3月31日 平成30年2月28日

静岡県 専門学校静岡医療科学専門大学校 医療専門課程臨床工学科（３年課程） 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成29年2月28日
名称変

更
専門学校　静岡医療科学専門大学校 医療専門課程　医学検査学科（３年課程） 平成29年3月31日 平成30年2月28日

静岡県 専門学校静岡医療秘書学院 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

静岡県 専門学校静岡工科自動車大学校 専門課程（工業分野）ファーストクラス研究科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

静岡県 専門学校静岡工科自動車大学校 工業専門課程ｉ－モバイルクリエイト科 平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

静岡県 専門学校静岡工科自動車大学校 工業専門課程自動車科 平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

静岡県 専門学校静岡工科自動車大学校 工業専門課程自動車工学科 平成17年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

静岡県 専門学校静岡工科自動車大学校 工業専門課程自動車電子科 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
専門学校静岡工科自動車大学校 工業専門課程自動車整備科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

静岡県 専門学校静岡工科自動車大学校 工業専門課程自動車整備科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

静岡県 専門学校静岡工科自動車大学校 商業実務専門課程ショールーム・スタッフ科 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

静岡県 専門学校静岡工科自動車大学校 工業専門課程　国際オートメカニック科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

静岡県 専門学校静岡工科自動車大学校 工業専門課程　ハイエンジニア研究科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

静岡県 専門学校静岡スクールオブビジネス 専門課程医療情報秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校静岡電子情報カレッジ 商業実務専門課程医療情報秘書科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

静岡県 専門学校静岡スクールオブビジネス 専門課程コンピュータ秘書科 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
専門学校静岡スクールオブビジネス 商業実務専門課程ビジネスクリエイト科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

静岡県 専門学校静岡スクールオブビジネス 専門課程システムエンジニア科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校静岡スクールオブビジネス 商業実務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

静岡県 専門学校静岡スクールオブビジネス 商業実務専門課程情報システム科 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
専門学校静岡電子情報カレッジ 商業実務専門課程情報システム科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

静岡県 専門学校静岡スクールオブビジネス 商業実務専門課程ビジネスクリエイト科 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
専門学校静岡電子情報カレッジ 商業実務専門課程ビジネスクリエイト科 平成10年4月1日 平成10年12月21日
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静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 商業実務専門課程医療情報秘書科 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

静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 商業実務専門課程情報システム科 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

静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 商業実務専門課程ビジネスクリエイト科 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

静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 専門課程情報通信システム科 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

静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 専門課程マイクロコンピュータ・システム科 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

静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 専門課程メディアクリエイト科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 商業実務専門課程システムエンジニア科 平成12年2月8日 ～ 平成21年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 専門課程ＣＡＤインテリアデザイン科 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

静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 専門課程経営情報（大学併学）学科 平成12年2月8日 ～ 平成18年6月30日 平成12年2月8日 不適合 平成18年6月30日 平成18年6月30日

静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 専門課程ゲームエンターテイメント科 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

静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 専門課程ビジネス経営科 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校静岡電子情報カレッジ 専門課程インターネット・ビジネス科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 専門課程マイコン制御科 平成12年2月8日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校静岡電子情報カレッジ 工業専門課程コンピュータ・システム科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 専門課程マルチメディア映像・音響科 平成12年2月8日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校静岡電子情報カレッジ 専門課程メディアデザイン・音響科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 専門課程インターネット・ビジネス科 平成14年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校静岡電子情報カレッジ 商業実務専門課程ビジネスクリエイト科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 工業専門課程コンピュータ・システム科 平成15年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 専門課程メディアデザイン・音響科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校静岡電子情報カレッジ 工業専門課程映像・音響クリエイト科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 工業専門課程映像・音響クリエイト科 平成16年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 商業実務専門課程ビジネスクリエイト科 平成16年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 工業専門課程ＩＣＴ情報システム学科 平成22年2月26日 ～ 平成29年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 商業実務専門課程ＩＣＴ情報デザイン学科 平成22年2月26日 ～ 平成27年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
専門学校静岡電子情報カレッジ

専門課程（商業実務分野）ＩＣＴ映像・音響デ
ザイン学科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 工業専門課程医療情報システム学科 平成27年2月19日 ～ 平成28年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ
専門課程（商業実務分野）ＩＣＴ映像・音響デザイン
学科

平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
専門学校静岡電子情報カレッジ

商業実務専門課程　映像･音響デザイン学
科

平成29年3月31日 平成30年2月28日

静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 工業専門課程　ゲーム応用学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 工業専門課程　ロボット創造学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

静岡県 専門学校静岡電子情報カレッジ 商業実務専門課程　映像･音響デザイン学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

静岡県 専門学校中央医療健康大学校 医療専門課程歯科衛生学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

静岡県 専門学校中央医療健康大学校 医療専門課程鍼灸健康学科（昼間部） 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

静岡県 専門学校中央医療健康大学校 医療専門課程柔道整復学科（昼間部） 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
専門学校中央医療健康大学校 医療専門課程　スポーツ柔整学科 平成30年4月1日 平成31日1月25日
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静岡県 専門学校中央医療健康大学校 医療専門課程柔道整復学科（夜間部） 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

静岡県 専門学校中央医療健康大学校 医療専門課程鍼灸健康学科（夜間部） 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

静岡県 専門学校中央医療健康大学校 医療専門課程　スポーツ柔整学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

静岡県 専門学校東海工科自動車大学校 工業専門課程二級自動車整備学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

静岡県 専門学校東海工科自動車大学校 工業専門課程自動車整備学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
専門学校東海工科自動車大学校 工業専門課程二級自動車整備学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

静岡県 専門学校東海工科自動車大学校 文化・教養専門課程総合マリン学科 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

静岡県 専門学校東海工科自動車大学校 工業専門課程一級自動車整備学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

静岡県 専門学校沼津コンピュータ学院 専門課程システム科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

静岡県 専門学校沼津コンピュータ学院 専門課程ビジネスシステム科 平成7年11月30日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
東部福祉情報専門学校 専門課程ビジネスシステム科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

静岡県 専門学校ノアデザインカレッジ 専門課程インテリアデザイン科 平成10年12月21日 ～ 平成25年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

静岡県 専門学校ノアデザインカレッジ 専門課程建築デザイン科 平成10年12月21日 ～ 平成25年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

静岡県 専門学校ノアデザインカレッジ 専門課程ファッションデザイン科 平成10年12月21日 ～ 平成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

静岡県 専門学校ノアデザインカレッジ 専門課程デジタルグラフィックス科 平成12年2月8日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校ノアデザインカレッジ 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9日

静岡県 専門学校ノアデザインカレッジ 専門課程ビジュアルデザイン科 平成15年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

静岡県 専門学校ノアデザインカレッジ 専門課程環境キャリアデザイン科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

静岡県 専門学校ノアデザインカレッジ 文化・教養専門課程　総合デザイン学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

静岡県 専門学校白寿医療学院 医療専門課程柔道整復学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

静岡県 専門学校白寿医療学院 医療専門課程鍼灸学科（夜間部） 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

静岡県 専門学校浜松医療学院 医療専門課程柔道整復学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

静岡県 専門学校浜松医療学院 医療専門課程鍼灸学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

静岡県 専門学校浜松デザインカレッジ 服飾・家政専門課程ファッションビジネス科 平成23年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
専門学校浜松デザインカレッジ

服飾・家政専門課程ファッション・コーディネ
イト科

平成26年4月1日 平成27年2月19日

静岡県 専門学校浜松デザインカレッジ 服飾・家政専門課程メイク・ビューティー科 平成23年12月22日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
専門学校浜松デザインカレッジ

服飾・家政専門課程メイク・ネイル・ビュー
ティー科

平成26年4月1日 平成27年2月19日

静岡県 専門学校浜松デザインカレッジ 文化・教養専門課程グラフィックデザイン科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

静岡県 専門学校浜松デザインカレッジ 服飾・家政専門課程ファッション・コーディネイト科 平成26年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成27年2月19日
名称変

更
平成31年4月1日 令和2年2月29日

静岡県 専門学校浜松デザインカレッジ 服飾・家政専門課程メイク・ネイル・ビューティー科 平成26年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成27年2月19日
名称変

更
平成31年4月1日 令和2年2月29日

静岡県 専門学校浜松デザインカレッジ 服飾・家政専門課程　ファッション流通科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

静岡県 専門学校浜松デザインカレッジ 服飾・家政専門課程　メイク・ブライダル科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

静岡県 専門学校浜松ビジネスアカデミー 専門課程ＯＡ秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日
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静岡県 専門学校浜松ビジネスアカデミー 専門課程情報サービス科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

静岡県
専門学校ルネサンス・アカデミー・オブ・デザ
イン

専門課程インテリアデザイン科 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
専門学校ルネサンス・アカデミーオブデザ
イン

専門課程インテリアデザイン科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

静岡県
専門学校ルネサンス・アカデミー・オブ・デザ
イン

専門課程グラフィックデザイン科 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
専門学校ルネサンス・アカデミーオブデザ
イン

専門課程グラフィックデザイン科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

静岡県
専門学校ルネサンス・アカデミー・オブ・デザ
イン

専門課程コンピュータグラフィックス科 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
専門学校ルネサンス・アカデミーオブデザ
イン

専門課程ＣＧデザイン科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

静岡県
専門学校ルネサンス・アカデミー・オブ・デザ
イン

専門課程Macデザイン科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校ルネサンス・アカデミーオブデザ
イン

専門課程Ｍａｃデザイン科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

静岡県
専門学校ルネサンス・アカデミー・オブ・デザ
イン

専門課程建築ＣＡＤ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
専門学校ルネサンス・アカデミーオブデザ
イン

専門課程建築ＣＡＤ科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

静岡県
専門学校ルネサンス・アカデミー・オブ・デザ
イン

専門課程生活デザイン科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校ルネサンス・アカデミーオブデザ
イン

専門課程トレンドコーディネート科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

静岡県
専門学校ルネサンス・アカデミー・オブ・デザ
イン

専門課程マルチメディア科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校ルネサンス・アカデミーオブデザ
イン

専門課程ゲームアニメクリエーター科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

静岡県
専門学校ルネサンス・アカデミーオブデザイ
ン

専門課程ＣＧデザイン科 平成12年4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

静岡県
専門学校ルネサンス・アカデミーオブデザイ
ン

専門課程Ｍａｃデザイン科 平成12年4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

静岡県
専門学校ルネサンス・アカデミーオブデザイ
ン

専門課程インテリアデザイン科 平成12年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校ルネサンスアカデミー 文化・教養専門課程インテリアデザイン科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

静岡県
専門学校ルネサンス・アカデミーオブデザイ
ン

専門課程グラフィックデザイン科 平成12年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校ルネサンスアカデミー 文化・教養専門課程グラフィックデザイン科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

静岡県
専門学校ルネサンス・アカデミーオブデザイ
ン

専門課程ゲームアニメクリエーター科 平成12年4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

静岡県
専門学校ルネサンス・アカデミーオブデザイ
ン

専門課程建築ＣＡＤ科 平成12年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校ルネサンスアカデミー 文化・教養専門課程建築ＣＡＤ科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

静岡県
専門学校ルネサンス・アカデミーオブデザイ
ン

専門課程雑貨デザイン科 平成13年3月1日 ～ 平成17年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校ルネサンスアカデミー 文化・教養専門課程雑貨デザイン科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

静岡県
専門学校ルネサンス・アカデミーオブデザイ
ン

専門課程トレンドコーディネート科 平成12年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校ルネサンスアカデミー 文化・教養専門課程トレンドコーディネート科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

静岡県 専門学校ルネサンス・デザイン　アカデミー
文化・教養専門課程ブライダル・ビューティー・エス
テ・スタイリスト科

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
専門学校ルネサンス・デザイン　アカデ
ミー

専門課程（文化・教養関係）ブライダル・トー
タルビューティー科

平成28年4月1日 平成29年2月28日

静岡県 専門学校ルネサンス・デザイン　アカデミー
文化・教養専門課程マンガ・アニメ・ゲームキャラク
ター科

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
専門学校ルネサンス・デザイン　アカデ
ミー

専門課程（文化・教養関係）プロマンガ科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

静岡県 専門学校ルネサンス・デザイン　アカデミー
専門課程（文化・教養関係）建築士・インテリアコー
ディネーター科

平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

静岡県 専門学校ルネサンス・デザイン　アカデミー
専門課程（文化・教養関係）ブライダル・トータル
ビューティー科

平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

静岡県 専門学校ルネサンス・デザイン　アカデミー 専門課程（文化・教養関係）プロマンガ科 平成28年4月1日 ～ 平成30年5月31日 平成29年2月28日 廃止 平成30年5月31日 平成31日1月25日

静岡県 専門学校ルネサンス・デザイン　アカデミー 衛生専門課程　美容師科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

静岡県 専門学校ルネサンス・デザイン　アカデミー 文化･教養専門課程　イラストレーション科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

静岡県 専門学校ルネサンス・デザイン　アカデミー 文化･教養専門課程　広告･写真･Ｗｅｂデザイン科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

静岡県 専門学校ルネサンス・デザインアカデミー 文化・教養専門課程インテリアデザイン科 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

静岡県 専門学校ルネサンス・デザインアカデミー 文化・教養専門課程グラフィックデザイン科 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
専門学校ルネサンス・デザインアカデミー 文化・教養専門課程イラスト・広告科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

静岡県 専門学校ルネサンス・デザインアカデミー 文化・教養専門課程雑貨デザイン科 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
専門学校ルネサンス・デザインアカデミー 文化・教養専門課程雑貨・インテリア科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

静岡県 専門学校ルネサンス・デザインアカデミー 文化・教養専門課程ビューティコーディネート科 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
専門学校ルネサンス・デザインアカデミー 文化・教養専門課程美的コーディネート科 平成23年4月1日 平成23年12月22日
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静岡県 専門学校ルネサンス・デザインアカデミー 文化・教養専門課程ファッションデザイン科 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
専門学校ルネサンス・デザインアカデミー 文化・教養専門課程ファッショントレンド科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

静岡県 専門学校ルネサンス・デザインアカデミー 文化・教養専門課程マンガ・コミック科 平成22年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
専門学校ルネサンス・デザイン　アカデ
ミー

文化・教養専門課程マンガ・ゲームキャラク
ター科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

静岡県 専門学校ルネサンス・デザインアカデミー 文化・教養専門課程イラスト・広告科 平成23年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
専門学校ルネサンス・デザイン　アカデ
ミー

文化・教養専門課程グラフィックデザイン科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

静岡県 専門学校ルネサンス・デザインアカデミー 文化・教養専門課程雑貨・インテリア科 平成23年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
専門学校ルネサンス・デザインアカデミー

文化・教養専門課程雑貨・プロダクト・建築・
インテリア科

平成26年4月1日 平成27年2月19日

静岡県 専門学校ルネサンス・デザインアカデミー 文化・教養専門課程美的コーディネート科 平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
専門学校ルネサンス・デザイン　アカデ
ミー

文化・教養専門課程ビューティーコーディ
ネート科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

静岡県 専門学校ルネサンス・デザインアカデミー 文化・教養専門課程ファッショントレンド科 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

静岡県 専門学校ルネサンス・デザインアカデミー 文化・教養専門課程ビューティーコーディネート科 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
専門学校ルネサンス・デザイン　アカデ
ミー

文化・教養専門課程ブライダル・ビュー
ティー・エステ・スタイリスト科

平成26年4月1日 平成27年2月19日

静岡県 専門学校ルネサンス・デザインアカデミー 文化・教養専門課程マンガ・ゲームキャラクター科 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
専門学校ルネサンス・デザイン　アカデ
ミー

文化・教養専門課程マンガ・アニメ・ゲーム
キャラクター科

平成26年4月1日 平成27年2月19日

静岡県 専門学校ルネサンス・デザインアカデミー 文化・教養専門課程グラフィックデザイン科 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
専門学校ルネサンス・デザイン　アカデ
ミー

文化・教養専門課程イラスト・広告・写真・映
像科

平成26年4月1日 平成27年2月19日

静岡県 専門学校ルネサンス・デザインアカデミー 文化・教養専門課程イラスト・広告・写真・映像科 平成26年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
専門学校ルネサンス・デザイン　アカデ
ミー

文化･教養専門課程　広告･写真･Ｗｅｂデザ
イン科

平成29年3月31日 平成30年2月28日

静岡県 専門学校ルネサンス・デザインアカデミー
文化・教養専門課程雑貨・プロダクト・建築・インテリ
ア科

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
専門学校ルネサンス・デザイン　アカデ
ミー

専門課程（文化・教養関係）建築士・インテリ
アコーディネーター科

平成28年4月1日 平成29年2月28日

静岡県 専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー 文化・教養専門課程しつけインストラクター科 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー

文化・教養専門課程家庭犬しつけトレーニン
グ科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

静岡県 専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー 文化・教養専門課程動物看護師科 平成22年2月26日 ～ 平成26年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー 文化・教養専門課程動物看護・理学療法科 平成26年4月1日 平成29年2月28日

静岡県 専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー 文化・教養専門課程ペット美容科 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー 文化・教養専門課程ペット美容・トリミング科 平成22年4月1日 平成29年2月28日

静岡県 専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー 文化・教養専門課程家庭犬しつけトレーニング科 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
専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー 文化・教養専門課程家庭犬トレーニング科 平成23年4月1日 平成29年2月28日

静岡県 専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー 文化・教養専門課程動物・海洋飼育科 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
専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー

文化・教養専門課程動物海洋飼育・アクアリ
ウム科

平成26年4月1日 平成27年2月19日

静岡県 専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー 文化・教養専門課程ペット美容・トリミング科 平成22年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー

文化・教養専門課程ペットエステ・トリミング
科

平成26年4月1日 平成27年2月19日

静岡県 専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー 文化・教養専門課程家庭犬トレーニング科 平成23年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー 文化・教養専門課程ドッグトレーニング科 平成25年4月1日 平成29年2月28日

静岡県 専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー 文化・教養専門課程ドッグトレーニング科 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
専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー

文化・教養専門課程ドッグトレーニング・リハ
ビリ科

平成26年4月1日 平成27年2月19日

静岡県 専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー 文化・教養専門課程動物海洋飼育・アクアリウム科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

静岡県 専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー 文化・教養専門課程動物看護・理学療法科 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
専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー 文化・教養専門課程　動物看護師科 平成30年4月1日 平成31日1月25日

静岡県 専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー 文化・教養専門課程ドッグトレーニング・リハビリ科 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
専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー

専門課程（文化・教養関係）ドッグトレーニン
グ・ウェルネス科

平成28年4月1日 平成29年2月28日

静岡県 専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー 文化・教養専門課程ペットエステ・トリミング科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

静岡県 専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー
専門課程（文化・教養関係）ドッグトレーニング・ウェ
ルネス科

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
専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー

専門課程（文化・教養関係）　ドッグ・ウェル
ネス科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

静岡県 専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー 文化・教養専門課程　動物看護師科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

静岡県 専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー
文化・教養専門課程ペットエステ・トリミング科（３年
制）

平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

静岡県 専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー 専門課程（文化・教養関係）　ドッグ・ウェルネス科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

静岡県 専門学校ルネサンスアカデミー 文化・教養専門課程インテリアデザイン科 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
専門学校ルネサンス・デザインアカデミー 文化・教養専門課程インテリアデザイン科 平成21年4月1日 平成29年2月28日
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静岡県 専門学校ルネサンスアカデミー 文化・教養専門課程グラフィックデザイン科 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
専門学校ルネサンス・デザインアカデミー 文化・教養専門課程グラフィックデザイン科 平成21年4月1日 平成29年2月28日

静岡県 専門学校ルネサンスアカデミー 文化・教養専門課程建築ＣＡＤ科 平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

静岡県 専門学校ルネサンスアカデミー 文化・教養専門課程雑貨デザイン科 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
専門学校ルネサンス・デザインアカデミー 文化・教養専門課程雑貨デザイン科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

静岡県 専門学校ルネサンスアカデミー 文化・教養専門課程デジタルデザイン科 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

静岡県 専門学校ルネサンスアカデミー 文化・教養専門課程トレンドコーディネート科 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
専門学校ルネサンスアカデミー

文化・教養専門課程ビューティコーディネート
科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

静岡県 専門学校ルネサンスアカデミー 文化・教養専門課程しつけインストラクター科 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29年2月28日

静岡県 専門学校ルネサンスアカデミー 文化・教養専門課程動物看護師科 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

静岡県 専門学校ルネサンスアカデミー 文化・教養専門課程ファッションデザイン科 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校ルネサンス・デザインアカデミー 文化・教養専門課程ファッションデザイン科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

静岡県 専門学校ルネサンスアカデミー 文化・教養専門課程プロダクトデザイン科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

静岡県 専門学校ルネサンスアカデミー 文化・教養専門課程ペット美容科 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

静岡県 専門学校ルネサンスアカデミー 文化・教養専門課程ビューティコーディネート科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校ルネサンス・デザインアカデミー

文化・教養専門課程ビューティコーディネート
科

平成21年4月1日 平成22年2月26日

静岡県 タカヤマアドバンスビューティー専門学校 専門課程エステティック科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

静岡県 タカヤマアドバンスビューティー専門学校 専門課程美容科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

静岡県 中遠調理師専門学校 衛生専門課程　調理師科(２年制) 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

静岡県 中央歯科衛生士調理製菓専門学校 専門課程調理経営学科 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
中央歯科衛生士調理製菓専門学校 専門課程高度調理経営学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

静岡県 中央歯科衛生士調理製菓専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 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
中央歯科衛生士調理製菓専門学校 専門課程歯科衛生学科 平成27年4月1日 平成29年2月28日

静岡県 中央歯科衛生士調理製菓専門学校 専門課程歯科衛生学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

静岡県 中央歯科衛生士調理製菓専門学校 専門課程高度調理経営学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

静岡県 中央調理技術専門学校 専門課程調理経営学科 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
中央調理製菓専門学校 専門課程調理経営学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

静岡県 中央調理技術専門学校静岡校 専門課程調理経営学科 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
中央調理製菓専門学校静岡校 専門課程調理経営学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

静岡県 中央調理製菓専門学校 専門課程調理経営学科 平成11年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
中央歯科衛生士調理製菓専門学校 専門課程調理経営学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

静岡県 中央調理製菓専門学校静岡校 専門課程調理経営学科 平成11年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
中央調理製菓専門学校静岡校 専門課程上級調理経営学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

静岡県 中央調理製菓専門学校静岡校 専門課程製菓衛生師科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

静岡県 中央調理製菓専門学校静岡校 専門課程上級調理経営学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

静岡県 辻村和服専門学校 専門課程師範科 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30年2月28日

静岡県 辻村和服専門学校 服飾・家政専門課程和裁本科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

静岡県 土屋学園家政専門学校 専門課程編物科 平成7年1月23日 ～ 平成28年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

静岡県 土屋学園家政専門学校 専門課程和裁科 平成7年1月23日 ～ 平成28年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日
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静岡県
デザイン専門学校藤江ファッション・インテリ
ア学院

専門課程インテリア・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
デザイン専門学校藤江ファッション・インテ
リア学院

専門課程インテリア・スペース科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

静岡県
デザイン専門学校藤江ファッション・インテリ
ア学院

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
デザイン専門学校藤江ファッション・インテ
リア学院

専門課程ビジュアル・ファッション科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

静岡県
デザイン専門学校藤江ファッション・インテリ
ア学院

専門課程インテリア・スペース科 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

静岡県
デザイン専門学校藤江ファッション・インテリ
ア学院

専門課程ビジュアル・ファッション科 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

静岡県 デザインテクノロジー専門学校 専門課程インテリジェントデザイナー学科 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

静岡県 デザインテクノロジー専門学校 専門課程ファッションクリエイター学科 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

静岡県 デザインテクノロジー専門学校 専門課程建築学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

静岡県 デザインテクノロジー専門学校 専門課程デジタルメディア学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

静岡県 デザインテクノロジー専門学校 専門課程ファッションビジネス学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

静岡県 東海アクシス看護専門学校 専門課程看護２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

静岡県 東海アクシス看護専門学校 専門課程看護１科 平成7年11月30日 ～ 平成19年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
東海アクシス看護専門学校 専門課程看護学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

静岡県 東海アクシス看護専門学校 専門課程看護学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

静岡県 東海医療学園専門学校 医療専門課程鍼灸マッサージ科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

静岡県 東海医療学園専門学校 医療専門課程鍼灸科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

静岡県 東海工科専門学校 専門課程総合マリン学科 平成12年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校東海工科自動車大学校 文化・教養専門課程総合マリン学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

静岡県 東海工科専門学校 専門課程自動車整備学科 平成14年2月27日 ～ 平成26年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校東海工科自動車大学校 工業専門課程自動車整備学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

静岡県 東海こども専門学校 教育・社会福祉専門課程こども学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

静岡県 東海調理製菓専門学校 専門課程製菓製パン科 平成9年11月17日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
東海調理製菓専門学校 専門課程製菓技術科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

静岡県 東海調理製菓専門学校 専門課程調理経営学科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
東海調理製菓専門学校 専門課程調理技術科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

静岡県 東海調理製菓専門学校 専門課程調理技術科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

静岡県 東海調理製菓専門学校 専門課程製菓技術科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

静岡県 東海福祉専門学校 専門課程社会福祉学科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

静岡県 東海福祉専門学校 専門課程介護福祉科 平成8年12月4日 ～ 平成28年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
静岡こども福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

静岡県 東海福祉専門学校 専門課程こども福祉学科 平成23年12月22日 ～ 平成28年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
静岡こども福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程こども福祉学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

静岡県 東海福祉専門学校 専門課程こども未来学科 平成25年1月29日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
静岡こども福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程こども未来学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

静岡県 東海文化専門学校 専門課程アパレルデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東海文化専門学校 専門課程ファッションデザイン科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

静岡県 東海文化専門学校 専門課程きもの科 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

静岡県 東海文化専門学校 専門課程クラフトデザイン科 平成15年2月19日 ～ 平成26年3月31日 平成15年2月19日 不適合 平成26年4月1日 平成27年2月19日
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静岡県 東海文化専門学校 専門課程ファッションデザイン科 平成14年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

静岡県 東海マリンアクティブ専門学校 専門課程総合マリン学科 平成7年11月30日 ～ 平成12年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
東海工科専門学校 専門課程総合マリン学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

静岡県 東海リハビリテーション専門学校 医療専門課程柔道整復学科 平成22年2月26日 ～ 平成26年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
専門学校中央医療健康大学校 医療専門課程柔道整復学科（昼間部） 平成26年4月1日 平成27年2月19日

静岡県 東海リハビリテーション専門学校 医療専門課程柔道整復学科（夜間部） 平成22年2月26日 ～ 平成26年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
専門学校中央医療健康大学校 医療専門課程柔道整復学科（夜間部） 平成26年4月1日 平成27年2月19日

静岡県 東海リハビリテーション専門学校 医療専門課程鍼灸学科 平成22年2月26日 ～ 平成26年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
専門学校中央医療健康大学校 医療専門課程鍼灸健康学科（夜間部） 平成26年4月1日 平成27年2月19日

静岡県 東部福祉情報専門学校 専門課程ビジネスシステム科 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

静岡県 東部福祉情報専門学校 専門課程介護福祉学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

静岡県 東部福祉情報専門学校 専門課程パソコンビジネス学科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

静岡県
独立行政法人国立病院機構静岡医療セン
ター附属静岡看護学校

看護専門課程看護学科 平成16年4月1日 ～ 平成21年2月27日

静岡県 常葉学園医療専門学校 医療専門課程作業療法学科 平成12年2月8日 ～ 平成17年12月8日 平成12年2月8日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

静岡県 常葉学園医療専門学校 医療専門課程理学療法学科 平成12年2月8日 ～ 平成17年12月8日 平成12年2月8日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

静岡県 常葉学園医療専門学校 医療専門課程柔道整復学科 平成20年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

静岡県 常葉学園医療専門学校 医療専門課程鍼灸学科 平成20年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

静岡県 常葉環境情報専門学校 専門課程情報システム科 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
常葉環境情報専門学校 専門課程マルチ情報ネット科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

静岡県 常葉環境情報専門学校 専門課程電子システム科 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

静岡県 常葉環境情報専門学校 専門課程環境システム科 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
常葉環境情報専門学校 専門課程自然環境システム科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

静岡県 常葉環境情報専門学校 専門課程情報ビジネス科 平成9年11月17日 ～ 平成20年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

静岡県 常葉環境情報専門学校 専門課程自然環境システム科 平成10年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

静岡県 常葉環境情報専門学校 専門課程マルチ情報ネット科 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

静岡県 常葉環境情報専門学校 専門課程環境・情報システム科 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

静岡県 常葉情報専門学校 専門課程情報システム工学科 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
常葉環境情報専門学校 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

静岡県 常葉情報専門学校 専門課程電子システム工学科 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
常葉環境情報専門学校 専門課程電子システム科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

静岡県 日本ギター専門学校 専門課程ギター音楽科 平成7年1月23日 ～ 平成17年12月8日 平成7年1月23日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

静岡県 日本建築専門学校 専門課程建築科 平成7年1月23日 ～ 平成17年12月8日 平成7年1月23日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

静岡県 日本情報技術専門学校 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3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
常葉情報専門学校 専門課程情報システム工学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

静岡県 日本情報技術専門学校 専門課程電子システム工学科 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
常葉情報専門学校 専門課程電子システム工学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

静岡県 日本書道芸術専門学校 専門課程書道師範科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

静岡県 沼津情報・ビジネス専門学校 専門課程（商業実務）　国際ビジネス科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日
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静岡県 沼津歯科技工専門学校 専門課程歯科技工科 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

静岡県 沼津歯科技工専門学校 専門課程歯科技工科 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

静岡県 沼津情報・ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程こども医療保育科 平成22年11月29日 ～ 平成30年4月1日 平成22年11月29日
名称変

更
沼津情報・ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども保育科 平成30年4月1日 平成31日1月25日

静岡県 沼津情報・ビジネス専門学校 工業専門課程ＣＡＤ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 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

静岡県 沼津情報・ビジネス専門学校 工業専門課程ＣＧクリエイト科 平成22年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
沼津情報・ビジネス専門学校 工業専門課程　ＣＧデザイン科 平成30年4月1日 平成31日1月25日

静岡県 沼津情報・ビジネス専門学校 工業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 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

静岡県 沼津情報・ビジネス専門学校 工業専門課程ゲームクリエイト科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

静岡県 沼津情報・ビジネス専門学校 工業専門課程コンピュータ科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

静岡県 沼津情報・ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療事務科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

静岡県 沼津情報・ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

静岡県 沼津情報・ビジネス専門学校 商業実務専門課程公務員科 平成23年12月22日 ～ 平成28年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
沼津情報・ビジネス専門学校 専門課程（商業実務）公務員科（２年制） 平成28年4月1日 平成29年2月28日

静岡県 沼津情報・ビジネス専門学校 専門課程（衛生）製菓・製パン科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

静岡県 沼津情報・ビジネス専門学校 専門課程（商業実務）公務員科（２年制） 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

静岡県 沼津情報・ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども保育科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

静岡県 沼津情報・ビジネス専門学校 工業専門課程　ＣＧデザイン科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

静岡県 沼津情報専門学校 専門課程国際ビジネス科 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

静岡県 沼津情報専門学校 専門課程コンピュータ科 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
沼津情報・ビジネス専門学校 工業専門課程コンピュータ科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

静岡県 沼津情報専門学校 専門課程システムクリエイト科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

静岡県 沼津情報専門学校 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

静岡県 沼津情報専門学校 専門課程マルチメディア科 平成8年12月4日 ～ 平成20年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

静岡県 沼津情報専門学校 専門課程ゲームインタフェース科 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

静岡県 沼津情報専門学校 専門課程ＯＡインストラクタ科 平成12年2月8日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
沼津情報専門学校 専門課程医療事務ＯＡ科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

静岡県 沼津情報専門学校 専門課程システムデザイン科 平成12年2月8日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

静岡県 沼津情報専門学校 専門課程医療事務ＯＡ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

静岡県 沼津情報専門学校 商業実務専門課程医療事務科 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
沼津情報・ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療事務科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

静岡県 沼津情報専門学校 工業専門課程ＣＡＤデザイン科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
沼津情報・ビジネス専門学校 工業専門課程ＣＡＤデザイン科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

静岡県 沼津情報専門学校 工業専門課程ＣＧクリエイト科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
沼津情報・ビジネス専門学校 工業専門課程ＣＧクリエイト科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

静岡県 沼津情報専門学校 工業専門課程グラフィックデザイン科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
沼津情報・ビジネス専門学校 工業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
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静岡県 沼津情報専門学校 工業専門課程ゲームクリエイト科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
沼津情報・ビジネス専門学校 工業専門課程ゲームクリエイト科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

静岡県 沼津情報専門学校 商業実務専門課程ビジネス科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
沼津情報・ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

静岡県 沼津市立看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

静岡県 沼津市立看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

静岡県 浜松医療福祉専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

静岡県 浜松医療福祉専門学校 医療専門課程鍼灸科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

静岡県 浜松医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

静岡県 浜松医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程こども学科 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

静岡県 浜松医療福祉専門学校 医療専門課程現代はりきゅう科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

静岡県 浜松大原簿記専門学校 商業実務専門課程ＯＡ秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
大原簿記専門学校浜松校 商業実務専門課程ＯＡ秘書科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

静岡県 浜松大原簿記専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
大原簿記専門学校浜松校 商業実務専門課程経営ビジネス科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

静岡県 浜松大原簿記専門学校 商業実務専門課程公務員科 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
大原簿記専門学校浜松校 商業実務専門課程公務員科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

静岡県 浜松大原簿記専門学校 商業実務専門課程コンピュータ会計科 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
大原簿記専門学校浜松校 商業実務専門課程コンピュータ会計科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

静岡県 浜松大原簿記専門学校 商業実務専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
大原簿記専門学校浜松校 商業実務専門課程情報処理科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

静岡県 浜松大原簿記専門学校
商業実務専門課程税理士科（修業年限２年の課程
に限る。）

平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
大原簿記専門学校浜松校

商業実務専門課程税理士科（修業年限２年
の課程に限る。）

平成8年4月1日 平成8年12月4日

静岡県 浜松大原簿記専門学校 商業実務専門課程税理士科 平成7年11月30日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
大原簿記専門学校浜松校 商業実務専門課程税理士科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

静岡県 浜松経理専門学校 専門課程商学科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

静岡県 浜松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7年1月23日

静岡県 浜松情報専門学校 専門課程オフィスオートメーション科 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
浜松情報専門学校 専門課程ビジネスクリエイト科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

静岡県 浜松情報専門学校 専門課程コンピュータエレクトロニクス科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

静岡県 浜松情報専門学校 専門課程コンピュータ科 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

静岡県 浜松情報専門学校 専門課程コンピュータデザイン科 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
浜松情報専門学校 専門課程ＣＧ・ＣＡＤ科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

静岡県 浜松情報専門学校 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

静岡県 浜松情報専門学校 専門課程ビジネスクリエイト科 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

静岡県 浜松情報専門学校 専門課程マルチメディア科 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

静岡県 浜松情報専門学校 専門課程ＯＡビジネス科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
浜松情報専門学校 専門課程情報ビジネス科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

静岡県 浜松情報専門学校 専門課程ＣＧ・ＣＡＤ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

静岡県 浜松情報専門学校 専門課程ゲームクリエイト科 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
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静岡県 浜松情報専門学校 専門課程デジタル通信科 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

静岡県 浜松情報専門学校 専門課程情報クリエイト科 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

静岡県 浜松情報専門学校 専門課程情報システム科 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

静岡県 浜松情報専門学校 専門課程情報マネジメント科 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

静岡県 浜松情報専門学校 専門課程情報ビジネス科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

静岡県 浜松情報専門学校 専門課程ＣＡＤ科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

静岡県 浜松情報専門学校 専門課程ＣＧ・ゲーム科 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
浜松情報専門学校 工業専門課程デジタルデザイン科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

静岡県 浜松情報専門学校 専門課程ＯＡビジネス科 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

静岡県 浜松情報専門学校 専門課程コンピュータ科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

静岡県 浜松情報専門学校 専門課程情報ネットワーク科 平成15年2月19日 ～ 平成24年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

静岡県 浜松情報専門学校 工業専門課程デジタルデザイン科 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

静岡県 浜松情報専門学校 商業実務専門課程ビジネス科 平成19年2月1日 ～ 平成27年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
浜松情報専門学校 専門課程（商業実務）ビジネスライセンス科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

静岡県 浜松情報専門学校 教育・社会福祉専門課程こども医療保育科 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
浜松情報専門学校 教育･社会福祉専門課程　こども保育科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

静岡県 浜松情報専門学校 工業専門課程アニメーション科 平成23年12月22日 ～ 平成31年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

静岡県 浜松情報専門学校 工業専門課程ゲームクリエイト科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

静岡県 浜松情報専門学校 工業専門課程ものづくり工学科 平成23年12月22日 ～ 平成30年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成30年3月31日 平成31日1月25日

静岡県 浜松情報専門学校 商業実務専門課程医療事務科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

静岡県 浜松情報専門学校 専門課程（商業実務）ビジネスライセンス科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

静岡県 浜松情報専門学校 専門課程（商業実務）国際ＩＴビジネス科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

静岡県 浜松情報専門学校 教育･社会福祉専門課程　こども保育科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

静岡県 浜松情報専門学校 工業専門課程　セキュリティネットワーク科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

静岡県 浜松市立看護専門学校 専門課程看護第１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
浜松市立看護専門学校 専門課程看護学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

静岡県 浜松市立看護専門学校 専門課程看護第２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

静岡県 浜松市立看護専門学校 専門課程看護学科 平成8年4月1日 ～ 平成8年12月4日

静岡県 浜松調理菓子専門学校 専門課程　製菓衛生師本科 平成16年4月1日 ～ 平成30年2月28日

静岡県 浜松調理菓子専門学校 専門課程　調理師本科 平成16年4月1日 ～ 平成30年2月28日

静岡県 浜松調理師製菓衛生師専門学校 専門課程製菓衛生師本科 平成8年12月4日 ～ 平成16年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
浜松調理菓子専門学校 専門課程　調理師本科 平成16年3月31日 平成30年2月28日

静岡県 浜松調理師製菓衛生師専門学校 専門課程調理師本科 平成8年12月4日 ～ 平成16年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
浜松調理菓子専門学校 専門課程　製菓衛生師本科 平成16年3月31日 平成30年2月28日
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静岡県 浜松日建工科専門学校 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

静岡県 浜松日建工科専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ設計科 平成15年2月19日 ～ 平成21年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
浜松日建工科専門学校 工業専門課程建築設計科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

静岡県 浜松日建工科専門学校 工業専門課程建築設計科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

静岡県 浜松日建工科専門学校 工業専門課程インテリアデザイン科 平成22年11月29日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
浜松日建工科専門学校 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

静岡県 浜松日建工科専門学校 工業専門課程建築士養成科 平成26年1月28日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成27年3月31日 平成30年2月28日

静岡県 富士コンピュータ専門学校 専門課程情報事務科 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

静岡県 富士コンピュータ専門学校 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

静岡県 富士コンピュータ専門学校 専門課程情報秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

静岡県 富士コンピュータ専門学校 専門課程情報ホテル科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

静岡県 富士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18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
富士情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報クリエイト科 平成18年4月1日 平成20年2月26日

静岡県 富士情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＯＡビジネス科 平成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
富士情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス医療総合科 平成18年4月1日 平成20年2月26日

静岡県 富士情報ビジネス専門学校 専門課程経営情報科 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
富士情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程マネジメント科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

静岡県 富士情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程マネジメント科 平成8年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

静岡県 富士情報ビジネス専門学校 専門課程電気電子工学科 平成8年12月4日 ～ 平成20年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

静岡県 富士情報ビジネス専門学校 工業専門課程カスタマエンジニア科 平成9年11月17日 ～ 平成19年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

静岡県 富士情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報クリエイト科 平成18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

静岡県 富士情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス医療総合科 平成18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

静岡県 富士市立看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

静岡県 富士調理製菓専門学校 専門課程製菓衛生師科 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

静岡県 富士メカニック専門学校 専門課程自動車整備科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

静岡県 富士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19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

静岡県 富士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19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

静岡県 プロスペラ学院外国語専門学校 専門課程英語科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
プロスペラ学院ビジネス専門学校 文化教養関係専門課程英語科２年制 平成25年4月1日 平成26年1月28日

静岡県 プロスペラ学院外国語専門学校 商業実務関係専門課程国際ビジネス科 平成20年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
プロスペラ学院ビジネス専門学校

商業実務関係専門課程国際ビジネス科２年
制

平成25年4月1日 平成26年1月28日

静岡県 プロスペラ学院ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程国際ビジネス科２年制 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

静岡県 プロスペラ学院ビジネス専門学校 文化教養関係専門課程英語科２年制 平成25年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成27年3月31日 平成29年2月28日

静岡県 三島情報ビジネス専門学校 専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

静岡県 三島情報ビジネス専門学校 専門課程クリエイティブコンピュータ科 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
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