
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

愛知県 ＥＬＩＣビジネス＆公務員専門学校 商業実務専門課程ＩＴビジネス科 平成21年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

愛知県 ＥＬＩＣビジネス＆公務員専門学校 商業実務専門課程公務員科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

愛知県 ＥＬＩＣビジネス＆公務員専門学校 商業実務専門課程情報処理科 平成21年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

愛知県 ＥＬＩＣビジネス＆公務員専門学校 商業実務専門課程事務スキルスペシャリスト科 平成28年2月29日 ～ 平成31年4月1日 平成28年2月29日 廃止 平成31年4月1日 令和2年2月29日

愛知県 ＥＬＩＣビジネス＆公務員専門学校 商業実務専門課程マナーコミュニケーション科 平成28年2月29日 ～ 平成31年4月1日 平成28年2月29日 廃止 平成31年4月1日 令和2年2月29日

愛知県 ＥＬＩＣビジネス＆公務員専門学校 商業実務専門課程　ビジネススキル科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

愛知県 ＥＬＩＣビジネス＆公務員専門学校 商業実務専門課程ＩＴスキル科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 コンピュータ総合専門課程ＣＧ学科（昼間部） 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
ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程ＣＧ学科（昼間部） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 コンピュータ総合専門課程ＷＥＢ学科（昼間部） 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
ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程ＷＥＢ学科（昼間部） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 コンピュータ総合専門課程ゲーム学科（昼間部） 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
ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程ゲーム学科（昼間部） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 コンピュータ総合専門課程情報工学科 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程情報工学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 コンピュータ総合専門課程情報処理学科 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程情報処理学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋
コンピュータ総合専門課程ミュージック学科（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
ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程ミュージック学科（２年制） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程ＣＧ学科（昼間部） 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程ＷＥＢ学科（昼間部） 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程ゲーム学科（昼間部） 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程情報工学科 平成22年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程電子制御学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程情報処理学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程ミュージック学科（２年制） 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程電子制御学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

愛知県 愛知医科大学看護専門学校 医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成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

愛知県 愛知学院大学歯科衛生専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成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

愛知県 愛知学院大学歯科技工専門学校 医療専門課程歯科技工士科（本科） 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 愛知技術短期大学情報専門学校 工業専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
愛知工科大学情報専門学校 工業専門課程情報処理科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

愛知県 愛知技術短期大学情報専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
愛知工科大学情報専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

愛知県 愛知県医師会名古屋看護専門学校 医療専門課程看護科昼間部 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

愛知県 愛知県医師会名古屋看護専門学校 医療専門課程看護科夜間部 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

（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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愛知県
愛知県厚生農業協同組合連合会加茂看護
専門学校

医療専門課程看護学科（３年課程） 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

愛知県
愛知県厚生農業協同組合連合会更生看護
専門学校

医療専門課程看護学科三年課程 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県
愛知県厚生農業協同組合連合会更生看護
専門学校

医療専門課程看護学科二年課程 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

愛知県 あいち建築デザイン専門学校 工業専門課程建築インテリア科（昼間部） 平成16年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
あいち建築デザイン専門学校

工業専門課程インテリアデザイン科（昼間
部）

平成16年4月1日 平成17年12月26日

愛知県 あいち建築デザイン専門学校 工業専門課程建築インテリア科（夜間部） 平成16年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
あいち建築デザイン専門学校

工業専門課程インテリアデザイン科（夜間
部）

平成16年4月1日 平成17年12月26日

愛知県 あいち建築デザイン専門学校 工業専門課程建築工学科（昼間部） 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
東海工業専門学校金山校 工業専門課程建築工学科（昼間部） 平成20年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 あいち建築デザイン専門学校 工業専門課程建築工学科（夜間部） 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
東海工業専門学校金山校 工業専門課程建築工学科（夜間部） 平成20年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 あいち建築デザイン専門学校 工業専門課程インテリアデザイン科（昼間部） 平成16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
東海工業専門学校金山校

工業専門課程インテリアデザイン科（昼間
部）

平成20年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 あいち建築デザイン専門学校 工業専門課程インテリアデザイン科（夜間部） 平成16年4月1日 ～ 平成19年2月22日 平成17年12月26日 不適合 平成19年2月22日 平成19年2月22日

愛知県 愛知県立尾張看護専門学校 医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成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

愛知県 愛知県立春日井看護専門学校 医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成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

愛知県 愛知県立歯科衛生専門学校 医療専門課程歯科衛生科 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

愛知県 愛知県立総合看護専門学校 医療専門課程第一看護科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 愛知県立総合看護専門学校 医療専門課程第二看護科 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

愛知県 愛知県立総合看護専門学校 医療専門課程第四看護科 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

愛知県 愛知県立農業大学校 農学科園芸農産課程 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 愛知県立農業大学校 農学科畜産課程 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 愛知工科大学情報専門学校 工業専門課程情報処理科 平成12年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
あいち情報専門学校 工業専門課程情報処理科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

愛知県 愛知工科大学情報専門学校 工業専門課程情報通信科 平成13年3月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
あいち情報専門学校 工業専門課程情報通信科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

愛知県 愛知工科大学情報専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

愛知県 愛知工業専門学校 工業専門課程建築インテリア科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校都市デザインカレッジ愛知 工業専門課程建築インテリア科 平成20年4月1日 平成22年2月26日

愛知県 愛知工業専門学校 工業専門課程建築科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校都市デザインカレッジ愛知 工業専門課程建築科 平成20年4月1日 平成22年2月26日

愛知県 愛知工業専門学校 工業専門課程測量設計科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
愛知工業専門学校 工業専門課程地球環境デザイン科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

愛知県 愛知工業専門学校 工業専門課程地球環境デザイン科 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
専門学校都市デザインカレッジ愛知 工業専門課程地球環境デザイン科 平成20年4月1日 平成22年2月26日

愛知県 愛知工業大学情報電子専門学校 工業専門課程ＣＡＤ・ＣＡＭ学科（単位制） 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

愛知県 愛知工業大学情報電子専門学校 工業専門課程情報学科 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

愛知県 愛知工業大学情報電子専門学校 工業専門課程電子機械学科 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

愛知県 愛知工業大学情報電子専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報学科 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
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位 置 専　修　学　校　名 課　程　名
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愛知県 愛知工業大学情報電子専門学校 工業専門課程ＣＡＤ・ＣＡＭ学科 平成10年12月21日 ～ 平成30年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

愛知県 愛知工業大学情報電子専門学校 工業専門課程情報工学科 平成10年12月21日 ～ 平成30年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

愛知県 愛知工業大学情報電子専門学校 工業専門課程電子制御学科 平成10年12月21日 ～ 平成30年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

愛知県 愛知工業大学情報電子専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報学科 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

愛知県 愛知工業大学情報電子専門学校 工業専門課程高度情報学科（３年制） 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

愛知県 愛知工業大学情報電子専門学校 商業実務専門課程コンピュータビジネス学科 平成12年2月8日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

愛知県 愛知工業大学情報電子専門学校
工業専門課程高度情報学科（２年制）１種資格取
得専攻

平成13年3月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

愛知県 愛知工業大学情報電子専門学校 工業専門課程高度情報処理学科（２年制課程） 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年3月31日 平成31年1月25日

愛知県 愛知工業大学情報電子専門学校 工業専門課程高度情報処理学科（３年制課程） 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

愛知県 愛知工業大学情報電子専門学校
工業専門課程高度情報処理学科（２年制課程）
（単位制）

平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

愛知県 愛知工業大学情報電子専門学校 工業専門課程情報工学科（単位制） 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

愛知県 愛知工業大学情報電子専門学校 工業専門課程電子制御学科（単位制） 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

愛知県
愛知厚生農業協同組合連合会加茂看護専
門学校

医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 愛知産業大学経済文化専門学校 商業実務専門課程マネージメント科 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

愛知県 愛知産業大学経済文化専門学校 文化教養専門課程デザイン科 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

愛知県 愛知産業大学経済文化専門学校 文化教養専門課程産業デザイン科 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

愛知県 愛知自動車整備専門学校 工業専門課程自動車科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

愛知県 あいち情報専門学校 工業専門課程情報処理科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

愛知県 あいち情報専門学校 工業専門課程情報通信科 平成16年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
あいち情報専門学校 工業専門課程情報ネットワーク科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 あいち情報専門学校 工業専門課程情報ネットワーク科 平成22年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

愛知県 あいち造形デザイン専門学校 文化教養専門課程企画デザイン科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

愛知県 あいち造形デザイン専門学校 文化教養専門課程産業デザイン学科 平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

愛知県 あいち造形デザイン専門学校 文化教養専門課程ファインアート科 平成17年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
あいち造形デザイン専門学校 文化教養専門課程造形アート科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

愛知県 あいち造形デザイン専門学校 文化教養専門課程イラストレーション科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

愛知県 あいち造形デザイン専門学校 文化教養専門課程グラフィックデザイン科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

愛知県 あいち造形デザイン専門学校 文化教養専門課程造形アート科 平成17年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

愛知県 あいち造形デザイン専門学校 文化教養専門課程まんが科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

愛知県 あいち造形デザイン専門学校 文化教養専門課程デザインプロデュース科 平成22年11月29日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
あいち造形デザイン専門学校 文化教養専門課程企画デザイン科 平成25年4月1日 平成26年1月28日
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愛知県 あいち造形デザイン専門学校 文化教養専門課程造形デザイン科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

愛知県 愛知総合看護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

愛知県 愛知中央美容専門学校 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

愛知県 愛知調理専門学校 衛生専門課程調理専攻科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

愛知県 あいちビジネス専門学校 商業実務専門課程観光・レジャービジネス科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

愛知県 あいちビジネス専門学校 商業実務専門課程医療情報管理科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

愛知県 あいちビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

愛知県 あいちビジネス専門学校 商業実務専門課程観光ビジネス科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

愛知県 あいちビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

愛知県 あいちビジネス専門学校 商業実務専門課程薬業ビジネス科 平成16年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

愛知県 あいちビジネス専門学校 商業実務専門課程流通ビジネス科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

愛知県 あいちビジネス専門学校 商業実務専門課程福祉サービス科 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

愛知県 あいちビジネス専門学校 商業実務専門課程ＩＴビジネス科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

愛知県 あいちビジネス専門学校 商業実務専門課程販売ビジネス科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

愛知県 あいちビジネス専門学校 商業実務専門課程メイクケアアドバイザー科 平成22年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

愛知県 あいちビジネス専門学校 商業実務専門課程医薬ビジネス科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

愛知県 あいちビジネス専門学校 商業実務専門課程　国際ビジネス科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

愛知県 愛知美容専門学校 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

愛知県 あいち福祉医療専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

愛知県 あいち福祉医療専門学校 医療専門課程作業療法学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

愛知県 あいち福祉医療専門学校 医療専門課程理学療法学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

愛知県 あいち福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
あいち福祉医療専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

愛知県 愛知文化服装専門学校 家政専門課程アパレル科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 愛知文化服装専門学校 家政専門課程きもの科 平成7年1月23日 ～ 平成30年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

愛知県 愛知ペット専門学校 文化・教養専門課程飼育繁殖科 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
愛知ペット専門学校 文化・教養専門課程ペットアドバイザー科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 愛知ペット専門学校 文化・教養専門課程しつけ訓練科 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
愛知ペット専門学校 文化・教養専門課程ドッグトレーナー科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 愛知ペット専門学校 文化・教養専門課程動物看護科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 愛知ペット専門学校 文化・教養専門課程ペット美容科 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
愛知ペット専門学校 文化・教養専門課程ペットトリマー科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

4 / 49 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

愛知県 愛知ペット専門学校 文化・教養専門課程ドッグトレーナー科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

愛知県 愛知ペット専門学校 文化・教養専門課程ペットアドバイザー科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

愛知県 愛知ペット専門学校 文化・教養専門課程ペットトリマー科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

愛知県 愛知理容美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
アリアーレビューティー専門学校 衛生専門課程　美容科 平成21年4月1日 平成23年12月22日

愛知県 愛知理容美容専門学校 衛生専門課程理容科 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
アリアーレビューティー専門学校 衛生専門課程　理容科 平成21年4月1日 平成23年12月22日

愛知県 愛生会看護専門学校 医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 明美文化服装専門学校 服飾・家政専門課程服装科 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

愛知県 明美文化服装専門学校 服飾・家政専門課程服装科（２年制） 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

愛知県 アリアーレビューティー専門学校 衛生専門課程　トータルビューティー科 平成23年12月22日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

愛知県 アリアーレビューティー専門学校 衛生専門課程　美容科 平成21年4月1日 ～ 平成23年12月22日

愛知県 アリアーレビューティー専門学校 衛生専門課程　理容科 平成21年4月1日 ～ 平成23年12月22日

愛知県 安城市医師会安城碧海看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

愛知県 安城女子専門学校 服飾・家政専門課程家政科 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
専門学校慈恵きものファッションカレッジ 服飾・家政専門課程家政科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

愛知県 安城文化服装専門学校 家政専門課程教職科 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
安城文化服装専門学校 服飾・家政専門課程教職科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 安城文化服装専門学校 家政専門課程服装科 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
安城文化服装専門学校 服飾・家政専門課程服装科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 安城文化服装専門学校 服飾・家政専門課程教職科 平成7年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
大岡学園ファッション文化専門学校 服飾・家政専門課程　教職科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 安城文化服装専門学校 服飾・家政専門課程服装科 平成7年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
大岡学園ファッション文化専門学校 服飾・家政専門課程　服装科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 一宮市立看護専門学校 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

愛知県 一宮市立中央看護専門学校 専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
一宮市立中央看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛知県 一宮市立中央看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

愛知県 一宮服飾専門学校 家政専門課程服飾研究科 平成7年1月23日 ～ 平成10年6月22日 平成7年1月23日 廃止 平成10年6月22日 平成30年2月28日

愛知県 一宮文化服装専門学校 家政専門課程服飾科 平成7年1月23日 ～ 平成20年10月17日 平成7年1月23日 廃止 平成20年10月17日 平成30年2月28日

愛知県 掖済会名古屋看護専門学校 医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
えきさい看護専門学校

医療専門課程２年課程昼間定時制看護学
科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 えきさい看護専門学校 医療専門課程２年課程昼間定時制看護学科 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

愛知県 えきさい看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

愛知県 エクラ美容専門学校 衛生専門課程美容師科 平成22年11月29日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

愛知県 大岡学園ファッション文化専門学校 服飾・家政専門課程　教職科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

愛知県 大岡学園ファッション文化専門学校 服飾・家政専門課程　服装科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日
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愛知県 大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 商業実務専門課程国際トラベル科 平成21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
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学
校

商業実務専門課程国際ビジネス科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

愛知県 大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 商業実務専門課程国際ビジネス科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

愛知県 大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 商業実務専門課程トラベル観光科 平成21年4月1日 ～ 平成25年1月29日

愛知県 大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 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

愛知県 大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 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25年1月29日
名称変

更
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学
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

愛知県 大原トラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程国際トラベル科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学
校

商業実務専門課程国際トラベル科 平成21年4月1日 平成25年1月29日

愛知県 大原トラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程トラベル観光科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学
校

商業実務専門課程トラベル観光科 平成21年4月1日 平成25年1月29日

愛知県 大原トラベル・ホテル専門学校 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21年2月27日
名称変

更
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学
校

商業実務専門課程ホテル科 平成21年4月1日 平成25年1月29日

愛知県 大原法律公務員専門学校 文化教養専門課程行政法律科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

愛知県 大原法律公務員専門学校 文化教養専門課程法務ビジネス科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

愛知県 大原法律専門学校 文化教養専門課程行政法律科 平成8年12月4日 ～ 平成22年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
大原法律公務員専門学校 文化教養専門課程行政法律科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 大原法律専門学校 文化教養専門課程法務ビジネス科 平成8年12月4日 ～ 平成22年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
大原法律公務員専門学校 文化教養専門課程法務ビジネス科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 大原簿記情報医療専門学校 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

愛知県 大原簿記情報医療専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

愛知県 大原簿記情報医療専門学校
商業実務専門課程公認会計士・税理士科（２年
制）

平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

愛知県 大原簿記情報医療専門学校 商業実務専門課程公務員科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

愛知県 大原簿記情報医療専門学校 商業実務専門課程情報処理科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

愛知県 大原簿記情報医療専門学校 商業実務専門課程ビジネス研究科（午後） 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

愛知県 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 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

愛知県 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22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
大原簿記情報医療専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 大原簿記専門学校 商業実務専門課程公務員科（２年課程） 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
大原簿記情報医療専門学校 商業実務専門課程公務員科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 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 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

愛知県 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22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
大原簿記情報医療専門学校 商業実務専門課程情報処理科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 大原簿記専門学校 商業実務専門課程税理士科（２年課程） 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
大原簿記専門学校

商業実務専門課程公認会計士・税理士科
（２年課程）

平成12年4月1日 平成13年3月8日

愛知県 大原簿記専門学校 商業実務専門課程税理士科（４年課程） 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

愛知県 大原簿記専門学校 商業実務専門課程中小企業診断士科 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

愛知県 大原簿記専門学校 商業実務専門課程ビジネス研究科（午後課程） 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
大原簿記情報医療専門学校 商業実務専門課程ビジネス研究科（午後） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 大原簿記専門学校 商業実務専門課程公認会計士科 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30年2月28日
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愛知県 大原簿記専門学校 商業実務専門課程公務員科（４年課程） 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

愛知県 大原簿記専門学校
商業実務専門課程公認会計士・税理士科（２年課
程）

平成12年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
大原簿記情報医療専門学校

商業実務専門課程公認会計士・税理士科
（２年制）

平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 大原簿記専門学校 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
名称変

更
大原簿記情報医療専門学校 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

愛知県 岡崎市立看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成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

愛知県 岡崎市立看護専門学校 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

愛知県 家政専門学校常磐女学院 家政専門課程きもの本科 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
家政専門学校常磐女学院 服飾・家政専門課程きもの本科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 家政専門学校常磐女学院 家政専門課程ニッティング本科 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
家政専門学校常磐女学院 服飾・家政専門課程ニッティング本科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 家政専門学校常磐女学院 家政専門課程ファッション本科 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
家政専門学校常磐女学院 服飾・家政専門課程ファッション本科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 家政専門学校常磐女学院 服飾・家政専門課程きもの本科 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

愛知県 家政専門学校常磐女学院 服飾・家政専門課程ニッティング本科 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

愛知県 家政専門学校常磐女学院 服飾・家政専門課程ファッション本科 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
ファッション専門学校常磐女学院 服飾・家政専門課程ファッション本科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 家政専門学校常磐女学院 服飾・家政専門課程クッキング本科 平成8年12月4日 ～ 平成14年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

愛知県 蒲郡市立看護専門学校 医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
蒲郡市立ソフィア看護専門学校 医療専門課程看護科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

愛知県 蒲郡市立ソフィア看護専門学校 医療専門課程看護科 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

愛知県 蒲郡市立ソフィア看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

愛知県 刈谷看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月26日 平成7年1月23日 廃止 平成20年3月26日 平成30年2月28日

愛知県 キクチ眼鏡専門学校 工業専門課程眼鏡光学科 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

愛知県 キクチ眼鏡専門学校 工業専門課程眼鏡光学専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 桐華家政専門学校 家政専門課程洋裁科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 桐華家政専門学校 家政専門課程洋裁科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 県立愛知看護専門学校 医療専門課程第一看護科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 県立愛知看護専門学校 医療専門課程第二看護科 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

愛知県 広告デザイン専門学校 文化教養専門課程広告デザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県
厚生農業協同組合連合会愛北看護専門学
校

医療専門課程宥護学科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

愛知県 公務員・保育・介護・ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日 平成17年12月8日 平成23年12月22日

愛知県 公務員・保育・介護・ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成19年2月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

愛知県 公務員・保育・介護・ビジネス専門学校 医療専門課程柔道整復学科Ⅰ 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

愛知県 公務員・保育・介護・ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成23年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 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25年1月29日
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愛知県 公務員・保育・介護・ビジネス専門学校 商業実務専門課程　国際ビジネス情報学科Ⅰ 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
保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

商業実務専門課程　国際ビジネス情報学
科Ⅰ

平成26年4月1日 平成27年2月19日

愛知県 公務員・保育・介護・ビジネス専門学校
商業実務専門課程国際ビジネス情報学科Ⅱ（２年
制）

平成25年1月29日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

商業実務専門課程国際ビジネス情報学科
Ⅱ（２年制）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

愛知県 公立春日井小牧看護専門学校 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
公立春日井小牧看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成21年4月1日 平成23年12月22日

愛知県 公立春日井小牧看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成21年4月1日 ～ 平成23年12月22日

愛知県 公立瀬戸旭看護専門学校 医療専門課程第２看護学科 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

愛知県 公立瀬戸旭看護専門学校 医療専門課程第１看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成23年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
公立瀬戸旭看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛知県 公立瀬戸旭看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

愛知県 公立西知多看護専門学校 医療専門課程看護学科（３年課程） 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

愛知県 国際医学技術専門学校 医療専門課程理学療法学科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

愛知県 国際医学技術専門学校 医療専門課程臨床工学科 平成14年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

愛知県 国際医学技術専門学校 医療専門課程作業療法学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

愛知県 国際医療管理専門学校名古屋校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国際医療管理専門学校名古屋校 商業実務専門課程メディカルクラーク学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 国際医療管理専門学校名古屋校 商業実務専門課程病院管理学科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国際医療管理専門学校名古屋校

商業実務専門課程ホスピタルマネジメント
学科

平成19年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 国際医療管理専門学校名古屋校 商業実務専門課程ホスピタルマネジメント学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
国際医療管理専門学校名古屋校 商業実務専門課程医療管理学科 平成20年4月1日 平成22年2月26日

愛知県 国際医療管理専門学校名古屋校 商業実務専門課程メディカルクラーク学科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

愛知県 国際医療管理専門学校名古屋校 商業実務専門課程医療管理学科 平成20年4月1日 ～ 平成27日3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成27日3月31日 平成30年2月28日

愛知県 国際医療管理専門学校名古屋校 商業実務専門課程登録販売者デュアル学科 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
国際医療管理専門学校名古屋校

商業実務専門課程医薬品登録販売者デュ
アル学科

平成26年4月1日 平成27年2月19日

愛知県 国際医療管理専門学校名古屋校
商業実務専門課程医薬品登録販売者デュアル学
科

平成26年4月1日 ～ 平成31年3月27日 平成27年2月19日 廃止 平成31年3月27日 令和2年2月29日

愛知県 国際医療管理専門学校名古屋校 商業実務専門課程医療秘書事務学科 平成27年2月19日 ～ 平成31年3月27日 平成27年2月19日 廃止 平成31年3月27日 令和2年2月29日

愛知県 国際観光専門学校名古屋校 商業実務専門課程観光情報学科 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

愛知県 国際観光専門学校名古屋校 商業実務専門課程国際観光学科 平成7年1月23日 ～ 平成27年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成27年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 国際観光専門学校名古屋校 商業実務専門課程国際ホテル学科 平成7年1月23日 ～ 平成27年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成27年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 国際観光専門学校名古屋校 商業実務専門課程実用外語学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

愛知県 国際観光専門学校名古屋校 商業実務専門課程トラベルエアライン学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

愛知県 国際観光専門学校名古屋校 商業実務専門課程ブライダル学科 平成27年2月19日 ～ 平成30年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

愛知県 国際観光専門学校名古屋校 商業実務専門課程ホテル学科 平成27年2月19日 ～ 平成30年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

愛知県 国際観光専門学校名古屋校 商業実務専門課程　ホテル・ブライダル学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

愛知県 国際工学院専門学校名古屋校 工業専門課程セラミックス学科 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
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愛知県 国際工学院専門学校名古屋校 工業専門課程電子情報学科 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

愛知県 国際工学院専門学校名古屋校 工業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

愛知県 国際工学院専門学校名古屋校 工業専門課程光エレクトロニクス学科 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

愛知県 国際情報パシフィック専門学校 商業実務専門課程国際マネージメント科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東海福祉情報観光専門学校 商業実務専門課程国際マネージメント科 平成11年4月1日 平成14年2月27日

愛知県 国際情報パシフィック専門学校 商業実務専門課程情報マネージメント科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東海福祉情報観光専門学校 商業実務専門課程情報マネージメント科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

愛知県 国際情報パシフィック専門学校 商業実務専門課程ビジネス企画科 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

愛知県 国際情報パシフィック専門学校 商業実務専門課程システムエンジニア科 平成8年12月4日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

愛知県 国際製菓技術専門学校 衛生専門課程製菓衛生師学科（２年コース） 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

愛知県 国際製菓技術専門学校 衛生専門課程製菓技術学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

愛知県 国際調理師専門学校名駅校 衛生専門課程調理師本科 平成9年11月17日 ～ 平成17年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
国際調理師専門学校名駅校 衛生専門課程上級調理師科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

愛知県 国際調理師専門学校名駅校 衛生専門課程上級調理師科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

愛知県 国際トラベル専門学校 商業実務専門課程国際トラベル科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
大原トラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程国際トラベル科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 国際トラベル専門学校 商業実務専門課程トラベルガイド科 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
国際トラベル専門学校 商業実務専門課程トラベル観光科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

愛知県 国際トラベル専門学校 商業実務専門課程トラベル事務科 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
国際トラベル専門学校 商業実務専門課程ホテル科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

愛知県 国際トラベル専門学校 商業実務専門課程トラベル観光科 平成10年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
大原トラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程トラベル観光科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 国際トラベル専門学校 商業実務専門課程ホテル科 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
大原トラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程ホテル科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 国立豊橋病院附属看護学校 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豊橋医療セ
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21年2月27日

愛知県 国立名古屋病院附属看護助産学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
独立行政法人国立病院機構名古屋医療
センター附属名古屋看護助産学校

看護専門課程看護学科（三年課程） 平成16年4月1日 平成25年1月29日

愛知県 国立療養所中部病院附属看護学校 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

愛知県 国立療養所東名古屋病院附属看護学校 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

愛知県
国立療養所東名古屋病院附属リハビリテー
ション学院

医療専門課程作業療法学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
独立行政法人国立病院機構東名古屋病
院附属リハビリテーション学院

医療専門課程　作業療法学科 平成16年4月1日 平成23年12月22日

愛知県
国立療養所東名古屋病院附属リハビリテー
ション学院

医療専門課程理学療法学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
独立行政法人国立病院機構東名古屋病
院附属リハビリテーション学院

医療専門課程　理学療法学科 平成16年4月1日 平成23年12月22日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ＣＧアート学科 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
コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ＣＧ学科（４年制） 平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程科学学科 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

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ゲーム制作学科 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
コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ゲーム学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ゲームデザイン学科 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
コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ゲーム制作学科（４年制） 平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程工学学科 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
コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程情報サイエンス工学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程コンピュータデザイン学科 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
コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ＣＧ学科（２年制） 平成7年4月1日 平成7年11月30日
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愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程情報経済学科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程情報マネジメント学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程情報社会学科 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

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ビジネス情報処理学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程情報秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ハイパーテクノ学科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程情報技術学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ＣＧ学科（２年制） 平成7年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校

コンピュータ総合専門課程ＣＧ学科（昼間
部)

平成19年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ＣＧ学科（４年制） 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
コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ＣＧ制作学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ゲーム制作学科（４年制） 平成7年4月1日 ～ 平成17年12月8日 平成7年11月30日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ＣＧ制作学科 平成8年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ＣＧ映像学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ゲーム学科 平成8年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校

コンピュータ総合専門課程ゲーム学科（昼
間部)

平成19年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程情報サイエンス工学科 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

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ビジネス情報処理学科 平成8年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程情報処理学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程インターネット学科 平成14年2月27日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校

コンピュータ総合専門課程インターネット学
科

平成19年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ゲーム開発学科 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

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程サウンド学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ミュージック学科（４年制） 平成14年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 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

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ミュージック学科 平成14年2月27日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程ミュージック学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程情報技術学科 平成14年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校

コンピュータ総合専門課程情報技術学科
（昼間部)

平成19年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程情報マネジメント学科 平成14年4月1日 ～ 平成17年12月8日 平成15年2月19日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ミュージック学科（４年制） 平成14年4月1日 ～ 平成17年12月8日 平成15年2月19日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ＣＧ映像学科 平成15年4月1日 ～ 平成17年12月8日 平成16年2月17日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ＣＧデザイン学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年12月8日 平成17年3月3日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程ＣＧ学科（昼間部) 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋

コンピュータ総合専門課程ＣＧ学科（昼間
部）

平成20年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程インターネット学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋

コンピュータ総合専門課程ＷＥＢ学科（昼間
部）

平成20年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程ゲーム学科（昼間部) 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋

コンピュータ総合専門課程ゲーム学科（昼
間部）

平成20年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程情報技術学科（昼間部) 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋 コンピュータ総合専門課程情報工学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程情報処理学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋 コンピュータ総合専門課程情報処理学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程ミュージック学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋

コンピュータ総合専門課程ミュージック学科
（２年制）

平成20年4月1日 平成21年2月27日
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学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名

適用年月日
告示年月日 手続き

名称変更後 変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

愛知県 サンデザイン専門学校 服飾・家政専門課程ファッションデザイン科 平成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

愛知県 慈恵医療福祉ファッション専門学校 服飾・家政専門課程ファッションベーシック科 平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
慈恵歯科医療ファッション専門学校

服飾・家政専門課程ファッションベーシック
科

平成26年4月1日 平成29年2月28日

愛知県 慈恵歯科医療ファッション専門学校 医療専門課程　歯科衛生士学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

愛知県 慈恵歯科医療ファッション専門学校 商業実務専門課程医療事務科 平成27年2月19日 ～ 平成28年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
慈恵歯科医療ファッション専門学校 商業実務専門課程医療事務学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

愛知県 慈恵歯科医療ファッション専門学校 服飾・家政専門課程ファッションベーシック科 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
慈恵歯科医療ファッション専門学校

服飾・家政専門課程ファッションベーシック
学科

平成28年4月1日 平成29年2月28日

愛知県 慈恵歯科医療ファッション専門学校 商業実務専門課程医療事務学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

愛知県 慈恵歯科医療ファッション専門学校 服飾・家政専門課程ファッションベーシック学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

愛知県 慈恵福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成7年11月30日 ～ 平成16年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
慈恵福祉保育専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成16年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 慈恵福祉保育専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成16年4月1日 ～ 平成30年2月28日

愛知県 慈恵福祉保育専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉保育学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

愛知県 慈恵福祉保育専門学校 教育・社会福祉専門課程保育学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

愛知県 社会保険中京看護専門学校 医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成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

愛知県 社会保険中京看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成9年11月17日 ～ 平成26年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
独立行政法人地域医療機能推進機構中
京病院附属看護専門学校

医療専門課程　看護学科 平成26年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 自由服装専門学校 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
自由服装専門学校 服飾・家政専門課程ファッションビジネス科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 自由服装専門学校 家政専門課程服装学科昼間部 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
自由服装専門学校 服飾・家政専門課程服装学科昼間部 平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 自由服装専門学校 家政専門課程服装学科夜間部 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
自由服装専門学校 服飾・家政専門課程服装学科夜間部 平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 自由服装専門学校 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

愛知県 自由服装専門学校 服飾・家政専門課程服装学科昼間部 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

愛知県 自由服装専門学校 服飾・家政専門課程服装学科夜間部 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

愛知県 松蔭看護専門学校 専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
まつかげ看護専門学校 専門課程看護学科（２年課程） 平成17年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 聖霊病院付属看護専門学校 医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成16年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 専門学校ＮＳＣデザイン工科カレッジ 工業専門課程　環境建築科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

愛知県 専門学校ＮＳＣデザイン工科カレッジ 工業専門課程　環境設備科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

愛知県 専門学校ＮＳＣデザイン工科カレッジ 工業専門課程　環境土木科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

愛知県 専門学校ＮＳＣデザイン工科カレッジ 工業専門課程エコデザイン科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

愛知県 専門学校ＮＳＣデザイン工科カレッジ 工業専門課程建築ＣＡＤデザイン科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

愛知県 専門学校ＮＳＣデザイン工科カレッジ 文化・教養専門課程インテリアデザイン科 平成21年2月27日 ～ 平成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

愛知県 専門学校ＮＳＣデザイン工科カレッジ 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
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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

愛知県 専門学校愛知医療学院 医療専門課程理学療法学科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月29日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月29日 平成30年2月28日

愛知県 専門学校愛知医療学院 医療専門課程作業療法学科 平成8年12月4日 ～ 平成22年3月29日 平成8年12月4日 廃止 平成22年3月29日 平成30年2月28日

愛知県 専門学校愛知福祉学院 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成9年11月17日 ～ 平成17年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
愛知総合看護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

愛知県 専門学校愛知福祉学院 教育・社会福祉専門課程福祉管理科 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

愛知県 専門学校エクラ 衛生専門課程　衛生文化科（２年制） 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

愛知県 専門学校享栄ビジネスカレッジ 商業実務専門課程医療ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月29日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月29日 平成30年2月28日

愛知県 専門学校享栄ビジネスカレッジ 商業実務専門課程観光ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月29日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月29日 平成30年2月28日

愛知県 専門学校享栄ビジネスカレッジ 商業実務専門課程情報経理学科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月29日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月29日 平成30年2月28日

愛知県 専門学校国際いけばな芸術学院名古屋校 文化教養専門課程いけばな教育科 平成7年1月23日 ～ 平成26年9月22日 平成7年1月23日 廃止 平成26年9月22日 平成30年2月28日

愛知県 専門学校国際ビジネス情報カレッジ 商業実務専門課程経営管理学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

愛知県 専門学校国際ビジネス情報カレッジ
商業実務専門課程ホテルレストラン経営学科昼間
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 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

愛知県 専門学校慈恵きものファッションカレッジ 服飾・家政専門課程家政科 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

愛知県 専門学校慈恵きものファッションカレッジ 服飾・家政専門課程ファッションベーシック科 平成12年2月8日 ～ 平成25年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
慈恵医療福祉ファッション専門学校

服飾・家政専門課程ファッションベーシック
科

平成25年4月1日 平成27年2月19日

愛知県 専門学校星城大学リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科Ⅰ部 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

愛知県 専門学校星城大学リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科Ⅱ部 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

愛知県 専門学校セントラルトリミングアカデミー 文化教養専門課程動物美容・管理学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

愛知県 専門学校中部ビジネス・デザインカレッジ 商業実務専門課程医療秘書科 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

愛知県 専門学校中部ビジネス・デザインカレッジ 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

愛知県 専門学校中部ビジネス・デザインカレッジ 商業実務専門課程ホテル観光科 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

愛知県 専門学校中部ビジネス・デザインカレッジ 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 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

愛知県 専門学校中部ビジネス・デザインカレッジ 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12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校中部ビューティ・デザインカレッ
ジ

文化教養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

愛知県 専門学校中部ビジネス・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7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校中部ビューティ・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12年4月1日 平成13年3月8日

愛知県 専門学校中部ビジネス・デザインカレッジ 商業実務専門課程医療福祉科 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
専門学校中部ビューティ・デザインカレッ
ジ

商業実務専門課程医療福祉科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

愛知県 専門学校中部ビジネス・デザインカレッジ 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校中部ビューティ・デザインカレッ
ジ

商業実務専門課程総合ビジネス科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

愛知県 専門学校中部ビジネス・デザインカレッジ 商業実務専門課程ホテルトラベル科 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
専門学校中部ビューティ・デザインカレッ
ジ

商業実務専門課程ホテルトラベル科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

愛知県 専門学校中部ビジネス・デザインカレッジ 文化教養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
専門学校中部ビューティ・デザインカレッ
ジ

文化教養専門課程生活デザイン科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

愛知県
専門学校中部ビューティ・デザイン・デンタ
ルカレッジ

衛生専門課程　美容科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

愛知県
専門学校中部ビューティ・デザイン・デンタ
ルカレッジ

文化教養専門課程　ビジュアルデザイン科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日
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学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名

適用年月日
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

愛知県
専門学校中部ビューティ・デザイン・デンタ
ルカレッジ

医療専門課程　歯科衛生士科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

愛知県 専門学校中部ビューティ・デザインカレッジ 商業実務専門課程医療福祉科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

愛知県 専門学校中部ビューティ・デザインカレッジ 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

愛知県 専門学校中部ビューティ・デザインカレッジ 商業実務専門課程ホテルトラベル科 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

愛知県 専門学校中部ビューティ・デザインカレッジ 文化教養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

愛知県 専門学校中部ビューティ・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

愛知県 専門学校中部ビューティ・デザインカレッジ 文化教養専門課程生活デザイン科 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

愛知県 専門学校中部ビューティ・デザインカレッジ 衛生専門課程美容科 平成14年2月27日 ～ 平成29年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校中部ビューティ・デザイン・デン
タルカレッジ

衛生専門課程　美容科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 専門学校中部ビューティ・デザインカレッジ 文化教養専門課程ビジュアルデザイン科 平成14年2月27日 ～ 平成29年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校中部ビューティ・デザイン・デン
タルカレッジ

文化教養専門課程　ビジュアルデザイン科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 専門学校中部ビューティ・デザインカレッジ 文化教養専門課程ファッションデザイン科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

愛知県 専門学校東京デザイナー学院名古屋校
文化教養専門課程グラフィックデザイン学科昼間
部

平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校東京デザイナー学院名古屋校

文化教養専門課程ビジュアルデザイン学科
昼間部

平成12年4月1日 平成13年3月8日

愛知県 専門学校東京デザイナー学院名古屋校 文化教養専門課程スペースデザイン学科昼間部 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

愛知県 専門学校東京デザイナー学院名古屋校 文化教養専門課程ファッションデザイン学科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校名古屋デザイナー学院

文化教養専門課程ファッションデザイン学
科昼間部

平成14年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 専門学校東京デザイナー学院名古屋校 文化教養専門課程メディアデザイン学科昼間部 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校名古屋デザイナー学院

文化教養専門課程メディアデザイン学科昼
間部

平成14年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 専門学校東京デザイナー学院名古屋校 文化教養専門課程アニメーション学科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校名古屋デザイナー学院 文化教養専門課程アニメーション学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 専門学校東京デザイナー学院名古屋校 文化教養専門課程インテリアデザイン学科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校名古屋デザイナー学院 文化教養専門課程インテリアデザイン学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 専門学校東京デザイナー学院名古屋校 文化教養専門課程建築デザイン学科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校名古屋デザイナー学院 文化教養専門課程建築デザイン学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 専門学校東京デザイナー学院名古屋校
文化教養専門課程ビジュアルデザイン学科昼間
部

平成12年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校名古屋デザイナー学院

文化教養専門課程ビジュアルデザイン学科
昼間部

平成14年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 専門学校東京デザイナー学院名古屋校 文化教養専門課程プロダクトデザイン学科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校名古屋デザイナー学院 文化教養専門課程プロダクトデザイン学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 専門学校都市デザインカレッジ愛知 工業専門課程インテリアデザイン科 平成21年4月1日 ～ 平成25年1月21日 平成22年2月26日 廃止 平成25年1月21日 平成30年2月28日

愛知県 専門学校都市デザインカレッジ愛知 工業専門課程建築インテリア科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
専門学校都市デザインカレッジ愛知 工業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2月26日

愛知県 専門学校都市デザインカレッジ愛知 工業専門課程建築科 平成20年4月1日 ～ 平成25年1月21日 平成22年2月26日 廃止 平成25年1月21日 平成30年2月28日

愛知県 専門学校都市デザインカレッジ愛知 工業専門課程地球環境デザイン科 平成20年4月1日 ～ 平成25年1月21日 平成22年2月26日 廃止 平成25年1月21日 平成30年2月28日

愛知県 専門学校トヨタ名古屋自動車大学校 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

愛知県 専門学校トヨタ名古屋自動車大学校 工業専門課程女性ショールームスタッフ科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

愛知県
専門学校トライデントスクールオブインフォ
メーションテクノロジー

工業専門課程ＯＡ情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

愛知県
専門学校トライデントスクールオブインフォ
メーションテクノロジー

工業専門課程高度情報処理学科 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

愛知県
専門学校トライデントスクールオブインフォ
メーションテクノロジー

工業専門課程情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31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

愛知県
専門学校トライデントスクールオブインフォ
メーションテクノロジー

工業専門課程情報通信学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

愛知県
専門学校トライデントスクールオブインフォ
メーションテクノロジー

工業専門課程人工知能学科 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

愛知県
専門学校トライデントスクールオブインフォ
メーションテクノロジー

工業専門課程情報処理学科 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

愛知県
専門学校トライデントスクールオブインフォ
メーションテクノロジー

工業専門課程高度情報処理学科ゲームサイエン
スコース

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

愛知県
専門学校トライデントスクールオブインフォ
メーションテクノロジー

工業専門課程高度情報処理学科高度情報コース 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

愛知県
専門学校トライデントスクールオブインフォ
メーションテクノロジー

工業専門課程高度情報処理学科情報科学コース 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

愛知県
専門学校トライデントスクールオブインフォ
メーションテクノロジー

工業専門課程高度情報処理学科情報経営コース 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

愛知県
専門学校トライデントスクールオブインフォ
メーションテクノロジー

工業専門課程高度情報処理学科マルチメディア
コース

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

愛知県
専門学校トライデントスクールオブインフォ
メーションテクノロジー

工業専門課程情報エンジニア学科 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

愛知県
専門学校トライデントスクールオブインフォ
メーションテクノロジー

工業専門課程情報処理学科 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
トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程情報処理学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

愛知県
専門学校トライデントスクールオブインフォ
メーションテクノロジー

工業専門課程パソコンビジネス学科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程パソコンビジネス学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

愛知県 専門学校トライデントスクールオブデザイン 文化教養専門課程デザイン学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程デザイン学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

愛知県
専門学校トライデントスクールオブマネジメ
ント

商業実務専門課程経営学科 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

愛知県
専門学校トライデントスクールオブマネジメ
ント

商業実務専門課程ビジネス学科 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

愛知県
専門学校トライデントスクールオブマネジメ
ント

商業実務専門課程マネジメント学科 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

愛知県
専門学校トライデントスクールオブマネジメ
ント

商業実務専門課程サービス産業学科 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

愛知県
専門学校トライデントスクールオブマネジメ
ント

商業実務専門課程情報サービス学科 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

愛知県
専門学校トライデントスクールオブマネジメ
ント

商業実務専門課程流通ビジネス学科 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

愛知県
専門学校トライデントスクールオブランゲー
ジ

商業実務専門課程国際ビジネス学科 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

愛知県
専門学校トライデントスクールオブランゲー
ジ

文化教養専門課程外国語学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
トライデント外国語専門学校 文化教養専門課程英米語学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

愛知県
専門学校トライデントスクールオブランゲー
ジ

文化教養専門課程日本語学科（修業年限２年の
課程に限る。）

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
トライデント外国語専門学校 文化教養専門課程日本語学科（２年課程） 平成11年4月1日 平成12年2月8日

愛知県
専門学校トライデントスクールオブランゲー
ジ

商業実務専門課程国際観光学科 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
トライデント外国語専門学校 商業実務専門課程国際観光学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

愛知県 専門学校名古屋ＹＭＣＡ学院 商業実務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 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

愛知県 専門学校名古屋ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程秘書科 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

愛知県 専門学校名古屋ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程ホテル・観光科 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
専門学校名古屋ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程国際ホテル科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

愛知県 専門学校名古屋ＹＭＣＡ学院 文化教養専門課程英語科 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
名古屋ＹＭＣＡスポーツ・英語専門学校 文化教養専門課程英語科 平成14年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 専門学校名古屋ＹＭＣＡ学院 文化教養専門課程社会体育科 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
専門学校名古屋ＹＭＣＡ学院 文化教養専門課程生涯スポーツ科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

愛知県 専門学校名古屋ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程リゾートスポーツ科 平成8年12月4日 ～ 平成14年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
名古屋ＹＭＣＡスポーツ・英語専門学校 商業実務専門課程リゾートスポーツ科 平成14年4月1日 平成16年2月17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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告示年月日 手続き
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変更、廃止、不適合
告示年月日

愛知県 専門学校名古屋ＹＭＣＡ学院
文化・教養専門課程レクリエーションインストラク
ター科

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
名古屋ＹＭＣＡスポーツ・英語専門学校

文化・教養専門課程レクリエーションインス
トラクター科

平成14年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 専門学校名古屋ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程国際ホテル科 平成10年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
名古屋ＹＭＣＡスポーツ・英語専門学校 商業実務専門課程国際ホテル科 平成14年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 専門学校名古屋ＹＭＣＡ学院 文化教養専門課程生涯スポーツ科 平成10年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
名古屋ＹＭＣＡスポーツ・英語専門学校 文化教養専門課程生涯スポーツ科 平成14年4月1日 平成16年2月17日

愛知県
専門学校ナゴヤインターナショナルスクー
ルオブビジネス

商業実務専門課程ビジネス外語科 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

愛知県
専門学校ナゴヤインターナショナルスクー
ルオブビジネス

商業実務専門課程ビジネスコンピュータ科 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

愛知県
専門学校名古屋ウェディング＆フラワー・
ビューティ学院

商業実務専門課程コンピュータビジネス科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

愛知県
専門学校名古屋ウェディング＆フラワー・
ビューティ学院

商業実務専門課程ブライダルビジネス科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

愛知県
専門学校名古屋ウェディング＆フラワー・
ビューティ学院

商業実務専門課程フラワービジネス科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

愛知県
専門学校名古屋ウェディング＆フラワー・
ビューティ学院

文化・教養専門課程トータルビューティー科運動
領域

平成25年1月29日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
専門学校名古屋ウェディング＆フラワー・
ビューティ学院

文化・教養専門課程トータルビューティー科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

愛知県
専門学校名古屋ウェディング＆フラワー・
ビューティ学院

文化・教養専門課程トータルビューティー科食生
活領域

平成25年1月29日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
専門学校名古屋ウェディング＆フラワー・
ビューティ学院

文化・教養専門課程トータルビューティー科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

愛知県
専門学校名古屋ウェディング＆フラワー・
ビューティ学院

文化・教養専門課程トータルビューティー科美容
領域

平成25年1月29日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
専門学校名古屋ウェディング＆フラワー・
ビューティ学院

文化・教養専門課程トータルビューティー科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

愛知県
専門学校名古屋ウェディング＆フラワー・
ビューティ学院

文化・教養専門課程トータルビューティー科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

愛知県
専門学校名古屋ウェディング＆フラワー・
ビューティ学院

文化・教養専門課程トータルビューティー科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

愛知県
専門学校名古屋ウェディング＆フラワー・
ビューティ学院

文化・教養専門課程トータルビューティー科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

愛知県 専門学校名古屋鍼灸学校
医療専門課程はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧
科

平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

愛知県 専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ＯＡ秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程秘書学科昼間部 平成10年4月1日 平成10年12月21日

愛知県 専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程経営学科 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

愛知県 専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ビジネス英語学科 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

愛知県 専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ビジネス情報管理学科 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

愛知県 専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程マスコミ広報学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程秘書学科昼間部 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

愛知県 専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程マルチメディア学科昼間部 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
専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程コンピュータ学科昼間部 平成13年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ゲーム総合学科 平成13年3月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

愛知県 専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程総合ビジネス学科 平成13年3月1日 ～ 平成20年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

愛知県 専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程フラワービジネス学科 平成13年3月1日 ～ 平成23年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

愛知県 専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程コンピュータ学科昼間部 平成13年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

愛知県 専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ペットビジネス学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

愛知県 専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ＩＴビジネス学科（２年制） 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日
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愛知県 専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ビューティービジネス学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程総合ビジネス学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

愛知県 専門学校名古屋スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ファッションビジネス学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

愛知県 専門学校名古屋デザイナー学院 文化教養専門課程アニメーション学科 平成14年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校名古屋デザイナー学院

文化教養専門課程マンガ・アニメーション学
科

平成19年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 専門学校名古屋デザイナー学院 文化教養専門課程インテリアデザイン学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

愛知県 専門学校名古屋デザイナー学院 文化教養専門課程建築デザイン学科 平成14年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

愛知県 専門学校名古屋デザイナー学院
文化教養専門課程ビジュアルデザイン学科昼間
部

平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

愛知県 専門学校名古屋デザイナー学院
文化教養専門課程ファッションデザイン学科昼間
部

平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

愛知県 専門学校名古屋デザイナー学院 文化教養専門課程プロダクトデザイン学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

愛知県 専門学校名古屋デザイナー学院 文化教養専門課程メディアデザイン学科昼間部 平成14年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校名古屋デザイナー学院 文化教養専門課程ゲーム・ＣＧ学科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 専門学校名古屋デザイナー学院 文化教養専門課程メイク学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

愛知県 専門学校名古屋デザイナー学院 文化教養専門課程ゲーム・ＣＧ学科 平成19年4月1日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 専門学校名古屋デザイナー学院 文化教養専門課程マンガ・アニメーション学科 平成19年4月1日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 専門学校名古屋デンタル衛生士学院 医療専門課程歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 専門学校名古屋デンタル技工士学院 医療専門課程歯科技工士科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月26日 平成7年1月23日 廃止 平成20年3月26日 平成30年2月28日

愛知県 専門学校名古屋ビジュアルアーツ 工業専門課程音響芸術学科昼間部 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
専門学校名古屋ビジュアルアーツ 工業専門課程音響学科昼間部 平成17年4月1日 平成19年2月22日

愛知県 専門学校名古屋ビジュアルアーツ 工業専門課程写真学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 専門学校名古屋ビジュアルアーツ 工業専門課程放送ビデオ映画学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校名古屋ビジュアルアーツ 工業専門課程放送・映画学科昼間部 平成10年4月1日 平成10年12月21日

愛知県 専門学校名古屋ビジュアルアーツ 工業専門課程放送・映画学科昼間部 平成10年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校名古屋ビジュアルアーツ 工業専門課程映像学科昼間部 平成17年4月1日 平成19年2月22日

愛知県 専門学校名古屋ビジュアルアーツ 工業専門課程マルチメディア学科昼間部 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
専門学校名古屋ビジュアルアーツ 工業専門課程マスコミ編集学科昼間部 平成13年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 専門学校名古屋ビジュアルアーツ 工業専門課程ミュージシャン学科昼間部 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

愛知県 専門学校名古屋ビジュアルアーツ 工業専門課程マスコミ編集学科昼間部 平成13年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校名古屋ビジュアルアーツ 工業専門課程マスコミ学科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 専門学校名古屋ビジュアルアーツ 工業専門課程映像学科昼間部 平成17年4月1日 ～ 平成19年2月22日

愛知県 専門学校名古屋ビジュアルアーツ 工業専門課程音響学科昼間部 平成17年4月1日 ～ 平成19年2月22日

愛知県 専門学校名古屋ビジュアルアーツ 工業専門課程パフォーミングアーツ学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 専門学校名古屋ビジュアルアーツ 工業専門課程マスコミ学科 平成19年4月1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

愛知県 専門学校日産愛知自動車大学校 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

愛知県 専門学校日産愛知自動車大学校
工業専門課程　自動車整備・カーボディマスター
科

令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日
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愛知県 専門学校日産愛知自動車大学校 工業専門課程　自動車整備・マスターメカニック科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

愛知県 専門学校日本神学校 文化・教養専門課程神学研究科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

愛知県 専門学校日本神学校 文化・教養専門課程　神学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

愛知県 専門学校日本聴能言語福祉学院 医療専門課程義肢装具学科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

愛知県 専門学校日本聴能言語福祉学院 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成8年12月4日 ～ 平成21年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成21年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 専門学校日本聴能言語福祉学院 教育・社会福祉専門課程聴能言語学科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

愛知県 専門学校日本聴能言語福祉学院 教育・社会福祉専門課程補聴言語学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

愛知県 専門学校日本聴能言語福祉学院 医療専門課程聴能言語学科 平成17年3月3日 ～ 平成12年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成12年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 専門学校日本聴能言語福祉学院 医療専門課程補聴言語学科 平成17年3月3日 ～ 平成12年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成12年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 専門学校日本デザイナー学院 文化教養専門課程デザイン科昼間部 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
専門学校日本デザイナー芸術学院 文化教養専門課程デザイン科昼間部 平成11年4月1日 平成12年2月8日

愛知県 専門学校日本デザイナー芸術学院 文化教養専門課程コミュニケーション・アート科 平成12年2月8日 ～ 平成23年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校日本デザイナー芸術学院 文化教養専門課程　コミュニケーション学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛知県 専門学校日本デザイナー芸術学院 文化教養専門課程デザイン科昼間部 平成11年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

愛知県 専門学校日本デザイナー芸術学院 文化教養専門課程ビジュアルデザイン科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

愛知県 専門学校日本デザイナー芸術学院 文化教養専門課程写真学科 平成19年2月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成25年3月31日 平成28年2月29日

愛知県 専門学校日本デザイナー芸術学院 文化教養専門課程生活環境デザイン学科 平成19年2月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成25年3月31日 平成28年2月29日

愛知県 専門学校日本デザイナー芸術学院 文化教養専門課程ビジュアルデザイン学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

愛知県 専門学校日本デザイナー芸術学院 文化教養専門課程マンガ学科 平成19年2月1日 ～ 平成24年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

愛知県 専門学校日本デザイナー芸術学院 文化教養専門課程コミュニケーション学科 平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

愛知県 専門学校日本デザイナー芸術学院 文化教養専門課程映像学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

愛知県 専門学校日本ビジネススクール 商業実務専門課程国際観光学科 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30年2月28日

愛知県 専門学校日本ビジネススクール 商業実務専門課程国際ビジネス学科 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30年2月28日

愛知県 専門学校日本マンガ芸術学院 文化教養専門課程　メディアアート学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

愛知県 泰誠家政専門学校 家政専門課程洋裁科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月26日 平成7年1月23日 廃止 平成20年3月26日 平成30年2月28日

愛知県 大雄会一宮看護専門学校 医療専門課程看護学科２年課程 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

愛知県 大雄会一宮看護専門学校 医療専門課程看護学科３年課程 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30年2月28日

愛知県 高桑服装専門学校 家政専門課程服装科（洋裁専攻に限る。） 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30年2月28日

愛知県 高桑服装専門学校 家政専門課程服装科洋裁教職専攻 平成7年11月30日 ～ 平成28年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成28年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 田原市立田原福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日
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愛知県 田原町立田原福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成9年11月17日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
田原市立田原福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 知多市立看護専門学校 専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成26年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
公立西知多看護専門学校 医療専門課程看護学科（３年課程） 平成26年4月1日 平成27年2月19日

愛知県 中央総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成7年11月30日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
日本福祉大学中央福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉士科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

愛知県 中京法律専門学校 文化教養専門課程実務法律科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

愛知県 中京法律専門学校 文化教養専門課程法律科 平成7年11月30日 ～ 平成21年2月27日 平成7年11月30日 不適合 平成21年2月27日 平成21年2月27日

愛知県 中日編物専門学校 家政専門課程ニットモード科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

愛知県 中日美容専門学校 衛生専門課程美容科（昼間部） 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

愛知県 中日美容専門学校 衛生専門課程美容科（夜間部） 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

愛知県 中日美容専門学校 衛生専門課程トータルビューティー科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

愛知県 中部楽器技術専門学校 文化教養専門課程楽器技術科 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

愛知県 中部楽器技術専門学校 文化教養専門課程管楽器リペア科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

愛知県 中部楽器技術専門学校 文化教養専門課程弦楽器製作科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

愛知県 中部楽器技術専門学校 文化教養専門課程ピアノ調律科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

愛知県 中部楽器技術専門学校 文化教養専門課程楽器総合学科 平成19年2月1日 ～ 平成29年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
中部楽器技術専門学校

文化教養専門課程　音楽サービス創造学
科

平成29年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 中部楽器技術専門学校 文化教養専門課程　音楽サービス創造学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

愛知県 中部看護専門学校 医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県
中部コンピュータ・パティシエ・保育専門学
校

教育・社会福祉専門課程保育科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛知県
中部コンピュータ・パティシエ・保育専門学
校

衛生専門課程パティシエ・ベーカリー科２年制 平成19年4月1日 ～ 平成22年2月26日

愛知県
中部コンピュータ・パティシエ・保育専門学
校

工業専門課程コンピュータテクノロジー科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

愛知県
中部コンピュータ・パティシエ・保育専門学
校

工業専門課程情報コミュニケーション科 平成19年4月1日 ～ 平成22年2月26日

愛知県 中部コンピュータ・パティシエ専門学校 工業専門課程ＣＧマルチメディア科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

愛知県 中部コンピュータ・パティシエ専門学校 工業専門課程医療福祉情報科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

愛知県 中部コンピュータ・パティシエ専門学校 工業専門課程情報コミュニケーション科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
中部コンピュータ・パティシエ・保育専門
学校

工業専門課程情報コミュニケーション科 平成19年4月1日 平成22年2月26日

愛知県 中部コンピュータ・パティシエ専門学校 工業専門課程情報システム科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

愛知県 中部コンピュータ・パティシエ専門学校 工業専門課程コンピュータテクノロジー科 平成17年3月3日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
中部コンピュータ・パティシエ・保育専門
学校

工業専門課程コンピュータテクノロジー科 平成19年4月1日 平成22年2月26日

愛知県 中部コンピュータ・パティシエ専門学校 衛生専門課程パティシエ・ベーカリー科２年制 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
中部コンピュータ・パティシエ・保育専門
学校

衛生専門課程パティシエ・ベーカリー科２年
制

平成19年4月1日 平成22年2月26日

愛知県
中部コンピュータアンドテクノロジー専門学
校

工業専門課程情報経理科 平成10年4月1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

愛知県
中部コンピュータアンドテクノロジー専門学
校

工業専門課程情報システム科 平成10年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
中部コンピュータ・パティシエ専門学校 工業専門課程情報システム科 平成15年4月1日 平成16年2月17日
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愛知県
中部コンピュータアンドテクノロジー専門学
校

工業専門課程ゲーム科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

愛知県
中部コンピュータアンドテクノロジー専門学
校

工業専門課程建築工学科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

愛知県
中部コンピュータアンドテクノロジー専門学
校

工業専門課程情報処理科 平成12年2月8日 ～ 平成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

愛知県
中部コンピュータアンドテクノロジー専門学
校

工業専門課程土木工学科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

愛知県
中部コンピュータアンドテクノロジー専門学
校

工業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

愛知県
中部コンピュータアンドテクノロジー専門学
校

工業専門課程ＣＧマルチメディア科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
中部コンピュータ・パティシエ専門学校 工業専門課程ＣＧマルチメディア科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県
中部コンピュータアンドテクノロジー専門学
校

工業専門課程医療福祉情報科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
中部コンピュータ・パティシエ専門学校 工業専門課程医療福祉情報科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県
中部コンピュータアンドテクノロジー専門学
校

工業専門課程建築環境デザイン科 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

愛知県
中部コンピュータアンドテクノロジー専門学
校

工業専門課程情報コミュニケーション科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
中部コンピュータ・パティシエ専門学校 工業専門課程情報コミュニケーション科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 中部コンピュータ専門学校 工業専門課程情報システム科 平成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
中部コンピュータアンドテクノロジー専門
学校

工業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

愛知県 中部コンピュータ専門学校 工業専門課程情報経理科 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
中部コンピュータアンドテクノロジー専門
学校

工業専門課程情報経理科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

愛知県 中部製菓専門学校 衛生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

愛知県 中部製菓専門学校 衛生専門課程洋菓子科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

愛知県 中部大学技術医療専門学校 医療専門課程臨床工学技士科 平成15年4月1日 ～ 平成23年3月30日 平成16年2月17日 廃止 平成23年3月30日 平成30年2月28日

愛知県 中部大学技術医療専門学校 工業専門課程機械システム学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

愛知県 中部大学技術医療専門学校 工業専門課程情報システム学科 平成15年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

愛知県 中部大学技術医療専門学校
工業専門課程電子システム学科（医療電子コー
ス）

平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

愛知県 中部大学技術医療専門学校
工業専門課程電子システム学科（電子技術コー
ス）

平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

愛知県 中部大学技術医療専門学校 商業実務専門課程情報経理学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

愛知県 中部大学技術医療専門学校 商業実務専門課程秘書学科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
中部大学技術医療専門学校 商業実務専門課程医療事務総合学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 中部大学技術医療専門学校 工業専門課程機械・電子学科 平成17年3月3日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
中部大学技術医療専門学校 工業専門課程機械・電子・情報学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 中部大学技術医療専門学校 医療専門課程理学療法学科 平成17年12月26日 ～ 平成23年3月30日 平成17年12月26日 廃止 平成23年3月30日 平成30年2月28日

愛知県 中部大学技術医療専門学校 工業専門課程機械・電子・情報学科 平成19年4月1日 ～ 平成23年3月30日 平成20年2月26日 廃止 平成23年3月30日 平成30年2月28日

愛知県 中部大学技術医療専門学校 商業実務専門課程医療事務総合学科 平成19年4月1日 ～ 平成23年3月30日 平成20年2月26日 廃止 平成23年3月30日 平成30年2月28日

愛知県 中部大学技術文化専門学校 工業専門課程情報処理学科 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
中部大学技術文化専門学校 工業専門課程情報システム学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

愛知県 中部大学技術文化専門学校 工業専門課程電子機械学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
中部大学技術文化専門学校 工業専門課程機械システム学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

愛知県 中部大学技術文化専門学校 工業専門課程電子情報学科 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
中部大学技術文化専門学校 工業専門課程電子技術学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

愛知県 中部大学技術文化専門学校 商業実務専門課程情報経理学科 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
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愛知県 中部大学技術文化専門学校 商業実務専門課程秘書学科 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
中部大学技術医療専門学校 商業実務専門課程秘書学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 中部大学技術文化専門学校 商業実務専門課程マネジメント学科 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

愛知県 中部大学技術文化専門学校 工業専門課程情報システム学科 平成9年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
中部大学技術医療専門学校 工業専門課程情報システム学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 中部大学技術文化専門学校 工業専門課程電子技術学科 平成9年4月1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

愛知県 中部大学技術文化専門学校 工業専門課程医療技術学科 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

愛知県 中部大学技術文化専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報学科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
中部大学技術文化専門学校 商業実務専門課程情報経理学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

愛知県 中部大学技術文化専門学校 工業専門課程機械システム学科 平成11年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
中部大学技術医療専門学校 工業専門課程機械システム学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 中部大学技術文化専門学校 商業実務専門課程情報経理学科 平成11年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
中部大学技術医療専門学校 商業実務専門課程情報経理学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 中部大学技術文化専門学校 医療専門課程臨床工学技士科 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
中部大学技術医療専門学校 医療専門課程臨床工学技士科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 中部大学技術文化専門学校
工業専門課程電子システム学科（医療電子コー
ス）

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

更
中部大学技術医療専門学校

工業専門課程電子システム学科（医療電子
コース）

平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 中部大学技術文化専門学校
工業専門課程電子システム学科（電子技術コー
ス）

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

更
中部大学技術医療専門学校

工業専門課程電子システム学科（電子技術
コース）

平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 中部日本自動車整備専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
トヨタ名古屋整備専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

愛知県 中部日本自動車整備専門学校 工業専門課程自動車研究科 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
トヨタ名古屋整備専門学校 工業専門課程自動車研究科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

愛知県 中部美容専門学校 衛生専門課程美容学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
中部美容専門学校名古屋校 衛生専門課程美容学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

愛知県 中部美容専門学校一宮校 衛生専門課程美容学科 平成12年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

愛知県 中部美容専門学校岡崎校 衛生専門課程美容学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月8日

愛知県 中部美容専門学校尾張校 衛生専門課程美容学科 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
中部美容専門学校一宮校 衛生専門課程美容学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

愛知県 中部美容専門学校名古屋校 衛生専門課程美容学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月8日

愛知県 中部美容専門学校名古屋校 夜間衛生専門課程美容学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

愛知県 中部美容専門学校三河校 衛生専門課程美容学科 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
中部美容専門学校岡崎校 衛生専門課程美容学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

愛知県 中部ファッション専門学校 家政専門課程家政学科 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
中部ファッション専門学校 服飾・家政専門課程ファッション産業学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 中部ファッション専門学校 家政専門課程きもの学科 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
中部ファッション専門学校 服飾・家政専門課程きもの学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 中部ファッション専門学校 家政専門課程ファッション学科 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
中部ファッション専門学校 服飾・家政専門課程ファッション学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 中部ファッション専門学校 服飾・家政専門課程きもの学科 平成7年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

愛知県 中部ファッション専門学校 服飾・家政専門課程ファッション学科 平成7年4月1日 ～ 平成7年11月30日

愛知県 中部ファッション専門学校 服飾・家政専門課程ファッション産業学科 平成7年4月1日 ～ 平成7年11月30日

愛知県 中部ファッション専門学校 服飾・家政専門課程ファッション流通学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

愛知県 中部福祉専門学校 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26年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
中部福祉保育医療専門学校 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
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愛知県 中部福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程こども保育教育学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

愛知県 中部福祉保育医療専門学校 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

愛知県 中部福祉保育医療専門学校 教育・社会福祉専門課程こども保育教育学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

愛知県 中部リハビリテーション専門学校 医療専門課程義肢装具学科 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

愛知県 中部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一部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 中部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二部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 中和医療専門学校
医療専門課程あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう
科

平成12年4月1日 ～ 平成14年2月27日

愛知県 中和医療専門学校 医療専門課程あん摩マッサージ指圧科 平成12年4月1日 ～ 平成20年4月10日 平成14年2月27日 廃止 平成20年4月10日 平成30年2月28日

愛知県 中和医療専門学校 医療専門課程はり、きゅう科 平成12年4月1日 ～ 平成14年2月27日

愛知県 中和医療専門学校 医療専門課程柔道整復科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

愛知県 中和鍼灸専門学校 医療専門課程あん摩・はり・きゅう科 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
中和鍼灸専門学校

医療専門課程あん摩マッサージ指圧・はり・
きゅう科

平成8年4月1日 平成8年12月4日

愛知県 中和鍼灸専門学校 医療専門課程あん摩科 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
中和鍼灸専門学校 医療専門課程あん摩マッサージ指圧科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

愛知県 中和鍼灸専門学校 医療専門課程はり・きゅう科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
中和医療専門学校 医療専門課程はり、きゅう科 平成12年4月1日 平成14年2月27日

愛知県 中和鍼灸専門学校
医療専門課程あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう
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
名称変

更
中和医療専門学校

医療専門課程あん摩マッサージ指圧、は
り、きゅう科

平成12年4月1日 平成14年2月27日

愛知県 中和鍼灸専門学校 医療専門課程あん摩マッサージ指圧科 平成8年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
中和医療専門学校 医療専門課程あん摩マッサージ指圧科 平成12年4月1日 平成14年2月27日

愛知県 知立調理師専門学校 衛生専門課程調理師科昼間部 平成7年11月30日 ～ 平成31年3月28日 平成7年11月30日 廃止 平成31年3月28日 令和2年2月29日

愛知県 津島市立看護専門学校 医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 東海医療科学専門学校 医療専門課程　言語聴覚科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

愛知県 東海医療科学専門学校 医療専門課程臨床工学科（３年課程） 平成22年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成29年2月28日
名称変

更
東海医療科学専門学校 医療専門課程　臨床工学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

愛知県 東海医療科学専門学校 医療専門課程作業療法科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

愛知県 東海医療科学専門学校 医療専門課程視能訓練科（３年課程） 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

愛知県 東海医療科学専門学校 医療専門課程柔道整復科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

愛知県 東海医療科学専門学校 医療専門課程理学療法科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

愛知県 東海医療科学専門学校 医療専門課程臨床工学科 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
東海医療科学専門学校 医療専門課程臨床工学科（３年課程） 平成22年4月1日 平成29年2月28日

愛知県 東海医療科学専門学校 医療専門課程言語聴覚科（昼夜課程） 平成21年2月27日 ～ 平成26年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

愛知県 東海医療科学専門学校 医療専門課程言語聴覚科（昼間課程） 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
東海医療科学専門学校 医療専門課程　言語聴覚科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 東海医療科学専門学校 医療専門課程　臨床工学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

愛知県 東海医療科学専門学校 医療専門課程　看護科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日
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愛知県 東海医療技術専門学校 医療専門課程診療放射線科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 東海医療工学専門学校 医療専門課程臨床工学科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

愛知県 東海医療工学専門学校 工業専門課程医療システム科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

愛知県 東海医療工学専門学校 医療専門課程救急救命科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

愛知県 東海医療工学専門学校 医療専門課程視能訓練科 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

愛知県 東海医療福祉専門学校 医療専門課程言語聴覚科（昼夜課程） 平成16年2月17日 ～ 平成20年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成20年3月31日 平成31年1月25日

愛知県 東海医療福祉専門学校 医療専門課程言語聴覚科（昼間課程） 平成17年3月3日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成20年3月31日 平成31年1月25日

愛知県 東海工業専門学校 工業専門課程機械工学科 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
東海工業専門学校熱田校 工業専門課程機械工学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 東海工業専門学校 工業専門課程建築意匠科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東海工業専門学校熱田校 工業専門課程建築意匠科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 東海工業専門学校 工業専門課程建築工学科昼間部 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
東海工業専門学校熱田校 工業専門課程建築工学科昼間部 平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 東海工業専門学校 工業専門課程建築工学科夜間部 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
東海工業専門学校熱田校 工業専門課程建築工学科夜間部 平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 東海工業専門学校 工業専門課程建築設備科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東海工業専門学校熱田校 工業専門課程建築設備科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 東海工業専門学校 工業専門課程測量設計科 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
東海工業専門学校熱田校 工業専門課程測量設計科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 東海工業専門学校 工業専門課程土木工学科 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
東海工業専門学校熱田校 工業専門課程土木工学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 東海工業専門学校 工業専門課程環境建設科 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

愛知県 東海工業専門学校 工業専門課程機械工学科 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
東海工業専門学校熱田校 工業専門課程機械工学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 東海工業専門学校 工業専門課程建築工学科（昼間部） 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

愛知県 東海工業専門学校 工業専門課程建築工学科（夜間部） 平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

愛知県 東海工業専門学校 工業専門課程建築設備科 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

愛知県 東海工業専門学校 工業専門課程測量設計科 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

愛知県 東海工業専門学校 工業専門課程土木工学科 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

愛知県 東海工業専門学校 工業専門課程自然環境デザイン科 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

愛知県 東海工業専門学校 工業専門課程大工技術科 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

愛知県 東海工業専門学校熱田校 工業専門課程機械工学科 平成7年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
東海工業専門学校 工業専門課程機械工学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

愛知県 東海工業専門学校熱田校 工業専門課程建築意匠科 平成7年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

愛知県 東海工業専門学校熱田校 工業専門課程建築工学科昼間部 平成7年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
東海工業専門学校 工業専門課程建築工学科（昼間部） 平成16年4月1日 平成17年3月9日

愛知県 東海工業専門学校熱田校 工業専門課程建築工学科夜間部 平成7年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
東海工業専門学校 工業専門課程建築工学科（夜間部） 平成16年4月1日 平成17年3月9日

愛知県 東海工業専門学校熱田校 工業専門課程建築設備科 平成7年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
東海工業専門学校 工業専門課程建築設備科 平成16年4月1日 平成17年3月9日
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愛知県 東海工業専門学校熱田校 工業専門課程測量設計科 平成7年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
東海工業専門学校 工業専門課程測量設計科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

愛知県 東海工業専門学校熱田校 工業専門課程土木工学科 平成7年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
東海工業専門学校 工業専門課程土木工学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

愛知県 東海工業専門学校熱田校 工業専門課程環境建設科 平成14年2月27日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東海工業専門学校 工業専門課程環境建設科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

愛知県 東海工業専門学校熱田校 工業専門課程機械工学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 東海工業専門学校金山校 工業専門課程建築工学科 平成8年12月4日 ～ 平成16年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
あいち建築デザイン専門学校 工業専門課程建築工学科（昼間部） 平成16年4月1日 平成17年3月9日

愛知県 東海工業専門学校金山校 工業専門課程建築インテリア科昼間部 平成10年12月21日 ～ 平成16年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
あいち建築デザイン専門学校 工業専門課程建築インテリア科（昼間部） 平成16年4月1日 平成17年3月9日

愛知県 東海工業専門学校金山校 工業専門課程建築インテリア科夜間部 平成10年12月21日 ～ 平成16年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
あいち建築デザイン専門学校 工業専門課程建築インテリア科（夜間部） 平成16年4月1日 平成17年3月9日

愛知県 東海工業専門学校金山校 工業専門課程建築工学科夜間部 平成10年12月21日 ～ 平成16年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
あいち建築デザイン専門学校 工業専門課程建築工学科（夜間部） 平成16年4月1日 平成17年3月9日

愛知県 東海工業専門学校金山校 工業専門課程建設工学科 平成13年3月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

愛知県 東海工業専門学校金山校 工業専門課程インテリアデザイン科（昼間部） 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 東海工業専門学校金山校 工業専門課程建築工学科（昼間部） 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 東海工業専門学校金山校 工業専門課程建築工学科（夜間部） 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 東海工業専門学校金山校 工業専門課程建築設備科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 東海工業専門学校金山校 工業専門課程自然環境デザイン科 平成21年2月27日 ～ 平成25年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

愛知県 東海工業専門学校金山校 工業専門課程測量設計科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 東海工業専門学校金山校 工業専門課程大工技術科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 東海工業専門学校金山校 工業専門課程土木工学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 東海産業医療団看護専門学校 医療専門課程第二看護科 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

愛知県 東海産業医療団看護専門学校 医療専門課程第一看護科（３年課程） 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
東海産業医療団看護専門学校 医療専門課程看護科（３年課程） 平成13年4月1日 平成14年2月27日

愛知県 東海産業医療団看護専門学校 医療専門課程看護科（３年課程） 平成13年4月1日 ～ 平成22年3月29日 平成14年2月27日 廃止 平成22年3月29日 平成30年2月28日

愛知県 東海歯科医療専門学校 医療専門課程歯科技工士科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 東海福祉情報観光専門学校 商業実務専門課程情報マネージメント科 平成11年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

愛知県 東海福祉情報観光専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成13年3月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
東海福祉総合専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

愛知県 東海福祉情報観光専門学校 商業実務専門課程観光科 平成13年3月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

愛知県 東海福祉情報観光専門学校 商業実務専門課程国際マネージメント科 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

愛知県 東海福祉総合専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成16年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
ナゴノ福祉歯科医療専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 東海福祉総合専門学校 教育・社会福祉専門課程総合福祉科 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

愛知県 東京ＩＴ会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程ビジネス学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日
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愛知県 東京ＩＴ会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程ＩＴビジネス学科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

愛知県 東京ＩＴ会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程会計士学科 平成17年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
東京ＩＴ会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程会計学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

愛知県 東京ＩＴ会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程情報管理学科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

愛知県 東京ＩＴ会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程情報管理学科 平成17年12月26日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
東京ＩＴ会計専門学校名古屋校

商業実務専門課程　情報管理学科（２年
制）
商業実務専門課程　情報管理学科（３年
制）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛知県 東京ＩＴ会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程情報経理学科（昼間部） 平成17年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
東京ＩＴ会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程　情報経理学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛知県 東京ＩＴ会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程税理士学科 平成17年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成26年3月31日 平成28年2月29日

愛知県 東京ＩＴ会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程情報管理学科（２年制） 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

愛知県 東京ＩＴ会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程情報管理学科（３年制） 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

愛知県 東京ＩＴ会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程情報経理学科 平成23年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成26年3月31日 平成28年2月29日

愛知県 東京ＩＴ会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程会計学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

愛知県 東京アイティー・会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程会計士学科（２年制） 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
東京アイティー・会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程会計士学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 東京アイティー・会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程会計士学科（３年制） 平成13年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

愛知県 東京アイティー・会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程情報管理学科 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京ＩＴ会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程情報管理学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

愛知県 東京アイティー・会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程情報経理学科昼間部 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京ＩＴ会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程情報経理学科（昼間部） 平成17年4月1日 平成17年12月26日

愛知県 東京アイティー・会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東京アイティー・会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程ＩＴビジネス学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 東京アイティー・会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程税理士学科（２年制） 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
東京アイティー・会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程税理士学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 東京アイティー・会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程税理士学科（３年制） 平成13年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

愛知県 東京アイティー・会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程ＩＴビジネス学科 平成14年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
東京ＩＴ会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程ＩＴビジネス学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

愛知県 東京アイティー・会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程会計士学科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東京ＩＴ会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程会計士学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

愛知県 東京アイティー・会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程税理士学科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東京ＩＴ会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程税理士学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

愛知県 東京会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程会計士学科（２年制） 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
東京アイティー・会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程会計士学科（２年制） 平成13年4月1日 平成14年2月27日

愛知県 東京会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程情報管理学科 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
東京アイティー・会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程情報管理学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

愛知県 東京会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程情報経理学科昼間部 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
東京アイティー・会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程情報経理学科昼間部 平成13年4月1日 平成14年2月27日

愛知県 東京会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程税理士学科（２年制） 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
東京アイティー・会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程税理士学科（２年制） 平成13年4月1日 平成14年2月27日

愛知県 東京会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程会計士学科（３年制） 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東京アイティー・会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程会計士学科（３年制） 平成13年4月1日 平成14年2月27日

愛知県 東京会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東京アイティー・会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

愛知県 東京会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程税理士学科（３年制） 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東京アイティー・会計専門学校名古屋校 商業実務専門課程税理士学科（３年制） 平成13年4月1日 平成14年2月27日

24 / 49 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

愛知県 東京法律専門学校名古屋校 文化・教養専門課程法律学科（２年制） 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

愛知県 東京法律専門学校名古屋校 文化・教養専門課程法律行政学科 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

愛知県 東京法律専門学校名古屋校 文化・教養専門課程法律社会学科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

愛知県 東京法律専門学校名古屋校 文化・教養専門課程法律学科（３年制） 平成12年2月8日 ～ 平成26年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成26年3月31日 平成28年2月29日

愛知県 東京法律専門学校名古屋校 文化・教養専門課程法律ビジネス学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

愛知県
独立行政法人国立病院機構豊橋医療セン
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

愛知県
独立行政法人国立病院機構名古屋医療セ
ンター附属名古屋看護助産学校

看護専門課程看護学科（三年課程） 平成16年4月1日 ～ 平成25年1月29日

愛知県
独立行政法人国立病院機構東名古屋病院
附属リハビリテーション学院

医療専門課程　作業療法学科 平成16年4月1日 ～ 平成23年12月22日

愛知県
独立行政法人国立病院機構東名古屋病院
附属リハビリテーション学院

医療専門課程　理学療法学科 平成16年4月1日 ～ 平成23年12月22日

愛知県
独立行政法人地域医療機能推進機構中京
病院附属看護専門学校

医療専門課程　看護学科 平成26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
独立行政法人労働者健康安全機構中部
労災看護専門学校

医療専門課程　看護学科 平成28年3月31日 平成30年2月28日

愛知県
独立行政法人労働者健康安全機構中部労
災看護専門学校

医療専門課程　看護学科 平成28年4月1日 ～ 平成30年2月28日

愛知県
独立行政法人労働者健康福祉機構中部労
災看護専門学校

医療専門課程　看護学科 平成16年4月1日 ～ 平成30年2月28日

愛知県 トヨタ看護専門学校 医療専門課程看護科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

愛知県 豊田地域看護専門学校 医療専門課程看護科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

愛知県 トヨタ名古屋整備専門学校 工業専門課程自動車研究科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

愛知県 トヨタ名古屋整備専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校トヨタ名古屋自動車大学校 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

愛知県 豊橋歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 豊橋市立看護専門学校 医療専門課程看護第１科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 豊橋市立看護専門学校 医療専門課程看護第２科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 豊橋調理師専門学校 衛生専門課程調理師科 平成20年2月26日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
豊橋調理製菓専門学校 衛生専門課程調理師本科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 豊橋調理製菓専門学校 衛生専門課程製菓衛生師本科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 豊橋調理製菓専門学校 衛生専門課程調理師本科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 豊橋ファッション・ビジネス専門学校 服飾・家政専門課程服装科 平成19年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
豊橋ファッション・ビジネス専門学校 服飾・家政専門課程　ファッションＩＴ科 平成28年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 豊橋ファッション・ビジネス専門学校 服飾・家政専門課程　ファッションＩＴ科 平成28年4月1日 ～ 平成30年2月28日

愛知県 豊橋ファッション専門学校 服飾・家政専門課程服装科 平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
豊橋ファッション・ビジネス専門学校 服飾・家政専門課程服装科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 豊橋文化服装専門学校 家政専門課程服装科昼間部 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
豊橋ファッション専門学校 服飾・家政専門課程服装科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

愛知県
トライデント外国語・ホテル・ブライダル専門
学校

商業実務専門課程ブライダル学科 平成28年2月29日 ～ 平成31年4月1日 平成28年2月29日
名称変

更
トライデント外国語・ホテル・ブライダル専
門学校

商業実務専門課程　ウェディングプランナー
学科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

愛知県
トライデント外国語・ホテル・ブライダル専門
学校

商業実務専門課程ホテル・トラベル学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
トライデント外国語・ホテル・ブライダル専
門学校

商業実務専門課程国際ホテル学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日
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愛知県
トライデント外国語・ホテル・ブライダル専門
学校

文化教養専門課程エアライン学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
トライデント外国語・ホテル・ブライダル専
門学校

文化教養専門課程国際エアライン学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

愛知県
トライデント外国語・ホテル・ブライダル専門
学校

文化教養専門課程英米語学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

愛知県
トライデント外国語・ホテル・ブライダル専門
学校

文化教養専門課程国際教養学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

愛知県
トライデント外国語・ホテル・ブライダル専門
学校

文化教養専門課程日本語学科（２年制） 平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

愛知県
トライデント外国語・ホテル・ブライダル専門
学校

商業実務専門課程国際ホテル学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

愛知県
トライデント外国語・ホテル・ブライダル専門
学校

文化教養専門課程国際エアライン学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

愛知県
トライデント外国語・ホテル・ブライダル専門
学校

商業実務専門課程　ウェディングプランナー学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

愛知県 トライデント外国語・ホテル専門学校 衛生専門課程パティシエ学科 平成22年11月29日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

愛知県 トライデント外国語・ホテル専門学校 商業実務専門課程ホテル学科 平成22年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
トライデント外国語・ホテル専門学校 商業実務専門課程ホテル・トラベル学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

愛知県 トライデント外国語・ホテル専門学校 文化教養専門課程エアライン学科 平成22年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
トライデント外国語・ホテル・ブライダル専
門学校

文化教養専門課程エアライン学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

愛知県 トライデント外国語・ホテル専門学校 文化教養専門課程英米語学科 平成22年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
トライデント外国語・ホテル・ブライダル専
門学校

文化教養専門課程英米語学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

愛知県 トライデント外国語・ホテル専門学校 文化教養専門課程国際教養学科 平成22年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
トライデント外国語・ホテル・ブライダル専
門学校

文化教養専門課程国際教養学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

愛知県 トライデント外国語・ホテル専門学校 文化教養専門課程日本語学科（２年制） 平成22年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
トライデント外国語・ホテル・ブライダル専
門学校

文化教養専門課程日本語学科（２年制） 平成27年4月1日 平成28年2月29日

愛知県 トライデント外国語・ホテル専門学校 商業実務専門課程ホテル・トラベル学科 平成24年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
トライデント外国語・ホテル・ブライダル専
門学校

商業実務専門課程ホテル・トラベル学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

愛知県 トライデント外国語専門学校 商業実務専門課程国際観光学科 平成11年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

愛知県 トライデント外国語専門学校 文化教養専門課程英米語学科 平成11年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
トライデント外国語・ホテル専門学校 文化教養専門課程英米語学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 トライデント外国語専門学校 文化教養専門課程中国語学科 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

愛知県 トライデント外国語専門学校 文化教養専門課程日本語学科（２年課程） 平成11年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
トライデント外国語・ホテル専門学校 文化教養専門課程日本語学科（２年制） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 トライデント外国語専門学校 文化教養専門課程エアライン学科 平成13年3月1日 ～ 平成22年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
トライデント外国語・ホテル専門学校 文化教養専門課程エアライン学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 トライデント外国語専門学校 文化教養専門課程英語ビジネス学科 平成14年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

愛知県 トライデント外国語専門学校 文化教養専門課程児童英語教育学科 平成14年2月27日 ～ 平成21年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

愛知県 トライデント外国語専門学校 文化教養専門課程国際教養学科 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
トライデント外国語・ホテル専門学校 文化教養専門課程国際教養学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 トライデント外国語専門学校 商業実務専門課程国際ホテル学科 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
トライデント外国語・ホテル専門学校 商業実務専門課程ホテル学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程ゲームサイエンス学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程高度情報学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程情報科学学科 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

愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程情報処理学科 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程総合ＣＡＤ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
トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程ＣＡＤデザイナー学科 平成12年4月1日 平成15年2月19日
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愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程パソコンビジネス学科 平成11年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程パソコン実務学科（２年課程） 平成13年4月1日 平成14年2月27日

愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程マルチメディア学科 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
トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程デジタルアート学科 平成12年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 トライデントコンピュータ専門学校
工業専門課程コンピュータグラフィックス学科（２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
トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程ＣＧイラスト学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 トライデントコンピュータ専門学校
工業専門課程サウンドクリエイター学科（２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
トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程ミュージック学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程デジタルグッズ学科 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

愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程パソコン実務学科（２年課程） 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程ＣＡＤデザイナー学科 平成12年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程ＣＡＤデザイン学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程ＣＡＤオペレーター学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程デジタルアート学科 平成12年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程ＣＡＤオペレーター学科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程ＣＡＤ学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程ＣＧイラスト学科 平成15年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程ＣＧスペシャリスト学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程コンピュータ制御学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程情報システムプロ学科 平成16年2月17日 ～ 平成23年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程　情報キャリアプロ学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程ミュージック学科 平成15年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程インターネット学科 平成17年3月3日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程ＣＡＤ学科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程Webデザイン学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程　情報キャリアプロ学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

愛知県 トライデントスポーツ医療科学専門学校 医療専門課程柔道整復学科（昼間部） 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
トライデントスポーツ医療看護専門学校 医療専門課程柔道整復学科（昼間部） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 トライデントスポーツ医療科学専門学校 医療専門課程柔道整復学科（夜間部） 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
トライデントスポーツ医療看護専門学校 医療専門課程柔道整復学科（夜間部） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 トライデントスポーツ医療科学専門学校 医療専門課程はり・きゅう学科（昼間部） 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
トライデントスポーツ医療看護専門学校 医療専門課程はり・きゅう学科（昼間部） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 トライデントスポーツ医療科学専門学校 医療専門課程はり・きゅう学科（夜間部） 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
トライデントスポーツ医療看護専門学校 医療専門課程はり・きゅう学科（夜間部） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 トライデントスポーツ医療科学専門学校 文化教養専門課程健康スポーツ学科 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
トライデントスポーツ医療看護専門学校

文化教養専門課程コーチ・インストラクター
学科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 トライデントスポーツ医療科学専門学校 文化教養専門課程健康美容学科 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
トライデントスポーツ医療看護専門学校 文化教養専門課程健康美容学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 トライデントスポーツ医療科学専門学校 文化教養専門課程スポーツ科学学科 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
トライデントスポーツ医療看護専門学校

文化教養専門課程プロフェッショナルトレー
ナー学科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 トライデントスポーツ医療科学専門学校 文化教養専門課程スポーツ教育学科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

愛知県 トライデントスポーツ医療科学専門学校 商業実務専門課程医療事務学科 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
トライデントスポーツ医療看護専門学校 商業実務専門課程医療事務学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日
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愛知県 トライデントスポーツ医療看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成22年11月29日 ～ 平成31年4月1日 平成22年11月29日
名称変

更
名古屋平成看護医療専門学校 医療専門課程　看護学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

愛知県 トライデントスポーツ医療看護専門学校 医療専門課程柔道整復学科（昼間部） 平成22年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成22年11月29日
名称変

更
名古屋平成看護医療専門学校 医療専門課程　柔道整復学科（昼間部） 平成31年4月1日 令和2年2月29日

愛知県 トライデントスポーツ医療看護専門学校 医療専門課程柔道整復学科（夜間部） 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日 名古屋平成看護医療専門学校 医療専門課程　柔道整復学科（夜間部）

愛知県 トライデントスポーツ医療看護専門学校 医療専門課程はり・きゅう学科（昼間部） 平成22年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成22年11月29日
名称変

更
名古屋平成看護医療専門学校 医療専門課程　はり・きゅう学科（昼間部） 平成31年4月1日 令和2年2月29日

愛知県 トライデントスポーツ医療看護専門学校 医療専門課程はり・きゅう学科（夜間部） 平成22年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成22年11月29日
名称変

更
名古屋平成看護医療専門学校 医療専門課程　はり・きゅう学科（夜間部） 平成31年4月1日 令和2年2月29日

愛知県 トライデントスポーツ医療看護専門学校 商業実務専門課程医療事務学科 平成22年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

愛知県 トライデントスポーツ医療看護専門学校 文化教養専門課程健康美容学科 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

愛知県 トライデントスポーツ医療看護専門学校 文化教養専門課程コーチ・インストラクター学科 平成22年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
トライデントスポーツ医療看護専門学校

文化教養専門課程スポーツインストラク
ター学科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

愛知県 トライデントスポーツ医療看護専門学校 文化教養専門課程トレーナー学科 平成22年11月29日 ～ 平成31年4月1日 平成22年11月29日
名称変

更
名古屋平成看護医療専門学校 文化教養専門課程　トレーナー学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

愛知県 トライデントスポーツ医療看護専門学校
文化教養専門課程プロフェッショナルトレーナー学
科

平成22年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成22年11月29日
名称変

更
名古屋平成看護医療専門学校

文化教養専門課程　プロフェッショナルト
レーナー学科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

愛知県 トライデントスポーツ医療看護専門学校 文化教養専門課程スポーツインストラクター学科 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

愛知県 トライデントスポーツ健康科学専門学校 文化教養専門課程健康スポーツ学科 平成13年3月1日 ～ 平成19年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
トライデントスポーツ医療科学専門学校 文化教養専門課程健康スポーツ学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 トライデントスポーツ健康科学専門学校 文化教養専門課程リゾートスポーツ学科 平成13年3月1日 ～ 平成17年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

愛知県 トライデントスポーツ健康科学専門学校 文化教養専門課程スポーツ科学学科 平成14年2月27日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
トライデントスポーツ医療科学専門学校 文化教養専門課程スポーツ科学学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 トライデントスポーツ健康科学専門学校 文化教養専門課程スポーツ教育学科 平成14年2月27日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
トライデントスポーツ医療科学専門学校 文化教養専門課程スポーツ教育学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 トライデントスポーツ健康科学専門学校 医療専門課程はり・きゅう学科（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
トライデントスポーツ医療科学専門学校 医療専門課程はり・きゅう学科（昼間部） 平成19年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 トライデントスポーツ健康科学専門学校 医療専門課程はり・きゅう学科（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
トライデントスポーツ医療科学専門学校 医療専門課程はり・きゅう学科（夜間部） 平成19年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程デザイン学科 平成11年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程ゲームクリエイト学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
トライデントデザイン専門学校

文化教養専門課程ゲーム・ＣＧデザイン学
科

平成13年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程雑貨クリエイト学科 平成13年3月1日 ～ 平成21年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程雑貨デザイン学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程スペースクリエイト学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程インテリアＣＡＤ学科 平成13年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程ビジュアルクリエイト学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程ビジュアルイラスト学科 平成13年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程環境デザイン学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程建築インテリア学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程グラフィックデザイン学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程インテリアＣＡＤ学科 平成13年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程インテリアデザイン学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 トライデントデザイン専門学校
文化教養専門課程家具・ディスプレイデザイン学
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

愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程ゲーム・ＣＧデザイン学科 平成13年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程建築インテリア学科 平成14年4月1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

28 / 49 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

愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程ビジュアルイラスト学科 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程イラスト・マンガ学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程メイクアップデザイン学科 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

愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程イラスト・マンガ学科 平成17年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程イラストレーション学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程ＣＧデザイン学科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程デジタルアート学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程家具デザイン学科 平成19年2月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程イラストレーション学科 平成20年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程イラストデザイン学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程ゲーム・ＣＧデザイン学科 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程ＣＧデザイン学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程デジタルアート学科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程マンガ学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程雑貨デザイン学科 平成21年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程ＣＧデザイン学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程インテリアデザイン学科 平成22年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

愛知県 トライデントデザイン専門学校 文化教養専門課程イラストデザイン学科 平成28年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成29年2月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

愛知県
トライデントビューティー・ブライダル専門学
校

衛生専門課程トータルビューティー学科 平成22年11月29日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

愛知県
トライデントビューティー・ブライダル専門学
校

衛生専門課程パティシエ学科 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

愛知県
トライデントビューティー・ブライダル専門学
校

衛生専門課程美容学科 平成22年11月29日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

愛知県
トライデントビューティー・ブライダル専門学
校

商業実務専門課程ブライダル学科 平成22年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

愛知県 トライデントホテル・サービス事業専門学校 商業実務専門課程観光トラベル学科 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

愛知県 トライデントホテル・サービス事業専門学校 商業実務専門課程国際ホテル学科 平成13年3月1日 ～ 平成22年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

愛知県 トライデントホテル・サービス事業専門学校 商業実務専門課程サービス産業学科 平成13年3月1日 ～ 平成17年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
トライデントホテル・サービス事業専門学
校

商業実務専門課程ブライダル学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

愛知県 トライデントホテル・サービス事業専門学校 商業実務専門課程情報サービス学科 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

愛知県 トライデントホテル・サービス事業専門学校 商業実務専門課程流通ビジネス学科 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

愛知県 トライデントホテル・サービス事業専門学校 商業実務専門課程フラワービジネス学科 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

愛知県 トライデントホテル・サービス事業専門学校 商業実務専門課程ブライダル学科 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
トライデントビューティー・ブライダル専門
学校

商業実務専門課程ブライダル学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 トライデントホテル・サービス事業専門学校 衛生専門課程パティシエ学科 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
トライデントビューティー・ブライダル専門
学校

衛生専門課程パティシエ学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 ナゴノ福祉歯科医療専門学校 医療専門課程歯科衛生士科（２年制） 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

愛知県 ナゴノ福祉歯科医療専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

愛知県 ナゴノ福祉歯科医療専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日
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愛知県 名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校
文化・教養専門課程　エコ・コミュニケーション科
（昼間Ⅰ部）

令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

愛知県 名古屋ＥＣＯ動物海洋専門学校
文化・教養専門課程　エコ・コミュニケーション科
（昼間Ⅱ部）

令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

愛知県 名古屋ＹＭＣＡスポーツ・英語専門学校 商業実務専門課程国際ホテル科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

愛知県 名古屋ＹＭＣＡスポーツ・英語専門学校 商業実務専門課程リゾートスポーツ科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
名古屋ＹＭＣＡスポーツ・語学専門学校 商業実務専門課程リゾートスポーツ科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 名古屋ＹＭＣＡスポーツ・英語専門学校
文化・教養専門課程レクリエーションインストラク
ター科

平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

愛知県 名古屋ＹＭＣＡスポーツ・英語専門学校 文化教養専門課程英語科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
名古屋ＹＭＣＡスポーツ・語学専門学校 文化教養専門課程英語科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 名古屋ＹＭＣＡスポーツ・英語専門学校 文化教養専門課程生涯スポーツ科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
名古屋ＹＭＣＡスポーツ・語学専門学校 文化教養専門課程生涯スポーツ科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 名古屋ＹＭＣＡスポーツ・語学専門学校 商業実務専門課程リゾートスポーツ科 平成15年4月1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30年2月28日

愛知県 名古屋ＹＭＣＡスポーツ・語学専門学校 文化教養専門課程英語科 平成15年4月1日 ～ 平成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30年2月28日

愛知県 名古屋ＹＭＣＡスポーツ・語学専門学校 文化教養専門課程生涯スポーツ科 平成15年4月1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30年2月28日

愛知県 名古屋医健スポーツ専門学校 医療専門課程柔道整復科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

愛知県 名古屋医健スポーツ専門学校 医療専門課程鍼灸科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

愛知県 名古屋医健スポーツ専門学校 衛生専門課程トータルビューティー科 平成26年1月28日 ～ 平成30年6月1日 平成26年1月28日 廃止 平成30年6月1日 令和2年2月29日

愛知県 名古屋医健スポーツ専門学校 文化・教養専門課程スポーツ科学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

愛知県 名古屋医健スポーツ専門学校 医療専門課程作業療法科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

愛知県 名古屋医健スポーツ専門学校 医療専門課程歯科衛生科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

愛知県 名古屋医健スポーツ専門学校 医療専門課程理学療法科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

愛知県 名古屋医健スポーツ専門学校 文化・教養専門課程こども保育科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

愛知県 名古屋医専 医療情報専門課程診療情報管理学科（昼間部） 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 名古屋医専 医療情報専門課程診療情報管理学科（夜間部） 平成21年2月27日 ～ 平成28年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

愛知県 名古屋医専 医療専門課程救急救命学科（昼間部） 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 名古屋医専 医療専門課程救急救命学科（夜間部） 平成21年2月27日 ～ 平成29年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 名古屋医専 医療専門課程言語聴覚学科（夜間部） 平成21年2月27日 ～ 平成28年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

愛知県 名古屋医専 医療専門課程作業療法学科（夜間部） 平成21年2月27日 ～ 平成29年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 名古屋医専 医療専門課程視能療法学科（夜間部） 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29年2月28日

愛知県 名古屋医専 医療専門課程柔道整復学科（昼間部） 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 名古屋医専 医療専門課程柔道整復学科（夜間部） 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 名古屋医専
医療専門課程鍼灸・あん摩マッサージ教員養成学
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
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愛知県 名古屋医専 医療専門課程鍼灸学科（昼間部） 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 名古屋医専 医療専門課程鍼灸学科（夜間部） 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 名古屋医専 医療専門課程理学療法学科（夜間部） 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 名古屋医専 医療専門課程臨床工学学科（夜間部） 平成21年2月27日 ～ 平成26年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

愛知県 名古屋医専
健康・スポーツ専門課程アスレティックトレーナー
学科（夜間部）

平成21年2月27日 ～ 平成29年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 名古屋医専 福祉専門課程介護福祉学科（昼間部） 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
名古屋医専

福祉専門課程介護福祉・保育学科（昼間
部）

平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 名古屋医専 福祉専門課程介護福祉学科（夜間部） 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
名古屋医専

福祉専門課程介護福祉・保育学科（夜間
部）

平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 名古屋医専 医療専門課程言語聴覚学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

愛知県 名古屋医専
健康・スポーツ専門課程アスレティックトレーナー
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

愛知県 名古屋医専 福祉専門課程介護福祉・保育学科（昼間部） 平成22年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
名古屋医専 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

愛知県 名古屋医専 福祉専門課程介護福祉・保育学科（夜間部） 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

愛知県 名古屋医専 医療専門課程看護学科 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
名古屋医専 医療専門課程　実践看護学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

愛知県 名古屋医専 医療情報専門課程医療秘書学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

愛知県 名古屋医専
健康・スポーツ専門課程スポーツトレーナー学科
（昼間部）

平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

愛知県 名古屋医専 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

愛知県 名古屋医専 医療専門課程　歯科衛生学科（昼間部） 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

愛知県 名古屋医専 医療専門課程　歯科衛生学科（夜間部） 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

愛知県 名古屋医専 医療専門課程　実践看護学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

愛知県 名古屋医療情報専門学校 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

愛知県 名古屋医療情報専門学校 商業実務専門課程パソコンビジネス学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
名古屋医療情報専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報学科 平成21年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 名古屋医療情報専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報学科 平成21年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成22年11月29日
名称変

更
名古屋医療情報専門学校

商業実務専門課程　医薬情報ビジネス学
科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

愛知県 名古屋医療情報専門学校 商業実務専門課程医療情報管理学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

愛知県 名古屋医療情報専門学校 商業実務専門課程　医薬情報ビジネス学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

愛知県 名古屋医療秘書歯科秘書専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
名古屋医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

愛知県 名古屋医療秘書歯科秘書専門学校 商業実務専門課程歯科秘書科（２年コース） 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
名古屋医療秘書福祉専門学校

商業実務専門課程歯科秘書科（２年コー
ス）

平成11年4月1日 平成12年2月8日

愛知県 名古屋医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

愛知県 名古屋医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程歯科秘書科（２年コース） 平成11年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成16年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 名古屋医療秘書福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日
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愛知県 名古屋医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程医療保育科 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
名古屋医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程こども総合学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

愛知県 名古屋医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程診療情報管理士科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

愛知県 名古屋医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程ドラッグコーディネーター科 平成22年11月29日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日
名称変

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

愛知県 名古屋医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程こども総合学科 平成24年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成27年3月31日 平成29年2月28日

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

愛知県 名古屋医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程医療保育科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

愛知県
名古屋ウェディングアンドブライダル専門学
校

衛生専門課程ブライダルコーディネーター科 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
名古屋ウェディングアンドブライダル専門
学校

衛生専門課程　ブライダルヘアメイクアンド
ドレス科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

愛知県
名古屋ウェディングアンドブライダル専門学
校

商業実務専門課程ウェディングプランナー科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

愛知県
名古屋ウェディングアンドブライダル専門学
校

衛生専門課程　ブライダルヘアメイクアンドドレス
科

平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

愛知県 名古屋栄養専門学校 衛生専門課程食物栄養科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 名古屋外語・ホテル・ブライダル専門学校 商業実務専門課程ブライダル学科 平成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
名古屋外語・ホテル・ブライダル専門学
校

商業実務専門課程ブライダル科 平成26年4月1日 平成28年2月29日

愛知県 名古屋外語・ホテル・ブライダル専門学校 商業実務専門課程ホテル観光科 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
名古屋外語・ホテル・ブライダル専門学
校

商業実務専門課程国際ホテル科 平成26年4月1日 平成28年2月29日

愛知県 名古屋外語・ホテル・ブライダル専門学校 文化教養専門課程英語科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

愛知県 名古屋外語・ホテル・ブライダル専門学校 文化教養専門課程国際エアライン科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

愛知県 名古屋外語・ホテル・ブライダル専門学校 商業実務専門課程国際ホテル科 平成26年4月1日 ～ 平成28年2月29日

愛知県 名古屋外語・ホテル・ブライダル専門学校 商業実務専門課程ブライダル科 平成26年4月1日 ～ 平成28年2月29日

愛知県 名古屋外語・ホテル・ブライダル専門学校 文化教養専門課程　航空ビジネス科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

愛知県 名古屋外語専門学校 文化教養専門課程実用英語科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

愛知県 名古屋外語専門学校 商業実務専門課程国際ビジネス科 平成7年11月30日 ～ 平成17年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

愛知県 名古屋外語専門学校 文化教養専門課程外国語学科 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

愛知県 名古屋外語専門学校 文化教養専門課程英米語学科 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

愛知県 名古屋外語専門学校 商業実務専門課程ホテル観光科 平成17年12月26日 ～ 平成24年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
名古屋外語・ホテル・ブライダル専門学
校

商業実務専門課程ホテル観光科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

愛知県 名古屋外語専門学校 商業実務専門課程ブライダル学科 平成23年12月22日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
名古屋外語・ホテル・ブライダル専門学
校

商業実務専門課程ブライダル学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

愛知県 名古屋外語専門学校 文化教養専門課程英語科 平成23年12月22日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
名古屋外語・ホテル・ブライダル専門学
校

文化教養専門課程英語科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

愛知県 名古屋外語専門学校 文化教養専門課程国際エアライン科 平成23年12月22日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
名古屋外語・ホテル・ブライダル専門学
校

文化教養専門課程国際エアライン科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

愛知県 名古屋環境建設専門学校 工業専門課程環境建築科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校ＮＳＣデザイン工科カレッジ 工業専門課程環境建築科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 名古屋環境建設専門学校 工業専門課程環境設備科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校ＮＳＣデザイン工科カレッジ 工業専門課程環境設備科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 名古屋環境建設専門学校 工業専門課程環境土木科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校ＮＳＣデザイン工科カレッジ 工業専門課程環境土木科 平成19年4月1日 平成20年2月26日
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愛知県 名古屋環境建設専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤデザイン科 平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校ＮＳＣデザイン工科カレッジ 工業専門課程建築ＣＡＤデザイン科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 名古屋環境建設専門学校 工業専門課程緑化デザイン科 平成17年3月3日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
専門学校ＮＳＣデザイン工科カレッジ 工業専門課程エコデザイン科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 名古屋観光専門学校 商業実務専門課程国際ビジネス学科昼間部 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

愛知県 名古屋観光専門学校 商業実務専門課程ホテル学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 名古屋観光専門学校 商業実務専門課程旅行学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 名古屋観光専門学校 商業実務専門課程交通ビジネス学科昼間部 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
名古屋観光専門学校 商業実務専門課程鉄道交通学科 平成18年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 名古屋観光専門学校
商業実務専門課程レクリェーションビジネス学科
昼間部

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

愛知県 名古屋観光専門学校
商業実務専門課程レジャービジネス学科（昼間
部）

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

愛知県 名古屋観光専門学校 商業実務専門課程ブライダルビジネス学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

愛知県 名古屋観光専門学校 商業実務専門課程航空ビジネス学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

愛知県 名古屋観光専門学校 商業実務専門課程鉄道交通学科 平成18年4月1日 ～ 平成20年2月26日

愛知県 名古屋経営会計専門学校 商業実務専門課程会計税務科 平成7年1月23日 ～ 平成27年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

愛知県 名古屋経営会計専門学校 商業実務専門課程経営実務科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 名古屋経営会計専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成8年12月4日 ～ 平成27年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

愛知県 名古屋経営会計専門学校 商業実務専門課程経営法学科 平成10年12月21日 ～ 平成16年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

愛知県 名古屋経営会計専門学校 商業実務専門課程公認会計士・税理士科 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

愛知県 名古屋経営会計専門学校 商業実務専門課程ＩＴビジネス科 平成16年2月17日 ～ 平成23年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

愛知県 名古屋経営会計専門学校 商業実務専門課程企業法学科 平成17年3月3日 ～ 平成27年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

愛知県 名古屋経営会計専門学校 商業実務専門課程コンピュータ会計科 平成17年3月3日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

愛知県 名古屋経営会計専門学校 商業実務専門課程福祉ビジネス科 平成17年3月3日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

愛知県 名古屋経営会計専門学校 商業実務専門課程日本ビジネス科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

愛知県 名古屋経営会計専門学校 文化教養専門課程日本語科（２年コース） 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

愛知県 名古屋経営会計専門学校 文化教養専門課程日本文化教養科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

愛知県 名古屋芸術大学保育・福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成23年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

愛知県 名古屋芸術大学保育・福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 平成23年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
名古屋芸術大学保育専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

愛知県 名古屋芸術大学保育・福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科第二部 平成23年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
名古屋芸術大学保育専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科第二部 平成27年4月1日 平成28年2月29日

愛知県 名古屋芸術大学保育専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

愛知県 名古屋芸術大学保育専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科第二部 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日
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愛知県 名古屋建築設備専門学校 工業専門課程建築設備科 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
名古屋建築土木専門学校 工業専門課程建築設備科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

愛知県 名古屋建築設備専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計科 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
名古屋建築土木専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

愛知県 名古屋建築土木専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計科 平成10年4月1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

愛知県 名古屋建築土木専門学校 工業専門課程建築設備科 平成10年4月1日 ～ 平成10年12月21日

愛知県 名古屋建築土木専門学校 工業専門課程建築科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

愛知県 名古屋建築土木専門学校 工業専門課程土木・測量科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程音響映像学科 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

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程情報経理科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

愛知県 名古屋工学院専門学校 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1月23日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程情報通信工学科 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

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程制御工学科昼間部 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
名古屋工学院専門学校 工業専門課程ロボット科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程通信システム科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程テレビ工学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程電気工学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程電業技術学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程電子機械システム科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
名古屋工学院専門学校 工業専門課程総合制御システム科 平成12年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程電子工学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程電波通信学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

愛知県 名古屋工学院専門学校 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

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程電子情報科 平成8年12月4日 ～ 平成14年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程情報経理科（夜間部） 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

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程情報工学科 平成9年11月17日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程電気設備学科 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

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程メディカルエンジニア科 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

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程インターネット科 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

愛知県 名古屋工学院専門学校 文化教養専門課程放送学科 平成12年2月8日 ～ 平成18年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程デジタル技術学科 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
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愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程情報総合学科 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

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程パソコンエキスパート科（昼間部） 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

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程パソコンエキスパート科（夜間部） 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

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成14年2月27日 ～ 平成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

愛知県 名古屋工学院専門学校 文化教養専門課程芸術工学科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程ＩＴスペシャリスト科 平成15年2月19日 ～ 平成29年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程機械ＣＡＤ設計科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程コンピュータアミューズメント科 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

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程コンピュータデザイン科 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

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程情報通信学科 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
名古屋工学院専門学校 工業専門課程電子情報学科 平成18年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程総合制御システム科 平成12年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程ビル管理学科 平成15年2月19日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程メディアネットワーク科 平成15年2月19日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程ゲームサイエンス科 平成16年2月17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

愛知県 名古屋工学院専門学校 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

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程ＣＧデザイン科 平成19年2月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程ゲームプログラミング科 平成19年2月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程サウンドライティング科 平成19年2月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程デジタル家電科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程ロボット科 平成17年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

愛知県 名古屋工学院専門学校 文化教養専門課程放送クリエイティブ科 平成19年2月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
名古屋工学院専門学校 文化教養専門課程　映像クリエイティブ科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程ＣＧクリエイティブ科 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

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程電子情報学科 平成18年4月1日 ～ 平成20年2月26日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程自動車制御科 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

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程Ｗｅｂ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

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程機械工学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程ゲームＣＧ学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程ゲームサイエンス学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日
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愛知県 名古屋工学院専門学校 文化教養専門課程映像クリエイティブ科 平成23年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程情報デザイン科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

愛知県 名古屋工学院専門学校 文化教養専門課程映像音響科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程メカトロ工房制御技術科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程　情報セキュリティ学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程高度情報学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

愛知県 名古屋工業専門学校 工業専門課程機械・自動車工学科 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
名古屋デジタル工科専門学校 工業専門課程機械・自動車工学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

愛知県 名古屋工業専門学校 工業専門課程建築・製図学科 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
名古屋デジタル工科専門学校 工業専門課程建築・製図学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

愛知県 名古屋工業専門学校 工業専門課程情報処理ＳＥ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

愛知県 名古屋工業専門学校 工業専門課程生命工学技術科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
名古屋工業専門学校 工業専門課程バイオ工学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

愛知県 名古屋工業専門学校 工業専門課程マルチメディア学科 平成9年11月17日 ～ 平成18年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

愛知県 名古屋工業専門学校 工業専門課程バイオ工学科 平成12年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
名古屋デジタル工科専門学校 工業専門課程バイオ工学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

愛知県 名古屋工業専門学校 工業専門課程ＣＧ・ゲーム学科 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
名古屋デジタル工科専門学校 工業専門課程ＣＧ・ゲーム学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

愛知県 名古屋こども専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

愛知県 名古屋こども専門学校 教育・社会福祉専門課程こども総合学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

愛知県 名古屋コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程エコ・コミュニケーション科
（昼）

平成16年2月17日 ～ 平成26年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
名古屋コミュニケーションアート専門学校

文化・教養専門課程エコ・コミュニケーション
科（昼間Ⅰ部）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

愛知県 名古屋コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程エコ・コミュニケーション科
（夜）

平成16年2月17日 ～ 平成26年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
名古屋コミュニケーションアート専門学校

文化・教養専門課程エコ・コミュニケーション
科（昼間Ⅱ部）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

愛知県 名古屋コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程商業音楽科（昼） 平成16年2月17日 ～ 平成26年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

愛知県 名古屋コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程商業音楽科（夜） 平成16年2月17日 ～ 平成26年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

愛知県 名古屋コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程パフォーミングアーツ科（昼） 平成16年2月17日 ～ 平成26年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

愛知県 名古屋コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程パフォーミングアーツ科（夜） 平成16年2月17日 ～ 平成26年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

愛知県 名古屋コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程総合デザイン科（昼間部） 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
名古屋コミュニケーションアート専門学校

文化・教養専門課程総合デザイン科（昼間
Ⅰ部）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

愛知県 名古屋コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程総合デザイン科（夜間部） 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
名古屋コミュニケーションアート専門学校

文化・教養専門課程総合デザイン科（昼間
Ⅱ部）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

愛知県 名古屋コミュニケーションアート専門学校 衛生専門課程カフェ総合科（昼間部） 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
名古屋コミュニケーションアート専門学校 衛生専門課程カフェ総合科（昼間Ⅰ部） 平成26年4月1日 平成27年2月19日

愛知県 名古屋コミュニケーションアート専門学校 衛生専門課程製菓・製パン科（昼間部） 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
名古屋コミュニケーションアート専門学校 衛生専門課程製菓・製パン科（昼間Ⅰ部） 平成26年4月1日 平成27年2月19日

愛知県 名古屋コミュニケーションアート専門学校 衛生専門課程調理師科（昼間部） 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

愛知県 名古屋コミュニケーションアート専門学校 衛生専門課程カフェ総合科（昼間Ⅰ部） 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

愛知県 名古屋コミュニケーションアート専門学校 衛生専門課程カフェ総合科（昼間Ⅱ部） 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日
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愛知県 名古屋コミュニケーションアート専門学校 衛生専門課程製菓・製パン科（昼間Ⅰ部） 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

愛知県 名古屋コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程エコ・コミュニケーション科（昼
間Ⅱ部）

平成26年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

愛知県 名古屋コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程エコ・コミュニケーション科（昼
間Ⅰ部）

平成26年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

愛知県 名古屋コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程総合デザイン科（昼間Ⅱ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 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

愛知県 名古屋コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程総合デザイン科（昼間Ⅰ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 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

愛知県 名古屋市医師会看護専門学校 医療専門課程第二看護学科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

愛知県 名古屋市医師会看護専門学校 医療専門課程第一看護学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

愛知県 名古屋歯科医療専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

愛知県 名古屋歯科医療専門学校 医療専門課程歯科技工士科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 名古屋歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
名古屋市歯科医師会附属歯科衛生士専
門学校

医療専門課程歯科衛生士科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛知県
名古屋市歯科医師会附属歯科衛生士専門
学校

医療専門課程歯科衛生士科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

愛知県 名古屋社会福祉・服飾専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成8年12月4日 ～ 平成14年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
名古屋福祉・服飾専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 名古屋社会福祉・服飾専門学校 服飾・家政専門課程本科 平成8年12月4日 ～ 平成14年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
名古屋福祉・服飾専門学校 服飾・家政専門課程服飾科（２年） 平成14年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 名古屋商科大学付属情報文化専門学校 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

愛知県 名古屋商科大学付属情報文化専門学校 商業実務専門課程国際観光科 平成8年12月4日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

愛知県 名古屋情報経理専門学校 商業実務専門課程情報管理科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
名古屋情報経理専門学校 商業実務専門課程パソコンビジネス学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 名古屋情報経理専門学校 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

愛知県 名古屋情報経理専門学校 商業実務専門課程情報経理科 平成10年12月21日 ～ 平成19年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成19年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 名古屋情報経理専門学校 商業実務専門課程パソコンビジネス学科 平成14年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
名古屋医療情報専門学校 商業実務専門課程パソコンビジネス学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 名古屋情報経理専門学校 商業実務専門課程パソコン実務学科 平成16年2月17日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
名古屋情報経理専門学校 商業実務専門課程パソコン医療実務学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

愛知県 名古屋情報経理専門学校 商業実務専門課程パソコン医療実務学科 平成18年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
名古屋医療情報専門学校 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

愛知県 名古屋情報産業専門学校 工業専門課程情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

愛知県 名古屋情報産業専門学校 工業専門課程電子機械学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
名古屋情報産業専門学校 工業専門課程電子情報学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

愛知県 名古屋情報産業専門学校 商業実務専門課程経営情報学科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

愛知県 名古屋情報産業専門学校 工業専門課程マルチメディア学科 平成10年12月21日 ～ 平成19年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

愛知県 名古屋情報産業専門学校 工業専門課程環境情報学科 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

愛知県 名古屋情報産業専門学校 工業専門課程電子情報学科 平成11年4月1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

愛知県 名古屋情報専門学校 商業実務専門課程情報管理科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日
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愛知県 名古屋情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程コンピュータタイプ科 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

愛知県 名古屋情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程コンピュータ秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

愛知県 名古屋情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
名古屋デジタル・アート専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報処理科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

愛知県 名古屋情報ビジネス専門学校 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12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
名古屋デジタル・アート専門学校 文化教養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

愛知県 名古屋情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成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
名古屋デジタル・アート専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

愛知県 名古屋情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療福祉ビジネス科 平成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
名古屋デジタル・アート専門学校 商業実務専門課程医療福祉ビジネス科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

愛知県 名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程マルチメディア制作学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 名古屋情報メディア専門学校 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14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程ゲーム・ＣＧ学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程ＩＴ（情報技術）学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

愛知県 名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程ＩＴスペシャリスト学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

愛知県 名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程ゲーム・ＣＧ学科 平成14年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程ＣＧ・Web学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

愛知県 名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程情報システム科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程ＩＴ（情報技術）学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程情報システム研究科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程総合情報（大学併修）学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程情報システム専門科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程ＩＴスペシャリスト学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程総合情報（大学併修）学科 平成14年4月1日 ～ 平成17年12月8日 平成15年2月19日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

愛知県 名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程マルチメディア制作学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程メディアデザイン学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程メディアデザイン学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

愛知県 名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程ＣＧ・Web学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

愛知県 名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程ゲーム学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

愛知県 名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程医療情報学科 平成22年11月29日 ～ 平成30年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

愛知県 名古屋市立栄養専門学院 衛生専門課程栄養科 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

愛知県 名古屋市立中央看護専門学校 専門課程第一看護学科 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
名古屋市立中央看護専門学校 専門課程看護第二学科（昼間部） 平成10年4月1日 平成10年12月21日

愛知県 名古屋市立中央看護専門学校 専門課程第二看護学科 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
名古屋市立中央看護専門学校 専門課程看護第三学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

愛知県 名古屋市立中央看護専門学校 専門課程看護第三学科 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

愛知県 名古屋市立中央看護専門学校 専門課程看護第一学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

愛知県 名古屋市立中央看護専門学校 専門課程看護第二学科（昼間部） 平成10年4月1日 ～ 平成10年12月21日

愛知県 名古屋スイーツアンドカフェ専門学校 衛生専門課程スイーツパティシエ科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

愛知県
名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専
門学校

文化・教養専門課程音楽テクノロジー科（昼間Ⅰ
部）

平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日
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愛知県
名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専
門学校

文化・教養専門課程商業音楽科（昼間Ⅰ部） 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

愛知県
名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専
門学校

文化・教養専門課程商業音楽科（昼間Ⅱ部） 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

愛知県
名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専
門学校

文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科（昼間
Ⅰ部）

平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

愛知県
名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専
門学校

文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科（昼間
Ⅱ部）

平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

愛知県
名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専
門学校

文化・教養専門課程プロミュージシャン科（昼間Ⅰ
部）

平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

愛知県
名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専
門学校

文化・教養専門課程プロミュージシャン科（昼間Ⅱ
部）

平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

愛知県 名古屋スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程音楽テクノロジー科 平成27年2月19日 ～ 平成28年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
名古屋スクールオブミュージック＆ダンス
専門学校

文化・教養専門課程音楽テクノロジー科（昼
間Ⅰ部）

平成28年4月1日 平成29年2月28日

愛知県 名古屋スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程商業音楽科（昼間Ⅰ部） 平成27年2月19日 ～ 平成28年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
名古屋スクールオブミュージック＆ダンス
専門学校

文化・教養専門課程商業音楽科（昼間Ⅰ
部）

平成28年4月1日 平成29年2月28日

愛知県 名古屋スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程商業音楽科（昼間Ⅱ部） 平成27年2月19日 ～ 平成28年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
名古屋スクールオブミュージック＆ダンス
専門学校

文化・教養専門課程商業音楽科（昼間Ⅱ
部）

平成28年4月1日 平成29年2月28日

愛知県 名古屋スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科（昼間
Ⅰ部）

平成27年2月19日 ～ 平成28年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
名古屋スクールオブミュージック＆ダンス
専門学校

文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科
（昼間Ⅰ部）

平成28年4月1日 平成29年2月28日

愛知県 名古屋スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科（昼間
Ⅱ部）

平成27年2月19日 ～ 平成28年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
名古屋スクールオブミュージック＆ダンス
専門学校

文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科
（昼間Ⅱ部）

平成28年4月1日 平成29年2月28日

愛知県 名古屋スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程プロミュージシャン科（昼間Ⅰ
部）

平成27年2月19日 ～ 平成28年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
名古屋スクールオブミュージック＆ダンス
専門学校

文化・教養専門課程プロミュージシャン科
（昼間Ⅰ部）

平成28年4月1日 平成29年2月28日

愛知県 名古屋スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程プロミュージシャン科（昼間Ⅱ
部）

平成27年2月19日 ～ 平成28年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
名古屋スクールオブミュージック＆ダンス
専門学校

文化・教養専門課程プロミュージシャン科
（昼間Ⅱ部）

平成28年4月1日 平成29年2月28日

愛知県 名古屋製菓専門学校 衛生専門課程洋菓子科 平成12年2月8日 ～ 平成31年4月1日 平成12年2月8日
名称変

更
名古屋製菓専門学校 衛生専門課程　洋菓子技術マスター科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

愛知県 名古屋製菓専門学校 衛生専門課程　洋菓子技術マスター科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

愛知県 名古屋造形デザイン専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計科 平成12年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

愛知県 名古屋造形デザイン専門学校 商業実務専門課程広告デザイン科 平成12年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

愛知県 名古屋造形デザイン専門学校 文化教養専門課程イラストレーション科 平成12年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

愛知県 名古屋造形デザイン専門学校 文化教養専門課程グラフィックデザイン科昼間部 平成12年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

愛知県 名古屋造形デザイン専門学校 文化教養専門課程コンピュータグラフィックス科 平成12年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

愛知県 名古屋造形デザイン専門学校 文化教養専門課程デザイン・ビジネス科昼間部 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

愛知県 名古屋造形ビジネス専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
名古屋造形デザイン専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

愛知県 名古屋造形ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営管理学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

愛知県 名古屋造形ビジネス専門学校 商業実務専門課程マスコミ広報科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
名古屋造形デザイン専門学校 商業実務専門課程広告デザイン科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

愛知県 名古屋造形ビジネス専門学校 文化教養専門課程イラストレーション科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
名古屋造形デザイン専門学校 文化教養専門課程イラストレーション科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

愛知県 名古屋造形ビジネス専門学校 文化教養専門課程グラフィックデザイン科昼間部 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
名古屋造形デザイン専門学校

文化教養専門課程グラフィックデザイン科
昼間部

平成12年4月1日 平成13年3月8日

愛知県 名古屋造形ビジネス専門学校 文化教養専門課程コンピュータグラフィックス科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
名古屋造形デザイン専門学校

文化教養専門課程コンピュータグラフィック
ス科

平成12年4月1日 平成13年3月8日

愛知県 名古屋造形ビジネス専門学校 文化教養専門課程デザイン・ビジネス科昼間部 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
名古屋造形デザイン専門学校

文化教養専門課程デザイン・ビジネス科昼
間部

平成12年4月1日 平成13年3月8日
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愛知県 名古屋総合デザイン専門学校 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30年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

愛知県 名古屋総合デザイン専門学校 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30年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

愛知県 名古屋総合デザイン専門学校
文化・教養専門課程デジタルコンテンツデザイン
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

愛知県 名古屋総合ビジネス専門学校 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

愛知県 名古屋総合ビジネス専門学校 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

愛知県 名古屋総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際情報科 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
名古屋総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際ビジネス科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 名古屋総合ビジネス専門学校
商業実務専門課程コンピュータインフォメーション
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
名古屋総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程コンピュータビジネス科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 名古屋総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程流通マネジメント科 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

愛知県 名古屋総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際ビジネス科 平成7年4月1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

愛知県 名古屋総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程コンピュータビジネス科 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

愛知県 名古屋綜合美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

愛知県 名古屋田中千代服飾専門学校 家政専門課程服飾科 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

愛知県 名古屋調理師専門学校 衛生専門課程調理師本科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 名古屋辻󠄀学園調理専門学校 衛生専門課程　上級調理師科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

愛知県 名古屋デザイン＆テクノロジー専門学校 文化・教養専門課程ゲームクリエーター科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

愛知県 名古屋デザイン＆テクノロジー専門学校 文化・教養専門課程総合デザイン科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

愛知県 名古屋デザイン＆テクノロジー専門学校 文化・教養専門課程総合マンガ科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

愛知県 名古屋デザイン＆テクノロジー専門学校 文化・教養専門課程デジタルメディア科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

愛知県 名古屋デザイン専門学校 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 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

愛知県 名古屋デザイン専門学校 文化教養専門課程産業デザイン学科 平成7年11月30日 ～ 平成17年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
あいち造形デザイン専門学校 文化教養専門課程産業デザイン学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

愛知県 名古屋デザイン専門学校 文化・教養専門課程スペースデザイン科 平成9年11月17日 ～ 平成17年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

愛知県 名古屋デザイン専門学校 文化教養専門課程ファインアート科 平成12年2月8日 ～ 平成17年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
あいち造形デザイン専門学校 文化教養専門課程ファインアート科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

愛知県 名古屋デジタル・アート専門学校 商業実務専門課程医療福祉ビジネス科 平成12年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

愛知県 名古屋デジタル・アート専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 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

愛知県 名古屋デジタル・アート専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報処理科 平成12年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

愛知県 名古屋デジタル・アート専門学校 文化教養専門課程インテリアコーディネーター科 平成13年3月1日 ～ 平成23年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

愛知県 名古屋デジタル・アート専門学校 文化教養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31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 名古屋デジタル・アート専門学校 商業実務専門課程ベンチャービジネス科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日
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愛知県 名古屋デジタル・アート専門学校 商業実務専門課程インターネットビジネス科 平成17年3月3日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

愛知県 名古屋デジタル・アート専門学校 商業実務専門課程フラワービジネス科 平成19年2月1日 ～ 平成28年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

愛知県 名古屋デジタル・アート専門学校 商業実務専門課程医療事務・秘書科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

愛知県 名古屋デジタル工科専門学校 工業専門課程ＣＧ・ゲーム学科 平成21年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

愛知県 名古屋デジタル工科専門学校 工業専門課程機械・自動車工学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

愛知県 名古屋デジタル工科専門学校 工業専門課程建築・製図学科 平成21年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

愛知県 名古屋デジタル工科専門学校 工業専門課程バイオ工学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

愛知県 名古屋デジタル工科専門学校 工業専門課程建築デザイン学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

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

更
名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程情報システム科 平成13年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 名古屋電子計算機専門学校 工業専門課程情報システム研究科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程情報システム研究科 平成13年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 名古屋電子計算機専門学校 工業専門課程情報システム専門科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程情報システム専門科 平成13年4月1日 平成15年2月19日

愛知県 名古屋電子計算機専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

愛知県 名古屋動物専門学校 動物管理専門課程動物管理学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

愛知県 名古屋ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
あいちビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

愛知県 名古屋ビジネス専門学校 商業実務専門課程英米学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

愛知県 名古屋ビジネス専門学校 商業実務専門課程外語科 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

愛知県 名古屋ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報会計科 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

愛知県 名古屋ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報社会学科 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

愛知県 名古屋ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
あいちビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

愛知県 名古屋ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報秘書科 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

愛知県 名古屋ビジネス専門学校 商業実務専門課程トラベル観光科 平成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
名古屋ビジネス専門学校 商業実務専門課程観光ビジネス科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 名古屋ビジネス専門学校 商業実務専門課程流通広報科 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
名古屋ビジネス専門学校 商業実務専門課程流通ビジネス科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

愛知県 名古屋ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療情報管理科 平成14年2月27日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
あいちビジネス専門学校 商業実務専門課程医療情報管理科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

愛知県 名古屋ビジネス専門学校 商業実務専門課程薬業ビジネス科 平成14年2月27日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
あいちビジネス専門学校 商業実務専門課程薬業ビジネス科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

愛知県 名古屋ビジネス専門学校 商業実務専門課程流通ビジネス科 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
あいちビジネス専門学校 商業実務専門課程流通ビジネス科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

愛知県 名古屋ビジネス専門学校 商業実務専門課程観光ビジネス科 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
あいちビジネス専門学校 商業実務専門課程観光ビジネス科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

愛知県 名古屋ビューティーアート専門学校 衛生専門課程トータルビューティー科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

愛知県 名古屋ビューティーアート専門学校 衛生専門課程美容科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日
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愛知県 名古屋ビューティーアート専門学校 衛生専門課程ブライダルプロデュース科 平成21年2月27日 ～ 平成26年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成26年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 名古屋ビューティーアート専門学校 衛生専門課程ヘアメイク科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

愛知県 名古屋美容専門学校 衛生専門課程美容学科（昼間部） 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

愛知県 名古屋美容専門学校 衛生専門課程美容学科（夜間部） 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

愛知県 名古屋ファッション・ビューティー専門学校 服飾・家政専門課程　ファッションテクニカル科 平成25年4月1日 ～ 平成30年2月28日

愛知県 名古屋ファッション・ビューティー専門学校 服飾・家政専門課程　ファッションビジネス科 平成25年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成30年2月28日
名称変

更
名古屋ファッション・ビューティー専門学
校

服飾・家政専門課程　ビューティービジネス
科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

愛知県 名古屋ファッション・ビューティー専門学校 服飾・家政専門課程　ビューティービジネス科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

愛知県 名古屋ファッション専門学校 家政専門課程ファッションデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
名古屋ファッション専門学校 服飾・家政専門課程ファッションデザイン科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

愛知県 名古屋ファッション専門学校 服飾・家政専門課程ファッションデザイン科 平成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

愛知県 名古屋ファッション専門学校 服飾・家政専門課程ファッションマスター科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

愛知県 名古屋ファッション専門学校 服飾・家政専門課程ファッション造形科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

愛知県 名古屋ファッション専門学校 服飾・家政専門課程ファッション流通科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

愛知県 名古屋福祉・服飾専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成14年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
名古屋福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 名古屋福祉・服飾専門学校 服飾・家政専門課程服飾科（２年） 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

愛知県 名古屋福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
名古屋文化学園医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

愛知県 名古屋福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程言語療法科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
名古屋文化学園医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程言語療法科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

愛知県 名古屋福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科 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
名古屋文化学園医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

愛知県 名古屋福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

愛知県 名古屋福祉専門学校
教育・社会福祉専門課程介護福祉学科Ⅱ部（夜
間課程）

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

愛知県 名古屋福祉保育柔整専門学校 教育・社会福祉専門課程医療福祉学科Ⅰ 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

愛知県 名古屋福祉保育柔整専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成15年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
公務員・保育・介護・ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛知県 名古屋福祉保育柔整専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科I 平成15年4月1日 ～ 平成17年12月8日 平成16年2月17日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

愛知県 名古屋福祉保育柔整専門学校 教育・社会福祉専門課程精神保健福祉学科Ⅱ 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

愛知県 名古屋福祉保育柔整専門学校 教育・社会福祉専門課程保育幼児教育学科Ⅱ 平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
名古屋福祉保育柔整専門学校 教育・社会福祉専門課程こども学科Ⅱ 平成19年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 名古屋福祉保育柔整専門学校 医療専門課程柔道整復学科Ⅰ 平成19年2月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
公務員・保育・介護・ビジネス専門学校 医療専門課程　柔道整復学科Ⅰ 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛知県 名古屋福祉保育柔整専門学校 医療専門課程柔道整復学科Ⅱ 平成19年2月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

愛知県 名古屋福祉保育柔整専門学校 教育・社会福祉専門課程こども学科Ⅱ 平成19年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

愛知県 名古屋福祉法経専門学校 工業専門課程情報システム学科Ⅰ 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
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愛知県 名古屋福祉法経専門学校 工業専門課程情報システム学科Ⅱ 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

愛知県 名古屋福祉法経専門学校 工業専門課程情報処理Ａ学科Ⅰ 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

愛知県 名古屋福祉法経専門学校 工業専門課程情報処理Ａ学科Ⅱ 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

愛知県 名古屋福祉法経専門学校 文化・教養専門課程外語ビジネス情報Ａ学科Ⅰ 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

愛知県 名古屋福祉法経専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉教育学科Ⅱ 平成8年12月4日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

愛知県 名古屋福祉法経専門学校 文化・教養専門課程外語ビジネス情報Ｂ学科Ⅱ 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

愛知県 名古屋福祉法経専門学校 教育・社会福祉専門課程医療福祉学科Ⅰ 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
名古屋福祉保育柔整専門学校 教育・社会福祉専門課程医療福祉学科Ⅰ 平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 名古屋福祉法経専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科Ⅰ 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
名古屋福祉保育柔整専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科Ⅰ 平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 名古屋福祉法経専門学校 文化・教養専門課程法経情報学科Ⅰ 平成9年11月17日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

愛知県 名古屋福祉法経専門学校 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15年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
名古屋福祉保育柔整専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 名古屋福祉法経専門学校 教育・社会福祉専門課程健康福祉学科Ⅰ 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

愛知県 名古屋福祉法経専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科Ⅱ 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

愛知県 名古屋福祉法経専門学校 教育・社会福祉専門課程在宅福祉学科Ⅰ 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

愛知県 名古屋福祉法経専門学校 教育・社会福祉専門課程精神保健福祉学科Ⅱ 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
名古屋福祉保育柔整専門学校

教育・社会福祉専門課程精神保健福祉学
科Ⅱ

平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 名古屋服飾専門学校 家政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

愛知県 名古屋服飾専門学校 家政専門課程ファッションテクニカル科 平成7年1月23日 ～ 平成15年10月31日 平成7年1月23日
名称変

更
名古屋服飾専門学校

服飾・家政専門課程　ファッションテクニカ
ル科

平成15年10月31日 平成30年2月28日

愛知県 名古屋服飾専門学校 家政専門課程ファッションビジネス科 平成8年12月4日 ～ 平成15年10月31日 平成8年12月4日
名称変

更
名古屋服飾専門学校

服飾・家政専門課程　ファッションビジネス
科

平成15年10月31日 平成30年2月28日

愛知県 名古屋服飾専門学校 服飾・家政専門課程　ファッションテクニカル科 平成15年11月1日 ～ 平成25年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
名古屋ファッション・ビューティー専門学
校

服飾・家政専門課程　ファッションテクニカ
ル科

平成25年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 名古屋服飾専門学校 服飾・家政専門課程　ファッションビジネス科 平成15年11月1日 ～ 平成25年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
名古屋ファッション・ビューティー専門学
校

服飾・家政専門課程　ファッションビジネス
科

平成25年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 名古屋ブライダルビューティー専門学校 衛生専門課程　ブライダルビューティー科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

愛知県 名古屋ブライダルビューティー専門学校 衛生専門課程トータルビューティー科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

愛知県 名古屋文化学園医療福祉専門学校 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

愛知県 名古屋文化学園医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程言語療法科 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

愛知県 名古屋文化学園医療福祉専門学校 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

愛知県 名古屋文化学園医療福祉専門学校 医療専門課程言語聴覚科 平成13年3月1日 ～ 平成22年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

愛知県 名古屋文化学園保育専門学校 教育専門課程保育科第１部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 名古屋文化学園保育専門学校
教育専門課程保育科第２部（幼稚園教員保母コー
ス）

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
名古屋文化学園保育専門学校

教育専門課程保育科第２部（幼稚園教員保
育士コース）

平成11年4月1日 平成12年2月8日

愛知県 名古屋文化学園保育専門学校
教育専門課程保育科第２部（幼稚園教員保育士
コース）

平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

43 / 49 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

愛知県 名古屋文理栄養士専門学校 専門課程栄養士科 平成17年4月1日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 名古屋文理短期大学栄養士養成所 専門課程栄養士科 平成7年11月30日 ～ 平成17年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
名古屋文理栄養士専門学校 専門課程栄養士科 平成17年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 名古屋平成看護医療専門学校 医療専門課程　看護学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

愛知県 名古屋平成看護医療専門学校 医療専門課程　柔道整復学科（昼間部） 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

愛知県 名古屋平成看護医療専門学校 医療専門課程　柔道整復学科（夜間部） 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

愛知県 名古屋平成看護医療専門学校 医療専門課程　はり・きゅう学科（昼間部） 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

愛知県 名古屋平成看護医療専門学校 医療専門課程　はり・きゅう学科（夜間部） 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

愛知県 名古屋平成看護医療専門学校 文化教養専門課程　トレーナー学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

愛知県 名古屋平成看護医療専門学校
文化教養専門課程　プロフェッショナルトレーナー
学科

平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

愛知県 名古屋保育・福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 平成11年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
名古屋芸術大学保育・福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛知県 名古屋保育・福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科第二部 平成11年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
名古屋芸術大学保育・福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科第二部 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛知県 名古屋保育･福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成13年3月1日 ～ 平成23年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
名古屋芸術大学保育・福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛知県 名古屋保育専門学校 教育専門課程保育科第一部 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
名古屋保育・福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

愛知県 名古屋保育専門学校
教育専門課程保育科第二部(幼稚園教員保母専
攻コース)

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
名古屋保育・福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科第二部 平成11年4月1日 平成12年2月8日

愛知県 名古屋法経情報専門学校金山校 商業実務専門課程ＯＡ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

愛知県 名古屋法経情報専門学校金山校 商業実務専門課程経営科 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

愛知県 名古屋法経情報専門学校金山校 商業実務専門課程経営法学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

愛知県 名古屋法経情報専門学校金山校 商業実務専門課程経理科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

愛知県 名古屋法経情報専門学校金山校 商業実務専門課程ビジネスコンピュータ科 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

愛知県 名古屋法経情報専門学校金山校 商業実務専門課程ヒューマンビジネス科 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
名古屋法律経済専門学校 商業実務専門課程福祉ビジネス科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

愛知県 名古屋法経情報専門学校金山校 商業実務専門課程福祉ビジネス学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

愛知県 名古屋法経情報専門学校堀田校 商業実務専門課程ＯＡ秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 名古屋法経情報専門学校堀田校 商業実務専門課程経営科 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

愛知県 名古屋法経情報専門学校堀田校 商業実務専門課程経営情報科 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

愛知県 名古屋法経情報専門学校堀田校 商業実務専門課程経営法学科 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

愛知県 名古屋法経情報専門学校堀田校 商業実務専門課程経理科 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

愛知県 名古屋法経情報専門学校堀田校 商業実務専門課程商学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

愛知県 名古屋法経情報専門学校堀田校 商業実務専門課程ビジネスコンピュータ科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日
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愛知県 名古屋法経情報専門学校堀田校 商業実務専門課程法学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

愛知県 名古屋法経情報専門学校堀田校 商業実務専門課程商経科 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

愛知県 名古屋法律経済専門学校 商業実務専門課程商学科 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

愛知県 名古屋法律経済専門学校 商業実務専門課程商経科（昼間部） 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

愛知県 名古屋法律経済専門学校 商業実務専門課程福祉ビジネス科 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

愛知県 名古屋法律経済専門学校 商業実務専門課程法学科 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

愛知県 名古屋法律経済専門学校 商業実務専門課程公務員科 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
ＥＬＩＣビジネス＆公務員専門学校 商業実務専門課程公務員科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

愛知県 名古屋法律経済専門学校 商業実務専門課程ＩＴビジネス科 平成16年2月17日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
ＥＬＩＣビジネス＆公務員専門学校 商業実務専門課程ＩＴビジネス科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

愛知県 名古屋法律経済専門学校 商業実務専門課程法経学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

愛知県 名古屋法律経済専門学校 商業実務専門課程医療福祉情報科 平成17年3月3日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

愛知県 名古屋法律経済専門学校 商業実務専門課程情報処理科 平成21年2月27日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
ＥＬＩＣビジネス＆公務員専門学校 商業実務専門課程情報処理科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

愛知県 名古屋モード学園 家政専門課程インテリア学科 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
名古屋モード学園 服飾・家政専門課程インテリア学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 名古屋モード学園 家政専門課程スタイリスト学科 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
名古屋モード学園 服飾・家政専門課程スタイリスト学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 名古屋モード学園 家政専門課程ファッションテクノ学科昼間部 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
名古屋モード学園

服飾・家政専門課程ファッションテクノ学科
昼間部

平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 名古屋モード学園 家政専門課程ファッションデザイン学科昼間部 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
名古屋モード学園

服飾・家政専門課程ファッションデザイン学
科昼間部

平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 名古屋モード学園 家政専門課程ファッションビジネス学科昼間部 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
名古屋モード学園

服飾・家政専門課程ファッションビジネス学
科昼間部

平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 名古屋モード学園 家政専門課程メイク学科 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
名古屋モード学園 服飾・家政専門課程メイク学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 名古屋モード学園
家政専門課程モード基礎学科（修業年限２年の課
程に限る。）

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
名古屋モード学園

服飾・家政専門課程モード基礎学科（修業
年限２年の課程に限る。）

平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛知県 名古屋モード学園 服飾・家政専門課程インテリア学科 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
名古屋モード学園

服飾・家政専門課程ファッションインテリア
学科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛知県 名古屋モード学園 服飾・家政専門課程スタイリスト学科 平成7年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
名古屋モード学園 ファッション専門課程スタイリスト学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 名古屋モード学園 服飾・家政専門課程ファッションテクノ学科昼間部 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
名古屋モード学園

服飾・家政専門課程ファッション技術学科昼
間部

平成13年4月1日 平成14年2月27日

愛知県 名古屋モード学園
服飾・家政専門課程ファッションデザイン学科昼間
部

平成7年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
名古屋モード学園

ファッション専門課程ファッションデザイン学
科(昼間部・２年制）

平成19年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 名古屋モード学園
服飾・家政専門課程ファッションビジネス学科昼間
部

平成7年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
名古屋モード学園

ファッション専門課程ファッションビジネス学
科(昼間部）

平成19年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 名古屋モード学園 服飾・家政専門課程メイク学科 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
名古屋モード学園 服飾・家政専門課程メイク・ヘアー学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

愛知県 名古屋モード学園
服飾・家政専門課程モード基礎学科（修業年限２
年の課程に限る。）

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

愛知県 名古屋モード学園 服飾・家政専門課程ファッション技術学科昼間部 平成13年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

愛知県 名古屋モード学園 服飾・家政専門課程メイク・ヘアー学科 平成13年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
名古屋モード学園 ファッション専門課程メイク・ヘア学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 名古屋モード学園 服飾・家政専門課程ファッションインテリア学科 平成15年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
名古屋モード学園 服飾・家政専門課程インテリア学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日
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愛知県 名古屋モード学園 服飾・家政専門課程インテリア学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
名古屋モード学園 ファッション専門課程インテリア学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

愛知県 名古屋モード学園 ファッション専門課程インテリア学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

愛知県 名古屋モード学園 ファッション専門課程スタイリスト学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

愛知県 名古屋モード学園
ファッション専門課程ファッション技術学科（３年
制）

平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

愛知県 名古屋モード学園
ファッション専門課程ファッションデザイン学科（３
年制）

平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

愛知県 名古屋モード学園
ファッション専門課程ファッションデザイン学科(昼
間部・２年制）

平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

愛知県 名古屋モード学園
ファッション専門課程ファッションビジネス学科(昼
間部）

平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

愛知県 名古屋モード学園 ファッション専門課程メイク・ヘア学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
名古屋モード学園 ファッション専門課程メイク学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 名古屋モード学園 美容専門課程美容学科（昼間部） 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 名古屋モード学園 美容専門課程ヘア・メイクアーティスト学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 名古屋モード学園 ファッション専門課程メイク学科 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
名古屋モード学園 ファッション専門課程メイク・ネイル学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

愛知県 名古屋モード学園 美容専門課程美容学科（夜間部） 平成23年12月22日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

愛知県 名古屋モード学園 ファッション専門課程グラフィック学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

愛知県 名古屋モード学園 ファッション専門課程メイク・ネイル学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

愛知県 名古屋ユマニテク歯科医療専門学校 医療専門課程歯科衛生学科 平成19年2月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
ユマニテク歯科製菓専門学校 医療専門課程歯科衛生学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 名古屋ユマニテク歯科衛生専門学校 医療専門課程　歯科衛生学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

愛知県 名古屋ユマニテク歯科製菓専門学校 医療専門課程　歯科衛生学科 平成23年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成23年12月22日
名称変

更
名古屋ユマニテク歯科衛生専門学校 医療専門課程　歯科衛生学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

愛知県 名古屋ユマニテク歯科製菓専門学校 衛生専門課程製菓製パン本科 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

愛知県 名古屋ユマニテク調理製菓専門学校 衛生専門課程　製菓製パン本科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

愛知県 名古屋リゾートアンドスポーツ専門学校 文化・教養専門課程スポーツ科 平成10年12月21日 ～ 平成29年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
名古屋リゾートアンドスポーツ専門学校 文化・教養専門課程　健康スポーツ科 平成29年4月1日 平成31年1月25日

愛知県 名古屋リゾートアンドスポーツ専門学校 文化・教養専門課程リゾートスポーツ科 平成10年12月21日 ～ 平成27年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

愛知県 名古屋リゾートアンドスポーツ専門学校 文化・教養専門課程アスレティックトレーナー科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

愛知県 名古屋リゾートアンドスポーツ専門学校 文化・教養専門課程スポーツトレーナー科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

愛知県 名古屋リゾートアンドスポーツ専門学校 文化・教養専門課程スポーツ保育科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

愛知県 名古屋リゾートアンドスポーツ専門学校 文化・教養専門課程　健康スポーツ科 平成29年4月1日 ～ 平成31年1月25日

愛知県 名古屋理容美容専門学校 衛生専門課程美容学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

愛知県 名古屋理容美容専門学校 衛生専門課程理容学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

愛知県 西尾高等家政専門学校 家政専門課程専門科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日
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愛知県 西尾市立看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

愛知県 ニチエイ調理専門学校 衛生専門課程食品技術管理専門士科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 日産愛知自動車工業専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日産愛知整備専門学校 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

愛知県 日産愛知整備専門学校 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
専門学校日産愛知自動車大学校 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

愛知県 日本医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉技術学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 不適合 平成12年3月31日 平成13年3月8日

愛知県 日本医療福祉専門学校 医療専門課程作業療法学科 平成13年3月1日 ～ 平成25年3月29日 平成13年3月8日 廃止 平成25年3月29日 平成30年2月28日

愛知県 日本医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程医療福祉情報学科 平成14年2月27日 ～ 平成25年3月29日 平成14年2月27日 廃止 平成25年3月29日 平成30年2月28日

愛知県 日本医療福祉専門学校 医療専門課程救急救命学科（昼間部） 平成17年3月3日 ～ 平成25年3月29日 平成17年3月3日 廃止 平成25年3月29日 平成30年2月28日

愛知県 日本福祉建築専門学校 工業専門課程福祉建築学科 平成10年12月21日 ～ 平成20年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

愛知県 日本福祉大学高浜専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 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

愛知県 日本福祉大学高浜専門学校 医療専門課程作業療法学科 平成10年12月21日 ～ 平成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

愛知県 日本福祉大学中央福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉士科 平成8年4月1日 ～ 平成8年12月4日

愛知県 日本福祉大学中央福祉専門学校 医療専門課程　言語聴覚士科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

愛知県 布池外語専門学校
文化教養専門課程インターナショナルカルチャー
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30日 平成9年11月17日

愛知県 布池外語専門学校
文化教養専門課程インターナショナルビジネス学
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

愛知県 布池外語専門学校 文化教養専門課程オーバーシーズ学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 布池外語専門学校 文化教養専門課程コミュニケーション学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 八事看護専門学校 医療専門課程看護科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

愛知県 半田常滑看護専門学校 医療専門課程第２看護科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月28日 平成17年3月9日

愛知県 半田常滑看護専門学校 医療専門課程第１看護科 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
半田常滑看護専門学校 医療専門課程看護科 平成9年3月27日 平成17年3月9日

愛知県 半田常滑看護専門学校 医療専門課程看護科 平成16年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
半田常滑看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成21年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 半田常滑看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成21年4月1日 ～ 平成30年2月28日

愛知県 東三河看護専門学校 医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 日慧調理専門学校 衛生専門課程食品技術管理専門士科 平成8年12月4日 ～ 平成20年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
ニチエイ調理専門学校 衛生専門課程食品技術管理専門士科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 ビジネス教養専門学校エクセレンス 商業実務専門課程エクセレント秘書科 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

愛知県 ビジネス教養専門学校エクセレンス 商業実務専門課程情報経理科 平成8年12月4日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

愛知県 ビジネス教養専門学校エクセレンス 商業実務専門課程ビジネスリーダー科 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

愛知県 ビジネス教養専門学校エクセレンス 商業実務専門課程フラワービジネス科 平成8年12月4日 ～ 平成24年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
専門学校名古屋ウェディング＆フラワー・
ビューティ学院

商業実務専門課程フラワービジネス科 平成24年4月1日 平成25年1月29日
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愛知県 ビジネス教養専門学校エクセレンス 商業実務専門課程コンピュータビジネス科 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
専門学校名古屋ウェディング＆フラワー・
ビューティ学院

商業実務専門課程コンピュータビジネス科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

愛知県 ビジネス教養専門学校エクセレンス 商業実務専門課程デザインビジネス科 平成12年2月8日 ～ 平成23年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

愛知県 ビジネス教養専門学校エクセレンス 商業実務専門課程ビジネスキャリア科 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

愛知県 ビジネス教養専門学校エクセレンス 商業実務専門課程ブライダルビジネス科 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
専門学校名古屋ウェディング＆フラワー・
ビューティ学院

商業実務専門課程ブライダルビジネス科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

愛知県
ビジネス専門学校名古屋インフォメーション
スクール

商業実務専門課程ビジネス情報科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

愛知県
ビジネス専門学校名古屋インフォメーション
スクール

商業実務専門課程ビジネスマーケティング科 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

愛知県 尾北看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日 平成9年3月29日

愛知県 ファッション専門学校常盤女学院 服飾・家政専門課程ファッション本科 平成15年4月1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30年2月28日

愛知県 藤田コンピュータ専門学校 工業専門課程コンピュータ・グラフィクス本科 平成7年1月23日 ～ 平成9年5月16日 平成7年1月23日 廃止 平成9年5月16日 平成30年2月28日

愛知県 藤田コンピュータ専門学校 工業専門課程プログラミング・ビジネス本科 平成7年1月23日 ～ 平成9年5月16日 平成7年1月23日 廃止 平成9年5月16日 平成30年2月28日

愛知県 藤田コンピュータ専門学校 工業専門課程プログラミング・メディカル本科 平成7年1月23日 ～ 平成9年5月16日 平成7年1月23日 廃止 平成9年5月16日 平成30年2月28日

愛知県 藤田コンピュータ専門学校 工業専門課程医療情報システム科 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

愛知県 藤田保健衛生大学看護専門学校 医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成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

愛知県 藤田保健衛生大学看護専門学校 医療専門課程看護科（３年課程全日制） 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

愛知県
藤田保健衛生大学リハビリテーション専門
学校

医療専門課程作業療法科 平成7年1月23日 ～ 平成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

愛知県
藤田保健衛生大学リハビリテーション専門
学校

医療専門課程理学療法科 平成7年1月23日 ～ 平成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

愛知県 ブライド専門学校 家政専門課程洋裁科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月26日 平成7年1月23日 廃止 平成20年3月26日 平成30年2月28日

愛知県 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 教育・社会福祉専門課程保育幼児教育学科Ⅱ 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

愛知県 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 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

愛知県 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校
商業実務専門課程国際ビジネス情報学科Ⅰ（4年
制）

平成27年2月19日 ～ 平成29年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校
商業実務専門課程国際ビジネス情報学科Ⅱ（4年
制）

平成27年2月19日 ～ 平成29年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 商業実務専門課程国際ビジネス情報学科Ⅰ 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

愛知県 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校
商業実務専門課程国際ビジネス情報学科Ⅱ（２年
制）

平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

愛知県 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 商業実務専門課程国際教養学科Ⅰ 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

愛知県 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 商業実務専門課程国際教養学科Ⅱ 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

愛知県 穂の香看護専門学校 医療専門課程（看護師３年課程）　看護学科 平成28年4月1日 ～ 平成30年2月28日

愛知県 穂の香看護専門学校 医療専門課程（３年課程）看護学科 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
穂の香看護専門学校

医療専門課程（看護師３年課程）　看護学
科

平成28年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 まつかげ看護専門学校 医療専門課程看護学科（３年制） 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

48 / 49 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

愛知県 まつかげ看護専門学校 専門課程看護学科（２年課程） 平成17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

愛知県 三河歯科衛生専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成10年12月21日 ～ 平成24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25年1月29日

愛知県 三河歯科衛生専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

愛知県 ミス・パリエステティック専門学校名古屋校
衛生（エステティック）専門課程　トータルビュー
ティ学科

平成22年4月1日 ～ 平成23年12月22日

愛知県 ミスパリエステティック専門学校名古屋校 衛生（エステティック）専門課程エステティック学科 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
ミスパリエステティック専門学校名古屋校

衛生（エステティック）専門課程トータル
ビューティ学科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 ミスパリエステティック専門学校名古屋校
衛生（エステティック）専門課程トータルビューティ
学科

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

更
ミス・パリエステティック専門学校名古屋
校

衛生（エステティック）専門課程　トータル
ビューティ学科

平成22年4月1日 平成23年12月22日

愛知県 三菱自動車整備専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月26日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月26日 平成30年2月28日

愛知県 三菱自動車整備専門学校 工業専門課程自動車車体整備科 平成9年11月17日 ～ 平成17年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

愛知県 名鉄看護専門学校 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

愛知県 名鉄自動車専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 山本学園情報文化専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛知県 ユマニテク歯科製菓専門学校 医療専門課程歯科衛生学科 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
名古屋ユマニテク歯科製菓専門学校 医療専門課程　歯科衛生学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛知県 米田柔整専門学校 医療専門課程柔道整復科第１部 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

愛知県 米田柔整専門学校 医療専門課程柔道整復科第２部 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

愛知県 労働福祉事業団中部労災看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
独立行政法人労働者健康福祉機構中部
労災看護専門学校

医療専門課程　看護学科 平成16年3月31日 平成30年2月28日
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