
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

京都府 〈専〉ＹＩＣ京都工科大学校 工業専門課程ＣＧイラストデザイン科 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

京都府 〈専〉ＹＩＣ京都工科大学校 工業専門課程Ｗｅｂデザイン科 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

京都府 〈専〉ＹＩＣ京都工科大学校 工業専門課程アニメゲームキャラクタ科 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

京都府 〈専〉ＹＩＣ京都工科大学校 工業専門課程雑貨デザイン科 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

京都府 〈専〉ＹＩＣ京都工科大学校 工業専門課程自動車整備科 平成22年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
<専>ＹＩＣ京都工科自動車大学校 工業専門課程　自動車整備科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

京都府 〈専〉ＹＩＣ京都工科大学校 工業専門課程二輪自動車整備科 平成22年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
<専>ＹＩＣ京都工科自動車大学校 工業専門課程　二輪自動車整備科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

京都府 〈専〉ＹＩＣ京都工科大学校 工業専門課程まんがイラスト科 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

京都府 〈専〉ＹＩＣ京都工科大学校 工業専門課程マンガ専科 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

京都府 〈専〉ＹＩＣ京都工科大学校 商業実務専門課程ペット総合科 平成22年11月29日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

京都府 〈専〉ＹＩＣ京都工科大学校 商業実務専門課程ペットビジネス科 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

京都府 〈専〉ＹＩＣ京都工科大学校 工業専門課程マンガ総合科 平成23年12月22日 ～ 平成30年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

京都府 <専>ＹＩＣ京都工科自動車大学校 工業専門課程　自動車整備科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

京都府 <専>ＹＩＣ京都工科自動車大学校 工業専門課程　二輪自動車整備科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

京都府 <専>ＹＩＣ京都工科自動車大学校 工業専門課程国際自動車整備科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

京都府 <専>京都建築大学校 工業専門課程建築科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

京都府 <専>京都建築大学校 工業専門課程都市工学科 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

京都府 <専>京都伝統工芸大学校 工業専門課程伝統工芸学科（２年制） 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
＜専＞京都伝統工芸大学校 工業専門課程伝統工芸学科２年制課程 平成20年4月1日 平成21年2月27日

京都府 <専>京都伝統工芸大学校 工業専門課程伝統工芸専攻科２年制課程 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

京都府 <専>京都伝統工芸大学校 工業専門課程伝統工芸学科２年制課程 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

京都府 <専>京都伝統工芸大学校 工業専門課程伝統工芸学科単位制課程 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

京都府 <専>京都伝統工芸大学校 工業専門課程伝統工芸学科３年制課程 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

京都府 ＹＩＣ京都工科専門学校 衛生専門課程エステティック科 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

京都府 ＹＩＣ京都工科専門学校 工業専門課程Web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
名称変

更
〈専〉ＹＩＣ京都工科大学校 工業専門課程Ｗｅｂデザイン科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

京都府 ＹＩＣ京都工科専門学校 工業専門課程一級自動車整備科 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

京都府 ＹＩＣ京都工科専門学校 工業専門課程一級自動車整備学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

京都府 ＹＩＣ京都工科専門学校 工業専門課程映像音響イベント科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

京都府 ＹＩＣ京都工科専門学校 工業専門課程コンピュータ総合学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

京都府 ＹＩＣ京都工科専門学校 工業専門課程雑貨デザイン科 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
〈専〉ＹＩＣ京都工科大学校 工業専門課程雑貨デザイン科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

（令和2年3月現在）

位 置 専　修　学　校　名 課　程　名
適用年月日

告示年月日 手続き
名称変更後 変更、廃止、不適合

年月日
変更、廃止、不適合

告示年月日
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京都府 ＹＩＣ京都工科専門学校 工業専門課程自動車機械ＣＡＤ学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

京都府 ＹＩＣ京都工科専門学校 工業専門課程自動車整備科 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
〈専〉ＹＩＣ京都工科大学校 工業専門課程自動車整備科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

京都府 ＹＩＣ京都工科専門学校 工業専門課程自動車整備学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

京都府 ＹＩＣ京都工科専門学校 工業専門課程生命科学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

京都府 ＹＩＣ京都工科専門学校 工業専門課程総合建築デザイン学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

京都府 ＹＩＣ京都工科専門学校 工業専門課程電気・電子工学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

京都府 ＹＩＣ京都工科専門学校 工業専門課程二輪自動車整備科 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
〈専〉ＹＩＣ京都工科大学校 工業専門課程二輪自動車整備科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

京都府 ＹＩＣ京都工科専門学校 工業専門課程二輪自動車整備学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

京都府 ＹＩＣ京都工科専門学校 工業専門課程まんがアニメWeb学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

京都府 ＹＩＣ京都工科専門学校 工業専門課程まんがイラスト科 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
〈専〉ＹＩＣ京都工科大学校 工業専門課程まんがイラスト科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

京都府 ＹＩＣ京都工科専門学校 商業実務専門課程ビューティービジネス科 平成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

京都府 ＹＩＣ京都工科専門学校 商業実務専門課程ペットビジネス科 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
〈専〉ＹＩＣ京都工科大学校 商業実務専門課程ペットビジネス科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

京都府 ＹＩＣ京都ビューティ専門学校 衛生専門課程ビューティスペシャリスト科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

京都府 ＹＩＣ京都ビューティ専門学校 衛生専門課程美容科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

京都府 ＹＩＣ京都ビューティ専門学校 商業実務専門課程ブライダル科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

京都府 ＹＩＣ京都ペット総合専門学校 商業実務専門課程ペット総合科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

京都府 ＹＩＣ京都ペット総合専門学校 商業実務専門課程動物看護科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

京都府 アミューズ美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

京都府 池坊文化学院 文化・教養専門課程文化芸術科２年課程 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

京都府 裏千家学園茶道専門学校 文化・教養専門課程茶道科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

京都府 大原スポーツ＆メディカル専門学校京都校 商業実務専門課程医療秘書学科（２年制） 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

京都府 大原スポーツ＆メディカル専門学校京都校 文化・教養専門課程スポーツ産業学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

京都府 大原簿記法律専門学校京都校 商業実務専門課程情報処理学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

京都府 大原簿記法律専門学校京都校 商業実務専門課程税理士学科 平成16年2月17日 ～ 平成20年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
大原簿記法律専門学校京都校

商業実務専門課程税理士・会計士学科（２
年制）

平成20年4月1日 平成21年2月27日

京都府 大原簿記法律専門学校京都校 商業実務専門課程ビジネス学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

京都府 大原簿記法律専門学校京都校 文化・教養専門課程法律行政学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

京都府 大原簿記法律専門学校京都校 商業実務専門課程税理士・会計士学科（２年制） 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

京都府 関西経理学校 商業実務専門課程経理研究科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日
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京都府 関西文理情報会計専門学校 商業実務専門課程経営経理学科 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
京都国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程経営経理学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

京都府 関西文理情報会計専門学校 商業実務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
京都国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程情報処理学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

京都府 キャリエール国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程外語ビジネス学科 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
キャリエールホテル旅行専門学校 商業実務専門課程外語ビジネス学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

京都府 キャリエール国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス学科 平成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

京都府 キャリエール国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程ホテル・観光ビジネス学科 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
キャリエールホテル旅行専門学校

商業実務専門課程ホテル・観光ビジネス学
科

平成10年4月1日 平成10年12月21日

京都府 キャリエール国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＯＡビジネス学科 平成7年11月30日 ～ 平成10年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
キャリエールホテル旅行専門学校 商業実務専門課程ＯＡビジネス学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

京都府 キャリエール国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＯＡ秘書学科 平成7年11月30日 ～ 平成10年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
キャリエールホテル旅行専門学校 商業実務専門課程ＯＡ秘書学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

京都府 キャリエール国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営情報学科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
キャリエールホテル旅行専門学校 商業実務専門課程経営情報学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

京都府 キャリエールホテル旅行専門学校 商業実務専門課程ＯＡビジネス学科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

京都府 キャリエールホテル旅行専門学校 商業実務専門課程ＯＡ秘書学科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

京都府 キャリエールホテル旅行専門学校 商業実務専門課程外語ビジネス学科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

京都府 キャリエールホテル旅行専門学校 商業実務専門課程経営情報学科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

京都府 キャリエールホテル旅行専門学校 商業実務専門課程ホテル・観光ビジネス学科 平成10年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

京都府 キャリエールホテル旅行専門学校 商業実務専門課程ホテル学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

京都府 キャリエールホテル旅行専門学校 商業実務専門課程旅行学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

京都府 キャリエールホテル旅行専門学校 商業実務専門課程ブライダル学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

京都府 京都ＩＴ会計法律専門学校 商業実務専門課程ＩＴビジネス学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

京都府 京都ＩＴ会計法律専門学校 商業実務専門課程会計学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

京都府 京都ＩＴ会計法律専門学校 文化・教養専門課程法律学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

京都府 京都ＩＴ会計法律専門学校 文化・教養専門課程法律社会学科（昼間部） 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

京都府 京都ＹＭＣＡ国際専門学校 商業実務専門課程国際コミュニケーション学科 平成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

京都府 京都ＹＭＣＡ国際専門学校 商業実務専門課程国際情報学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

京都府 京都ＹＭＣＡ国際専門学校 商業実務専門課程国際秘書学科 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

京都府 京都ＹＭＣＡ国際専門学校 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9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 商業実務専門課程国際ホテル学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

京都府 京都ＹＭＣＡ国際専門学校 文化教養専門課程社会体育学科 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
京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 文化教養専門課程社会体育学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

京都府 京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 商業実務専門課程国際ホテル学科 平成9年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

京都府 京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 文化教養専門課程社会体育学科 平成9年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 文化教養専門課程健康福祉学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

京都府 京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

3 / 14 ページ



学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名
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京都府 京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 文化教養専門課程健康福祉学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

京都府 京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 文化教養専門課程日本語科（２年コース） 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

京都府 京都医健専門学校 医療専門課程柔道整復科（昼間部） 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

京都府 京都医健専門学校 医療専門課程柔道整復科（夜間部） 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

京都府 京都医健専門学校 医療専門課程鍼灸科（昼間部） 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

京都府 京都医健専門学校 医療専門課程鍼灸科（夜間部） 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

京都府 京都医健専門学校 文化・教養専門課程スポーツ科学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

京都府 京都医健専門学校 医療専門課程理学療法科（夜間部） 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

京都府 京都医健専門学校 医療専門課程言語聴覚科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

京都府 京都医健専門学校 医療専門課程視能訓練科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

京都府 京都医健専門学校 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26年1月28日

京都府 京都医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科 平成14年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
京都医療福祉専門学校 社会福祉専門課程福祉メディカル科 平成24年4月1日 平成26年1月28日

京都府 京都医療福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科 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
京都医療福祉専門学校

社会福祉専門課程医療福祉科社会福祉専
攻

平成21年4月1日 平成22年2月26日

京都府 京都医療福祉専門学校 社会福祉専門課程医療福祉科 平成17年3月3日 ～ 平成21年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
京都医療福祉専門学校

社会福祉専門課程医療福祉科精神保健福
祉専攻

平成21年4月1日 平成22年2月26日

京都府 京都医療福祉専門学校 社会福祉専門課程医療福祉科社会福祉専攻 平成21年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
京都医療福祉専門学校 社会福祉専門課程医療福祉科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

京都府 京都医療福祉専門学校 社会福祉専門課程医療福祉科精神保健福祉専攻 平成21年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

京都府 京都医療福祉専門学校 社会福祉専門課程医療福祉科 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
京都医療福祉専門学校 社会福祉専門課程心理メディカル科 平成24年4月1日 平成26年1月28日

京都府 京都医療福祉専門学校 社会福祉専門課程心理メディカル科 平成24年4月1日 ～ 平成26年1月28日 平成24年3月31日

京都府 京都医療福祉専門学校 社会福祉専門課程福祉メディカル科 平成24年4月1日 ～ 平成26年1月28日

京都府 京都インターアクト美術学校 文化教養専門課程美術科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

京都府 京都衛生専門学校 衛生専門課程調理師本科昼間部 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

京都府 京都衛生専門学校 医療専門課程第１柔整科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

京都府 京都衛生専門学校 医療専門課程第２柔整科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

京都府 京都衛生専門学校 医療専門課程第１鍼灸科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

京都府 京都衛生専門学校 医療専門課程第２鍼灸科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

京都府 京都栄養医療専門学校 衛生専門課程栄養士科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

京都府 京都栄養医療専門学校 衛生専門課程管理栄養士科 平成16年2月17日 ～ 平成17年12月8日 平成16年2月17日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

京都府 京都栄養医療専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 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
京都栄養医療専門学校

商業実務専門課程医療秘書福祉科（二年課
程）

平成16年4月1日 平成17年3月9日

4 / 14 ページ



学　校　名 課　程　名
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京都府 京都栄養医療専門学校 商業実務専門課程医療秘書福祉科（二年課程） 平成16年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

京都府 京都栄養医療専門学校 商業実務専門課程医療事務科（２年制） 平成22年11月29日 ～ 平成30年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
京都栄養医療専門学校 商業実務専門課程　医療事務・医療秘書科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

京都府 京都栄養医療専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成25年1月29日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

京都府 京都栄養医療専門学校 商業実務専門課程医療情報科 平成29年2月28日 ～ 平成30年3月31日 平成29年2月28日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

京都府 京都栄養医療専門学校 商業実務専門課程　診療情報管理士科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

京都府 京都栄養医療専門学校 商業実務専門課程　医療事務・医療秘書科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

京都府 京都栄養士専門学校 衛生専門課程栄養士科 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
京都栄養医療専門学校 衛生専門課程栄養士科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

京都府 京都栄養士専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
京都栄養医療専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

京都府 京都外国語専門学校 文化・教養専門課程インドネシア語学科 平成12年2月8日 ～ 平成23年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
京都外国語専門学校 文化・教養専門課程東南アジア言語学科 平成23年4月1日 平成25年1月29日

京都府 京都外国語専門学校 文化・教養専門課程英米語学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

京都府 京都外国語専門学校 文化・教養専門課程韓国・朝鮮語学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

京都府 京都外国語専門学校 文化・教養専門課程タイ語学科 平成12年2月8日 ～ 平成23年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
京都外国語専門学校 文化・教養専門課程東南アジア言語学科 平成23年4月1日 平成25年1月29日

京都府 京都外国語専門学校 文化・教養専門課程中国語学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

京都府 京都外国語専門学校 文化・教養専門課程ベトナム語学科 平成12年2月8日 ～ 平成23年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
京都外国語専門学校 文化・教養専門課程東南アジア言語学科 平成23年4月1日 平成25年1月29日

京都府 京都外国語専門学校 文化・教養専門課程日本語コミュニケーション学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

京都府 京都外国語専門学校 文化・教養専門課程東南アジア言語学科 平成23年4月1日 ～ 平成25年1月29日

京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程インテリアデザイン学科 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

京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程映像音響学科 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

京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程機械工学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
京都科学技術専門学校 工業専門課程総合機械学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程建築デザイン学科 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

京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程コンピュータ学科 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
京都科学技術専門学校 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

京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程自動車工学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
京都科学技術専門学校 工業専門課程自動車整備学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程生物工学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
京都科学技術専門学校 工業専門課程生命科学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程電気工学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
京都科学技術専門学校 工業専門課程電気・電子工学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程電子工学科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程ビジネス情報工学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
京都科学技術専門学校 工業専門課程メディア・クリエイト学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程非破壊検査学科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

京都府 京都科学技術専門学校 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
京都科学技術専門学校 工業専門課程コンピュータ学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日
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京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程総合機械学科 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
京都科学技術専門学校 工業専門課程機械ＣＡＤ学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程メディア・クリエイト学科 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
京都科学技術専門学校 工業専門課程デジタルデザイン学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程写真芸術学科 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
京都中央工科専門学校 工業専門課程写真芸術学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程機械ＣＡＤ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
京都科学技術専門学校 工業専門課程自動車機械ＣＡＤ学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程コンピュータ学科 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
京都中央工科専門学校 工業専門課程コンピュータ学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程自動車整備学科 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
京都中央工科専門学校 工業専門課程自動車整備学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程生命科学科 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
京都中央工科専門学校 工業専門課程生命科学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程デジタルデザイン学科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程電気・電子工学科 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
京都中央工科専門学校 工業専門課程電気・電子工学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程自動車機械ＣＡＤ学科 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
京都中央工科専門学校 工業専門課程自動車機械ＣＡＤ学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程一級自動車整備学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
京都中央工科専門学校 工業専門課程一級自動車整備学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程映像音響イベント科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
京都中央工科専門学校 工業専門課程映像音響イベント科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程総合建築デザイン学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
京都中央工科専門学校 工業専門課程総合建築デザイン学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程二輪自動車整備学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
京都中央工科専門学校 工業専門課程二輪自動車整備学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

京都府 京都科学技術専門学校 工業専門課程まんがアニメＷｅｂ学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
京都中央工科専門学校 工業専門課程まんがアニメWeb学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

京都府 京都桂看護専門学校 医療専門課程看護科 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

京都府 京都桂看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

京都府 京都桂病院附属看護専門学校 医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
京都桂看護専門学校 医療専門課程看護科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

京都府 京都川上服飾専門学校 家政専門課程編物科 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
京都川上服飾専門学校 服飾・家政専門課程編物科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

京都府 京都川上服飾専門学校 家政専門課程洋裁科 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
京都川上服飾専門学校 服飾・家政専門課程洋裁科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

京都府 京都川上服飾専門学校 服飾・家政専門課程編物科 平成7年4月1日 ～ 平成7年11月30日

京都府 京都川上服飾専門学校 服飾・家政専門課程洋裁科 平成7年4月1日 ～ 平成7年11月30日

京都府 京都川上服飾専門学校 服飾家政専門課程編物学科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

京都府 京都川上服飾専門学校 服飾家政専門課程洋裁学科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

京都府 京都看護専門学校 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

京都府 京都経営経理専門学校 商業実務専門課程経営学科 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
京都経済専門学校 商業実務専門課程ビジネス総合学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

京都府 京都経済専門学校 商業実務専門課程ビジネス総合学科 平成10年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

京都府 京都芸術デザイン専門学校 商業実務専門課程クリエイティブデザイン学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月8日
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京都府 京都芸術デザイン専門学校 商業実務専門課程国際学科 平成12年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

京都府 京都芸術デザイン専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成12年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

京都府 京都芸術デザイン専門学校 商業実務専門課程ホテル学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月8日

京都府 京都芸術デザイン専門学校 商業実務専門課程旅行学科 平成12年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

京都府 京都芸術デザイン専門学校 商業実務専門課程デザイン総合学科 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

京都府 京都建築専門学校 工業専門課程建築科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

京都府 京都建築専門学校 工業専門課程建築科二部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

京都府 京都国際建築技術専門学校 工業専門課程建築科 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
<専>京都建築大学校 工業専門課程建築科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

京都府 京都国際建築技術専門学校 工業専門課程都市工学科 平成10年12月21日 ～ 平成19年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
<専>京都建築大学校 工業専門課程都市工学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

京都府 京都国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程経営経理学科 平成8年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

京都府 京都国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程情報処理学科 平成8年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
京都国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程コンピュータ学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

京都府 京都国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程経営流通ビジネス学科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

京都府 京都国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程国際貿易ビジネス学科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校ビジネスカレッジ京都 商業実務専門課程国際貿易ビジネス学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

京都府 京都国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程コンピュータ学科 平成9年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校ビジネスカレッジ京都 商業実務専門課程コンピュータ学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

京都府 京都国際文化専門学校 商業実務専門課程国際情報社会学科 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
京都国際文化専門学校 商業実務専門課程情報学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

京都府 京都国際文化専門学校 商業実務専門課程経営学科 平成7年11月30日 ～ 平成10年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
京都国際文化専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

京都府 京都国際文化専門学校 商業実務専門課程情報学科 平成7年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
京都国際文化専門学校 商業実務専門課程情報デザイン学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

京都府 京都国際文化専門学校 商業実務専門課程ホテル学科 平成7年11月30日 ～ 平成12年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
京都芸術デザイン専門学校 商業実務専門課程ホテル学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

京都府 京都国際文化専門学校 商業実務専門課程旅行学科 平成7年11月30日 ～ 平成12年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
京都芸術デザイン専門学校 商業実務専門課程旅行学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

京都府 京都国際文化専門学校 商業実務専門課程国際学科 平成8年12月4日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
京都芸術デザイン専門学校 商業実務専門課程国際学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

京都府 京都国際文化専門学校 商業実務専門課程国際コンピュータ総合学科 平成8年12月4日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

京都府 京都国際文化専門学校 商業実務専門課程情報デザイン学科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
京都芸術デザイン専門学校

商業実務専門課程クリエイティブデザイン学
科

平成12年4月1日 平成13年3月8日

京都府 京都国際文化専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
京都芸術デザイン専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

京都府 京都コンピュータ学院鴨川校 工業専門課程芸術情報学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
京都コンピュータ学院鴨川校 工業専門課程コンピュータアート科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

京都府 京都コンピュータ学院鴨川校 工業専門課程国際情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

京都府 京都コンピュータ学院鴨川校 工業専門課程情報科学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

京都府 京都コンピュータ学院鴨川校 工業専門課程情報処理科 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

京都府 京都コンピュータ学院鴨川校 工業専門課程コンピュータアート科 平成10年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日
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京都府 京都コンピュータ学院鴨川校 工業専門課程メディア情報学科 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

京都府 京都コンピュータ学院鴨川校 工業専門課程コンピュータデザイン科 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

京都府 京都コンピュータ学院鴨川校 工業専門課程芸術情報学科 平成13年3月1日 ～ 平成27年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

京都府 京都コンピュータ学院鴨川校 工業専門課程アート・デザイン学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

京都府 京都コンピュータ学院鴨川校 工業専門課程アート・デザイン基礎科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

京都府 京都コンピュータ学院京都駅前校 工業専門課程情報科学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

京都府 京都コンピュータ学院京都駅前校 工業専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

京都府 京都コンピュータ学院京都駅前校 工業専門課程感性情報学科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

京都府 京都コンピュータ学院京都駅前校 工業専門課程メディア情報学科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

京都府 京都コンピュータ学院京都駅前校 工業専門課程ゲーム開発科 平成12年2月8日 ～ 平成27年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

京都府 京都コンピュータ学院京都駅前校 工業専門課程ネットワーク学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

京都府 京都コンピュータ学院京都駅前校 工業専門課程自動車制御学科 平成19年2月1日 ～ 平成30年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成30年3月31日 平成31日1月25日

京都府 京都コンピュータ学院京都駅前校 工業専門課程ゲーム開発学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

京都府 京都コンピュータ学院京都駅前校 工業専門課程ゲーム開発基礎科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

京都府 京都コンピュータ学院京都駅前校 工業専門課程ビジネス基礎科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

京都府 京都コンピュータ学院京都駅前校 工業専門課程応用情報学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

京都府 京都コンピュータ学院京都駅前校 工業専門課程マンガ・アニメ学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

京都府 京都コンピュータ学院京都駅前校 工業専門課程　医療事務学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

京都府 京都コンピュータ学院洛北校 工業専門課程情報工学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
京都コンピュータ学院洛北校 工業専門課程コンピュータ工学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

京都府 京都コンピュータ学院洛北校 工業専門課程コンピュータ工学科 平成10年4月1日 ～ 平成10年12月21日

京都府 京都コンピュータ学院洛北校 工業専門課程情報工学科 平成12年2月8日 ～ 平成17年12月8日 平成12年2月8日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

京都府 京都コンピュータ学院洛北校 工業専門課程メディア工学科 平成12年2月8日 ～ 平成26年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

京都府 京都コンピュータ学院洛北校 工業専門課程コンピュータ工学基礎科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

京都府 京都コンピュータ技術専門学校 工業専門課程情報工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

京都府 京都歯科医療技術専門学校 医療専門課程衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
京都歯科医療技術専門学校 医療専門課程衛生士科（２年制） 平成19年4月1日 平成20年2月26日

京都府 京都歯科医療技術専門学校 医療専門課程技工士科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
京都歯科医療技術専門学校 医療専門課程技工士科本科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

京都府 京都歯科医療技術専門学校 医療専門課程衛生士科（２年制） 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

京都府 京都歯科医療技術専門学校 医療専門課程衛生士科（３年制） 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日
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京都府 京都歯科医療技術専門学校 医療専門課程技工士科本科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

京都府 京都自動車専門学校 工業専門課程自動車整備工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

京都府 京都社会福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科 平成9年11月17日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
京都医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

京都府 京都社会福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科 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
京都医療福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

京都府 京都情報ビジネス住環境専門学校 工業専門課程環境デザイン学科 平成14年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
京都情報ビジネス住環境専門学校 工業専門課程建築学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

京都府 京都情報ビジネス住環境専門学校 商業実務専門課程国際ビジネス学科 平成14年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
京都情報ビジネス住環境専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

京都府 京都情報ビジネス住環境専門学校 服飾家政専門課程デザイン学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

京都府 京都情報ビジネス住環境専門学校 工業専門課程建築学科 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

京都府 京都情報ビジネス住環境専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 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
京都動物専門学校 商業実務専門課程ペットビジネス学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

京都府 京都食品衛生専門学校 衛生専門課程調理師本科昼間部 平成7年11月30日 ～ 平成15年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
京都衛生専門学校 衛生専門課程調理師本科昼間部 平成15年4月1日 平成16年2月17日

京都府 京都食品衛生専門学校 衛生専門課程調理師本科夜間部 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

京都府 京都製菓技術専門学校 衛生専門課程上級製菓技術科 平成21年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

京都府 京都製菓技術専門学校 衛生専門課程カフェスイーツ上級科 平成23年12月22日 ～ 平成30年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
京都製菓製パン技術専門学校 衛生専門課程　カフェスイーツ上級科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

京都府 京都製菓技術専門学校 衛生専門課程京菓子上級科 平成23年12月22日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
京都製菓技術専門学校 衛生専門課程和菓子上級科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

京都府 京都製菓技術専門学校 衛生専門課程製パン上級科 平成23年12月22日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
京都製菓技術専門学校 衛生専門課程パン上級科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

京都府 京都製菓技術専門学校 衛生専門課程パティスリー・ショコラ上級科 平成23年12月22日 ～ 平成30年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
京都製菓製パン技術専門学校 衛生専門課程　パティスリー・ショコラ上級科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

京都府 京都製菓技術専門学校 衛生専門課程パン上級科 平成27年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
京都製菓製パン技術専門学校 衛生専門課程　パン上級科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

京都府 京都製菓技術専門学校 衛生専門課程和菓子上級科 平成27年4月1日 ～ 平成30年4月1日 平成28年2月29日
名称変

更
京都製菓製パン技術専門学校 衛生専門課程　和菓子上級科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

京都府 京都製菓製パン技術専門学校 衛生専門課程　カフェスイーツ上級科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

京都府 京都製菓製パン技術専門学校 衛生専門課程　パン上級科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

京都府 京都製菓製パン技術専門学校 衛生専門課程　和菓子上級科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

京都府 京都製菓製パン技術専門学校 衛生専門課程　パティスリー・ショコラ上級科 平成30年4月1日 ～ 平成31年4月1日

京都府 京都第一赤十字看護専門学校 医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
京都第一赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

京都府 京都第一赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成10年4月1日 ～ 平成10年12月21日

京都府 京都第二赤十字看護専門学校 医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
京都第二赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

京都府 京都第二赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成10年4月1日 ～ 平成10年12月21日

京都府 京都中央看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
京都中央看護保健専門学校 看護専門課程看護学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

京都府 京都中央看護保健専門学校 看護専門課程看護学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日
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京都府 京都中央工科専門学校 工業専門課程一級自動車整備学科 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
ＹＩＣ京都工科専門学校 工業専門課程一級自動車整備学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

京都府 京都中央工科専門学校 工業専門課程映像音響イベント科 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
ＹＩＣ京都工科専門学校 工業専門課程映像音響イベント科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

京都府 京都中央工科専門学校 工業専門課程コンピュータ学科 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
ＹＩＣ京都工科専門学校 工業専門課程コンピュータ総合学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

京都府 京都中央工科専門学校 工業専門課程自動車機械ＣＡＤ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
ＹＩＣ京都工科専門学校 工業専門課程自動車機械ＣＡＤ学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

京都府 京都中央工科専門学校 工業専門課程自動車整備学科 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
ＹＩＣ京都工科専門学校 工業専門課程自動車整備学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

京都府 京都中央工科専門学校 工業専門課程写真芸術学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

京都府 京都中央工科専門学校 工業専門課程生命科学科 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
ＹＩＣ京都工科専門学校 工業専門課程生命科学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

京都府 京都中央工科専門学校 工業専門課程総合建築デザイン学科 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
ＹＩＣ京都工科専門学校 工業専門課程総合建築デザイン学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

京都府 京都中央工科専門学校 工業専門課程電気・電子工学科 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
ＹＩＣ京都工科専門学校 工業専門課程電気・電子工学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

京都府 京都中央工科専門学校 工業専門課程二輪自動車整備学科 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
ＹＩＣ京都工科専門学校 工業専門課程二輪自動車整備学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

京都府 京都中央工科専門学校 工業専門課程まんがアニメWeb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
ＹＩＣ京都工科専門学校 工業専門課程まんがアニメWeb学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

京都府 京都調理師専門学校 衛生専門課程上級調理師科 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

京都府 京都調理師専門学校 衛生専門課程イタリア料理上級科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

京都府 京都調理師専門学校 衛生専門課程京料理上級科 平成23年12月22日 ～ 平成29年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
京都調理師専門学校 衛生専門課程　和食・日本料理上級科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

京都府 京都調理師専門学校 衛生専門課程フードコーディネーター科 平成23年12月22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

京都府 京都調理師専門学校 衛生専門課程フランス料理上級科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

京都府 京都調理師専門学校 衛生専門課程カフェフード上級科（昼） 平成26年1月28日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

京都府 京都調理師専門学校 衛生専門課程　和食・日本料理上級科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

京都府 京都デザイン・ビジネスカレッジ 工業専門課程環境デザイン学科 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
京都情報ビジネス住環境専門学校 工業専門課程環境デザイン学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

京都府 京都デザイン・ビジネスカレッジ 商業実務専門課程国際ビジネス学科 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
京都情報ビジネス住環境専門学校 商業実務専門課程国際ビジネス学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

京都府 京都デザイン・ビジネスカレッジ 服飾家政専門課程デザイン学科 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
京都情報ビジネス住環境専門学校 服飾家政専門課程デザイン学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

京都府 京都デザイン専門学校 工業専門課程高速自動車学科 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
日本ジャーナリスト・デザイン専門学院 工業専門課程高速自動車学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

京都府 京都デザイン専門学校 工業専門課程自動車デザイン学科 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
日本ジャーナリスト・デザイン専門学院 工業専門課程自動車デザイン学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

京都府 京都デザイン専門学校 工業専門課程高速自動卓学科 平成10年4月1日 ～ 平成10年12月21日

京都府 京都デザイン専門学校 工業専門課程視覚デザイン学科 平成10年4月1日 ～ 平成10年12月21日

京都府 京都デザイン専門学校 工業専門課程自動車デザイン学科 平成10年4月1日 ～ 平成10年12月21日

京都府 京都デザイン専門学校 工業専門課程生活デザイン学科 平成10年4月1日 ～ 平成10年12月21日

京都府 京都デザイン専門学校 文化教養専門課程ジャーナリストデザイン学科 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
京都デザイン専門学校 文化教養専門課程広告編集デザイン学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日
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京都府 京都デザイン専門学校 文化教養専門課程広告編集デザイン学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

京都府 京都伝統工芸専門学校 工業専門課程伝統工芸学科 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
<専>京都伝統工芸大学校 工業専門課程伝統工芸学科（２年制） 平成19年4月1日 平成20年2月26日

京都府 京都伝統工芸専門学校 工業専門課程伝統工芸専攻科 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
<専>京都伝統工芸大学校 工業専門課程伝統工芸専攻科２年制課程 平成19年4月1日 平成20年2月26日

京都府 京都動物専門学校 商業実務専門課程ペットビジネス学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

京都府 京都バレエ専門学校 文化教養専門課程バレエ本科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

京都府 京都ピアノ技術専門学校 工業専門課程調律学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

京都府 京都ピアノ技術専門学校 文化・教養専門課程演奏学科 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

京都府 京都美容専門学校 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

京都府 京都府医師会看護専門学校 看護専門課程看護科 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
京都府医師会看護専門学校 看護専門課程看護第二学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

京都府 京都府医師会看護専門学校 看護専門課程看護第二学科 平成7年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

京都府 京都府医師会看護専門学校 看護専門課程看護第一学科 平成8年12月4日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

京都府 京都府医師会看護専門学校 看護専門課程看護学科２年課程 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

京都府 京都府医師会看護専門学校 看護専門課程看護学科３年課程 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

京都府 京都府看護専修学校 看護専門課程看護科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

京都府 京都福祉専門学院 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9年11月17日

京都府 京都仏眼医療専門学校 医療専門課程第１柔道整復学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

京都府 京都仏眼医療専門学校 医療専門課程第２柔道整復学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

京都府 京都仏眼鍼灸理療専門学校 医療専門課程選科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

京都府 京都仏眼鍼灸理療専門学校 医療専門課程第１鍼灸科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

京都府 京都仏眼鍼灸理療専門学校 医療専門課程第２鍼灸科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

京都府 京都仏眼鍼灸理療専門学校 医療専門課程本科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

京都府 京都府立医科大学附属看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成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

京都府 京都府立看護学校 看護専門課程看護学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

京都府 京都府立視力障害者福祉センター 専門課程あん摩マッサージ指圧科はり科きゅう科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

京都府 京都府立視力障害者福祉センター 専門課程あん摩マッサージ指圧科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

京都府 京都文化医療専門学校 歯科衛生専門課程歯科衛生学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

京都府 京都文化医療専門学校 歯科衛生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

京都府 京都保育福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日
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京都府 京都保育福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

京都府 京都保健衛生専門学校 医療専門課程第一看護学科 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
京都保健衛生専門学校 医療専門課程看護学科二年課程 平成7年4月1日 平成7年11月30日

京都府 京都保健衛生専門学校 医療専門課程第一臨床検査学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

京都府 京都保健衛生専門学校 医療専門課程第二看護学科 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
京都保健衛生専門学校 医療専門課程看護学科三年課程 平成7年4月1日 平成7年11月30日

京都府 京都保健衛生専門学校 医療専門課程第二臨床検査学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

京都府 京都保健衛生専門学校 医療専門課程看護学科三年課程 平成7年4月1日 ～ 平成7年11月30日

京都府 京都保健衛生専門学校 医療専門課程看護学科二年課程 平成7年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
京都保健衛生専門学校

医療専門課程看護学科二年課程（昼間定時
制）

平成12年4月1日 平成13年3月8日

京都府 京都保健衛生専門学校 医療専門課程看護学科二年課程（全日制） 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

京都府 京都保健衛生専門学校 医療専門課程看護学科二年課程（昼間定時制） 平成12年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

京都府 京都理容美容専修学校 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

京都府 京都理容美容専修学校 衛生専門課程理容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

京都府 京都和装専門学校 家政専門課程和裁本科 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
京都和装専門学校 服飾・家政専門課程和裁本科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

京都府 京都和装専門学校 服飾・家政専門課程和裁本科 平成7年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

京都府 近畿高等看護専門学校 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

京都府 近畿高等看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

京都府 公立南丹看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

京都府 公立南丹病院附属高等看護学院 看護専門課程看護学科 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
公立南丹看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

京都府 国立京都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京都医療セ
ンター附属京都看護助産学校

看護専門課程看護学科（三年課程） 平成16年4月1日 平成17年3月9日

京都府 国立舞鶴病院附属看護学校 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舞鶴医療セ
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17年3月9日

京都府 国立舞鶴病院附属福知山看護学校 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

京都府 国立療養所宇多野病院附属看護学校 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 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

京都府 国立療養所南京都病院附属看護学校 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 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

京都府 社会保険京都看護専門学校 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

京都府 市立福知山市民病院附属看護学校 看護専門課程看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

京都府 専門学校日産京都自動車大学校 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

京都府 専門学校日産京都自動車大学校 工業専門課程　自動車整備・ボディリペア科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

京都府 専門学校ビジネスカレッジ京都 商業実務専門課程経理研究科 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

京都府 専門学校ビジネスカレッジ京都 商業実務専門課程国際貿易ビジネス学科 平成11年4月1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
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京都府 専門学校ビジネスカレッジ京都 商業実務専門課程コンピュータ学科 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

京都府 専門学校ビジネスカレッジ京都 商業実務専門課程総合ビジネス学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校ビジネスカレッジ京都

商業実務専門課程経理ビジネス学科
商業実務専門課程流通ビジネス学科

平成12年4月1日 平成14年2月27日

京都府 専門学校ビジネスカレッジ京都 商業実務専門課程経理ビジネス学科 平成12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
専門学校ビジネスカレッジ京都 商業実務専門課程ビジネスキャリア学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

京都府 専門学校ビジネスカレッジ京都 商業実務専門課程ベンチャービジネス学科 平成14年2月27日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

京都府 専門学校ビジネスカレッジ京都 商業実務専門課程流通ビジネス学科 平成12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

京都府 専門学校ビジネスカレッジ京都 商業実務専門課程ビジネスキャリア学科 平成17年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

京都府 ディーズ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7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
ディーズ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7年4月1日 平成7年11月30日

京都府 ディーズファッション専門学校 家政専門課程ファッションビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
ディーズファッション専門学校 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

京都府 ディーズファッション専門学校 家政専門課程ファッションプロダクション科 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
ディーズファッション専門学校

服飾・家政専門課程ファッションプロダクショ
ン科

平成7年4月1日 平成7年11月30日

京都府 ディーズファッション専門学校 文化教養専門課程スペースディスプレイ科 平成7年1月23日 ～ 平成24年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
ディーズファッション専門学校

文化教養専門課程ファッションディスプレイ
科

平成24年4月1日 平成28年2月29日

京都府 ディーズ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7年4月1日 ～ 平成7年11月30日

京都府 ディーズファッション専門学校 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

京都府 ディーズファッション専門学校 服飾・家政専門課程ファッションプロダクション科 平成7年4月1日 ～ 平成7年11月30日

京都府 ディーズファッション専門学校 文化教養専門課程ファッションディスプレイ科 平成24年4月1日 ～ 平成28年2月29日

京都府 ディーズファッション専門学校
服飾・家政専門課程ファッションザッカプロデュース
科

平成29年2月28日 ～ 平成29年3月31日 平成29年2月28日
名称変

更
ディーズファッション専門学校

服飾・家政専門課程　ファッションザッカプロ
デュース学科

平成29年3月31日 平成30年2月28日

京都府 ディーズファッション専門学校
服飾・家政専門課程　ファッションクリエイティブ学
科

平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

京都府 ディーズファッション専門学校
服飾・家政専門課程　ファッションザッカプロデュー
ス学科

平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

京都府 ディーズファッション専門学校 服飾・家政専門課程　ファッションビジネス学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

京都府
独立行政法人国立病院機構京都医療セン
ター附属京都看護助産学校

看護専門課程看護学科（三年課程） 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

京都府
独立行政法人国立病院機構舞鶴医療セン
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17年3月9日

京都府 日産学園京都自動車工業専門学校 工業専門課程自動車車体整備科 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
日産京都整備専門学校 工業専門課程自動車車体整備科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

京都府 日産学園京都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
日産京都整備専門学校 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

京都府 日産京都整備専門学校 工業専門課程自動車車体整備科 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

京都府 日産京都整備専門学校 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
専門学校日産京都自動車大学校 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

京都府 ニット・ファッション専門学校 家政専門課程キモノ・クリエーター科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
ニット・ファッション専門学校 服飾・家政専門課程キモノ・クリエーター科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

京都府 ニット・ファッション専門学校 家政専門課程ニット・デザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
ニット・ファッション専門学校 服飾・家政専門課程ニット・デザイン科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

京都府 ニット・ファッション専門学校 家政専門課程服飾造形科 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
ニット・ファッション専門学校 服飾・家政専門課程服飾造形科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

京都府 ニット・ファッション専門学校 服飾・家政専門課程キモノ・クリエーター科 平成7年4月1日 ～ 平成7年11月30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

京都府 ニット・ファッション専門学校 服飾・家政専門課程ニット・デザイン科 平成7年4月1日 ～ 平成7年11月30日

京都府 ニット・ファッション専門学校 服飾・家政専門課程服飾造形科 平成7年4月1日 ～ 平成7年11月30日

京都府 日本ジャーナリスト・デザイン専門学院 工業専門課程高速自動車学科 平成8年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
京都デザイン専門学校 工業専門課程高速自動卓学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

京都府 日本ジャーナリスト・デザイン専門学院 工業専門課程自動車デザイン学科 平成8年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
京都デザイン専門学校 工業専門課程自動車デザイン学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

京都府 日本ジャーナリスト・デザイン専門学院 工業専門課程環境デザイン学科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
京都デザイン専門学校 工業専門課程生活デザイン学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

京都府 日本ジャーナリスト・デザイン専門学院 工業専門課程工業デザイン学科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
京都デザイン専門学校 工業専門課程視覚デザイン学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

京都府 日本整容専門学校 衛生専門課程美容科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
アミューズ美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

京都府 日本バプテスト看護専門学校 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

京都府 バイオカレッジ京都 工業専門課程バイオ工学科 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

京都府 バイオカレッジ京都 商業実務専門課程バイオ秘書学科 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
バイオカレッジ京都 商業実務専門課程バイオビジネス学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

京都府 バイオカレッジ京都 商業実務専門課程バイオビジネス学科 平成8年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

京都府 福知山女子専門学校 家政専門課程服飾芸術科 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
福知山女子専門学校 服飾・家政専門課程服飾芸術科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

京都府 福知山女子専門学校 服飾・家政専門課程服飾芸術科 平成7年4月1日 ～ 平成27年12月18日 平成7年11月30日 廃止 平成27年12月18日 平成29年2月28日

京都府 舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

京都府 舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 商業実務専門課程国際観光ビジネス学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

京都府 洛和会京都看護学校 医療専門課程第１看護学科 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
洛和会京都看護学校 医療専門課程看護学科 平成14年4月1日 平成16年2月17日

京都府 洛和会京都看護学校 医療専門課程第２看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

京都府 洛和会京都看護学校 医療専門課程看護学科 平成14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
洛和会京都厚生学校 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

京都府 洛和会京都厚生学校 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
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