
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

奈良県 アポロ学院ファッションビジネス専門学校 服飾専門課程服飾デザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
アポロ学院ファッションビジネス専門学校 服飾専門課程ファッションデザイン科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

奈良県 アポロ学院ファッションビジネス専門学校 服飾専門課程ファッションデザイン科 平成10年4月1日 ～ 平成10年12月21日

奈良県 大原和服専門学園 家政専門課程和裁科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

奈良県 大原和服専門学園 家政専門課程きもの科 平成22年11月29日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
大原和服専門学園 家政専門課程着物染織科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

奈良県 大原和服専門学園 家政専門課程きもの研究科 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
大原和服専門学園 家政専門課程着物工芸科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

奈良県 大原和服専門学園 家政専門課程着物工芸科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

奈良県 大原和服専門学園 家政専門課程着物染織科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

奈良県 橿原美容専門学校 美容専門課程美容科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

奈良県 関西学研医療福祉学院 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

奈良県 関西学研医療福祉学院 医療専門課程作業療法学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

奈良県 関西学研医療福祉学院 社会福祉専門課程医療福祉学科 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

奈良県 関西学研医療福祉学院 医療専門課程言語聴覚学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

奈良県 関西学研医療福祉学院 医療専門課程理学療法学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

奈良県 関西学研医療福祉学院 医療専門課程看護学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

奈良県 関西国際社会福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

奈良県 関西文化芸術学院 芸術専門課程デザイン科 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

奈良県 関西文化芸術学院 芸術専門課程美術工芸科 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
関西文化芸術学院 芸術専門課程芸術総合学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

奈良県 関西文化芸術学院 芸術専門課程芸術総合学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

奈良県 国立奈良病院附属看護学校 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

奈良県 国立療養所西奈良病院附属看護学校 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

奈良県 五条ドレスメーカー専門学校 服飾家政専門課程服飾科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成26年3月27日 平成7年1月23日 廃止 平成26年3月27日 平成28年2月29日

奈良県 信貴山看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成18年6月30日 平成7年1月23日
名称変

更
ハートランドしぎさん看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成18年7月1日 平成19年2月22日

奈良県 情報産業専門学校 情報産業専門課程コンピュータ・グラフィックス科 平成7年1月23日 ～ 平成26年3月19日 平成7年1月23日 廃止 平成26年3月19日 平成28年2月29日

奈良県 情報産業専門学校 情報産業専門課程ビジネス情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成26年3月19日 平成7年1月23日 廃止 平成26年3月19日 平成28年2月29日

奈良県 情報産業専門学校 情報産業専門課程マネジメント情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成26年3月19日 平成7年1月23日 廃止 平成26年3月19日 平成28年2月29日

奈良県 情報産業専門学校 服飾産業専門課程ファッション技術科 平成7年1月23日 ～ 平成26年3月19日 平成7年1月23日 廃止 平成26年3月19日 平成28年2月29日

奈良県 情報産業専門学校 服飾産業専門課程ファッション産業科 平成7年1月23日 ～ 平成26年3月19日 平成7年1月23日 廃止 平成26年3月19日 平成28年2月29日

（令和2年3月現在）
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奈良県 鈴蘭ファッションカルチャー専門学校 服飾専門課程洋裁科昼間部 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
鈴蘭ファッションカルチャー専門学校 服飾専門課程ファッション科昼間部 平成13年4月1日 平成14年2月27日

奈良県 鈴蘭ファッションカルチャー専門学校 服飾専門課程洋裁科夜間部 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
鈴蘭ファッションカルチャー専門学校 服飾専門課程ファッション科夜間部 平成13年4月1日 平成14年2月27日

奈良県 鈴蘭ファッションカルチャー専門学校 服飾専門課程ファッション科昼間部 平成13年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

奈良県 鈴蘭ファッションカルチャー専門学校 服飾専門課程ファッション科夜間部 平成13年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

奈良県 田北看護専門学校 専門課程看護科 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
田北看護専門学校 看護専門課程看護第二学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

奈良県 田北看護専門学校 看護専門課程看護第二学科 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

奈良県 田北看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成16年2月17日 ～ 平成24年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
田北看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成24年4月1日 平成31年1月25日

奈良県 田北看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成24年4月1日 ～ 平成31年4月1日

奈良県 天理医学技術学校 医療専門課程臨床検査技師学科 平成7年1月23日 ～ 平成26年3月19日 平成7年1月23日 廃止 平成26年3月19日 平成28年2月29日

奈良県 天理看護学院 看護専門課程第一看護学科 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
天理看護学院 医療専門課程看護学科 平成17年3月31日 平成17年12月26日

奈良県 天理看護学院 看護専門課程第二看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

奈良県 天理看護学院 医療専門課程看護学科 平成17年4月1日 ～ 平成26年3月19日 平成17年12月26日 廃止 平成26年3月19日 平成28年2月29日

奈良県 天理女子専門学校 家政専門課程洋裁科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

奈良県 奈良きもの芸術専門学校 家政専門課程和裁科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

奈良県 奈良きもの芸術専門学校 家政専門課程和裁科夜間部 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

奈良県 奈良教育福祉カレッジ 福祉専門課程介護福祉科 平成18年10月1日 ～ 平成19年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

奈良県 奈良県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14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
奈良県医師会看護専門学校 看護専門課程第二看護学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

奈良県 奈良県医師会看護専門学校 看護専門課程第二看護学科 平成14年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

奈良県 奈良県医師会看護専門学校 看護専門課程第一看護学科（３年課程全日制） 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
奈良県医師会看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成17年3月31日 平成17年12月26日

奈良県 奈良県医師会看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成17年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
奈良県医師会看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

奈良県 奈良県医師会看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

奈良県 奈良県病院協会看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

奈良県 奈良県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7年1月23日

奈良県 奈良県立五條条病院附属看護専門学校 看護専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成26年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
奈良県立五條条病院附属看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

奈良県 奈良県立五條条病院附属看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成26年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

奈良県 奈良県立奈良病院附属看護専門学校 看護専門課程看護第一科 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
奈良県立奈良病院附属看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成16年4月1日 平成22年11月29日

奈良県 奈良県立奈良病院附属看護専門学校 看護専門課程看護第二科 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

奈良県 奈良県立奈良病院附属看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成16年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
奈良県立病院機構看護専門学校奈良校 医療専門課程看護学科 平成26年4月1日 平成28年2月29日
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奈良県 奈良県立病院機構看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

奈良県 奈良県立病院機構看護専門学校奈良校 医療専門課程看護学科 平成26年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

奈良県 奈良県立病院機構看護専門学校三室校 医療専門課程看護学科 平成26年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
奈良県立病院機構看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

奈良県 奈良県立三室病院附属看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成26年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
奈良県立病院機構看護専門学校三室校 医療専門課程看護学科 平成26年4月1日 平成28年2月29日

奈良県 奈良コンピューター専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ設計科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

奈良県 奈良コンピューター専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

奈良県 奈良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7年1月23日

奈良県 奈良コンピュータ専門学校 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

奈良県 奈良コンピュータ専門学校 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

奈良県 奈良コンピュータ専門学校 商業実務専門課程メディカル秘書科 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

奈良県 奈良コンピュータ専門学校 工業専門課程ＩＴリテラシー科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

奈良県 奈良歯科衛生士専門学校 歯科衛生士専門課程歯科衛生士学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

奈良県 奈良市立看護専門学校 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

奈良県 奈良総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

奈良県 奈良総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程秘書科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

奈良県 奈良総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス・日本語学科（２年制） 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

奈良県 奈良福祉専門学校 福祉専門課程介護福祉科 平成12年2月8日 ～ 平成18年9月30日 平成12年2月8日
名称変

更
奈良教育福祉カレッジ 福祉専門課程介護福祉科 平成18年10月1日 平成20年2月26日

奈良県 奈良保育学院 教育保育専門課程保育科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

奈良県 奈良リハビリテーション専門学校 医療専門課程理学療法学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

奈良県 奈良理容美容専門学校 理容美容専門課程美容科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

奈良県 奈良理容美容専門学校 理容美容専門課程理容科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

奈良県 南和広域医療企業団南奈良看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

奈良県 ハートランドしぎさん看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成18年7月1日 ～ 平成19年2月22日

奈良県 原田服飾専門学校 服飾専門課程服飾学科昼間部 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

奈良県 原田服飾専門学校 服飾専門課程服飾学科夜間部 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

奈良県 阪奈中央看護専門学校 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

奈良県 ひまわり服飾専門学校 服飾専門課程洋裁科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

奈良県 ひまわり服飾専門学校 服飾専門課程洋裁科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日
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奈良県 藤影きもの専門学校 家政専門課程和裁学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

奈良県 藤影文化服飾専門学校 家政専門課程洋裁学科 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28年2月29日

奈良県 大和高田市立看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
大和高田市立看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

奈良県 大和高田市立看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

奈良県 ラソーンイービジネス専門学校 家政専門課程リゾートファッション科 平成13年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

奈良県 ラソーンイービジネス専門学校 ビジネス専門課程ビジネス科 平成17年12月26日 ～ 平成27年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

奈良県 ラソーン総合リゾートビジネス専門学校 家政専門課程リゾートファッション科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
ラソーンイービジネス専門学校 家政専門課程リゾートファッション科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

奈良県 ラソーン総合リゾートビジネス専門学校 リゾートビジネス専門課程リゾートビジネス科 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
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