
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

沖縄県 JSLインターナショナルカレッジ 商業実務専門課程国際観光ビジネス科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

沖縄県
ＳＯＬＡ沖縄学園専門学校ホリスティック
ビューティー・ブライダルカレッジ

商業実務専門課程国際観光学科 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
専門学校ホリスティックビューティー・ブラ
イダルカレッジ

商業実務専門課程国際観光学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

沖縄県
ＳＯＬＡ沖縄学園専門学校ホリスティック
ビューティー・ブライダルカレッジ

商業実務専門課程ペットビューティー学科 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
専門学校ホリスティックビューティー・ブラ
イダルカレッジ

商業実務専門課程ペットビューティー学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

沖縄県
ＳＯＬＡ沖縄学園専門学校ホリスティック
ビューティー・ブライダルカレッジ

文化・教養専門課程エステ・メイク学科 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
専門学校ホリスティックビューティー・ブラ
イダルカレッジ

文化・教養専門課程エステ・メイク学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

沖縄県
ＳＯＬＡ沖縄学園専門学校ホリスティック
ビューティー・ブライダルカレッジ

文化・教養専門課程ブライダル学科 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
専門学校ホリスティックビューティー・ブラ
イダルカレッジ

文化・教養専門課程ブライダル学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

沖縄県
ＳＯＬＡ沖縄学園日本スポーツ健康福祉専
門学校沖縄

商業実務専門課程エアライン・国際ホテル学科 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29年2月28日

沖縄県
ＳＯＬＡ沖縄学園日本スポーツ健康福祉専
門学校沖縄

商業実務専門課程ペット美容看護学科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月32日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成29年2月28日

沖縄県
ＳＯＬＡ沖縄学園日本スポーツ健康福祉専
門学校沖縄

商業実務専門課程マリンスポーツ学科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
日本スポーツ健康福祉専門学校沖縄 商業実務専門課程マリンスポーツ学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

沖縄県
ＳＯＬＡ沖縄学園日本スポーツ健康福祉専
門学校沖縄

文化・教養専門課程エステ・メイク学科 平成20年2月26日 ～ 平成21年3月32日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成29年2月28日

沖縄県
ＳＯＬＡ沖縄学園日本スポーツ健康福祉専
門学校沖縄

文化・教養専門課程スポーツ科学体育学科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
日本スポーツ健康福祉専門学校沖縄 文化・教養専門課程スポーツ科学体育学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

沖縄県
ＳＯＬＡ沖縄学園日本スポーツ健康福祉専
門学校沖縄

文化・教養専門課程セーフティーガード公務員学
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
名称変

更
日本スポーツ健康福祉専門学校沖縄

文化・教養専門課程セーフティガード公務
員学科

平成21年4月1日 平成22年2月26日

沖縄県
ＳＯＬＡ沖縄学園日本スポーツ健康福祉専
門学校沖縄

文化・教養専門課程ブライダル学科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月32日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成29年2月28日

沖縄県
ＳＯＬＡ沖縄学園日本スポーツ健康福祉専
門学校沖縄

文化・教養専門課程幼児教育学科 平成20年2月26日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
日本スポーツ健康福祉専門学校沖縄 文化・教養専門課程幼児教育学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

沖縄県
ＳＯＬＡ沖縄学園日本スポーツ健康福祉専
門学校沖縄

文化・教養専門課程スポーツ整体メディカルトレー
ナー学科

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
日本スポーツ健康福祉専門学校沖縄

文化・教養専門課程スポーツ整体・メディカ
ルトレーナー学科

平成21年4月1日 平成22年2月26日

沖縄県 ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院 医療専門課程救急救命士学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

沖縄県 ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院 医療専門課程柔道整復師学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

沖縄県 ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院 医療専門課程臨床工学技士学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

沖縄県 ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院 衛生専門課程パティシエ・ブーランジェ学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

沖縄県 ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院 文化・教養専門課程スポーツ科学体育学科 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
ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院

文化・教養専門課程　スポーツ科学ＣＳト
レーナー学科

平成30年4月1日 平成31日1月25日

沖縄県 ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院
文化・教養専門課程スポーツ整体・メディカルト
レーナー学科

平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

沖縄県 ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院 文化・教養専門課程セーフティガード公務員学科 平成27年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成30年3月31日 平成31日1月25日

沖縄県 ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院
文化・教養専門課程　スポーツ科学ＣＳトレーナー
学科

平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

沖縄県 育英義塾教員養成学院 教育社会福祉専門課程保育福祉学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

沖縄県 石垣リゾート海洋専門学校 商業実務専門課程海洋ビジネス学科 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

沖縄県 石垣リゾート海洋専門学校 商業実務専門課程観光産業学科 平成11年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

沖縄県 石垣リゾート海洋専門学校 商業実務専門課程自然環境学科 平成11年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

沖縄県 石垣リゾートビジネス専門学校 商業実務専門課程国際リゾート科 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
石垣リゾート海洋専門学校 商業実務専門課程観光産業学科 平成11年4月1日 平成12年2月8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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沖縄県 石垣リゾートビジネス専門学校 商業実務専門課程自然環境科 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
石垣リゾート海洋専門学校 商業実務専門課程自然環境学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

沖縄県
医療法人おもと会沖縄リハビリテーション福
祉学院

医療専門課程理学療法学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

沖縄県
医療法人おもと会沖縄リハビリテーション福
祉学院

社会福祉専門課程介護福祉学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

沖縄県
医療法人おもと会沖縄リハビリテーション福
祉学院

医療専門課程作業療法学科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

沖縄県
医療法人おもと会沖縄リハビリテーション福
祉学院

医療専門課程言語聴覚学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

沖縄県
医療法人おもと会沖縄リハビリテーション福
祉学院

医療専門課程作業療法学科（夜間部） 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

沖縄県
医療法人おもと会沖縄リハビリテーション福
祉学院

医療専門課程理学療法学科（夜間部） 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程医療福祉本科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
大育情報ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程医療事務科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報処理本科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
大育情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 商業専門課程国際観光本科 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

沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 商業専門課程情報経理本科 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
大育情報ビジネス専門学校 商業専門課程会計ビジネス本科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員本科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
大育情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報経営学科 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
大育情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム本科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 商業専門課程税理士学科 平成7年11月30日 ～ 平成22年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム本科 平成10年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 商業専門課程会計ビジネス本科 平成11年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
大育情報ビジネス専門学校 商業専門課程経営学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程カレッジ本科 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

沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 商業専門課程カレッジ本科 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

沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程医療事務科 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
大育情報ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程医療福祉本科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報学科 平成14年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
大育情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム本科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 商業専門課程観光学科 平成15年2月19日 ～ 平成22年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
大育情報ビジネス専門学校 商業専門課程観光産業科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 商業専門課程経営学科 平成14年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
大育情報ビジネス専門学校 商業専門課程会計システム本科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員科 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
大育情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員本科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 商業専門課程情報経営学科 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

沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 商業専門課程観光産業科 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
大育情報ビジネス専門学校 商業専門課程観光システム本科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程医療福祉本科 平成24年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
大育情報ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程医療システム本科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム本科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 商業専門課程会計システム本科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1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

沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 商業専門課程観光システム本科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員本科 平成24年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
大育情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員受験本科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

沖縄県 大育電子医療専門学校 工業専門課程情報処理本科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
大育美容福祉専門学校 工業専門課程情報処理本科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

沖縄県 大育電子医療専門学校 工業専門課程情報システム科 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

沖縄県 大育電子医療専門学校 教育社会福祉専門課程医療福祉本科 平成8年12月4日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
大育電子医療専門学校 教育社会福祉専門課程介護福祉本科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

沖縄県 大育電子医療専門学校 教育社会福祉専門課程福祉心理本科 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
大育美容福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉本科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

沖縄県 大育電子医療専門学校 教育社会福祉専門課程介護福祉本科 平成11年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

沖縄県 大育美容福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉本科 平成14年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校大育 教育・社会福祉専門課程福祉本科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

沖縄県 大育美容福祉専門学校 工業専門課程情報処理本科 平成14年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校大育 工業専門課程情報処理本科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

沖縄県 大育美容福祉専門学校 衛生専門課程美容本科（昼間部） 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
専門学校大育 衛生専門課程美容本科（昼間部） 平成16年4月1日 平成17年3月9日

沖縄県 大育理容美容専門学校 衛生専門課程美容本科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

沖縄県 沖縄ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校 商業実務専門課程英語ビジネス科 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30年2月28日

沖縄県 沖縄ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校 商業実務専門課程ホテル・トラベル科 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30年2月28日

沖縄県 沖縄アカデミー専門学校 専門課程介護福祉学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

沖縄県 沖縄アカデミー専門学校 専門課程セクレタリー・ビジネス学科 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
沖縄アカデミー専門学校 商業実務専門課程ビジネス・秘書学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

沖縄県 沖縄アカデミー専門学校 専門課程ホテル・トラベル学科 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
沖縄アカデミー専門学校 商業実務専門課程観光ビジネス学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

沖縄県 沖縄アカデミー専門学校 商業実務専門課程観光ビジネス学科 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

沖縄県 沖縄アカデミー専門学校 商業実務専門課程ビジネス・秘書学科 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

沖縄県 沖縄ウエル・スポーツ専門学校 商業専門課程スポーツ・ワーク科 平成17年12月26日 ～ 平成19年9月30日 平成17年12月26日
名称変

更
沖縄ウエル・スポーツ専門学校 文化教養専門課程スポーツワーク科 平成19年10月1日 平成22年11月29日

沖縄県 沖縄ウエル・スポーツ専門学校 商業専門課程マリン・ワーク科 平成17年12月26日 ～ 平成19年9月30日 平成17年12月26日
名称変

更
沖縄ウエル・スポーツ専門学校 商業実務専門課程マリンワーク科 平成19年10月1日 平成22年11月29日

沖縄県 沖縄ウエル・スポーツ専門学校 商業実務専門課程マリンワーク科 平成19年10月1日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
沖縄ウエル専門学校 商業実務専門課程マリンワーク科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

沖縄県 沖縄ウエル・スポーツ専門学校 文化教養専門課程スポーツワーク科 平成19年10月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

沖縄県 沖縄ウエル専門学校 商業実務専門課程医療介護事務科 平成26年1月28日 ～ 平成28年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

沖縄県 沖縄ウエル専門学校 商業実務専門課程マリンワーク科 平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
沖縄ウエル専門学校

商業実務専門課程マリンワーク科（2年課
程）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

沖縄県 沖縄ウエル専門学校 商業実務専門課程マリンワーク科（2年課程） 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

沖縄県 沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程実務経理本科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

沖縄県 沖縄大原簿記専門学校 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

沖縄県 沖縄大原簿記専門学校 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
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沖縄県 沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程法務ビジネス科 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

沖縄県 沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程情報経理本科 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程情報マネジメント科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

沖縄県 沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程税理士本科 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程税理士・会計科（２年） 平成14年4月1日 平成15年2月19日

沖縄県 沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程税理士本科（２年制） 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

沖縄県 沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程情報マネジメント科 平成14年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専修学校沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程情報マネジメント科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

沖縄県 沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程税理士・会計科（２年） 平成14年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専修学校沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程税理士・会計科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

沖縄県 沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程税理士本科（３年） 平成15年2月19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

沖縄県 沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程メディカルビジネス科 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
沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程医療福祉科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

沖縄県 沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程公務員ビジネス科 平成17年3月3日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

沖縄県 沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程医療福祉科 平成15年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専修学校沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程医療福祉科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

沖縄県 沖縄大原簿記専門学校 文化教養専門課程公務員ビジネス科（２年制） 平成17年12月26日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専修学校沖縄大原簿記専門学校

文化教養専門課程公務員ビジネス科（２年
制）

平成18年4月1日 平成19年2月22日

沖縄県 沖縄外語ビジネスカレッジ専門学校 専門課程英語英会話科 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

沖縄県 沖縄建築専門学校 専門課程建築科 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

沖縄県 沖縄県立浦添看護学校 看護婦専門課程看護第二学科 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
沖縄県立浦添看護学校 看護師専門課程看護第二学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

沖縄県 沖縄県立浦添看護学校 看護婦専門課程看護第一学科 平成11年3月2日 ～ 平成14年3月31日 平成11年3月2日
名称変

更
沖縄県立浦添看護学校 看護師専門課程看護第一学科 平成14年4月1日 平成11年3月2日

沖縄県 沖縄県立浦添看護学校 看護師専門課程看護第一学科 平成14年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
学校法人湘央学園浦添看護学校 医療専門課程第一看護学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

沖縄県 沖縄県立浦添看護学校 看護師専門課程看護第二学科 平成14年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

沖縄県 沖縄県立浦添看護学校 看護師専門課程看護第二学科 平成22年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
学校法人湘央学園浦添看護学校 医療専門課程第二看護学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

沖縄県 沖縄県立沖縄看護学校 医療専門課程看護学科 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

沖縄県 沖縄こども専門学校 教育・社会福祉専門課程こども総合学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

沖縄県 沖縄こども専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

沖縄県 沖縄歯科衛生士学校 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

沖縄県 沖縄情報経理専門学校 商業実務専門課程会計情報科 平成8年12月4日 ～ 平成21年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
沖縄情報経理専門学校 商業実務専門課程総合ライセンス科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

沖縄県 沖縄情報経理専門学校 商業実務専門課程経営情報科昼間部 平成8年12月4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

沖縄県 沖縄情報経理専門学校 商業実務専門課程経営情報科夜間部 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

沖縄県 沖縄情報経理専門学校 商業実務専門課程情報経営経理科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

沖縄県 沖縄情報経理専門学校 商業実務専門課程情報システム科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

沖縄県 沖縄情報経理専門学校 商業実務専門課程医療福祉保育科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日
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沖縄県 沖縄情報経理専門学校 商業実務専門課程総合ライセンス科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

沖縄県 沖縄情報経理専門学校名護校 工業専門課程情報処理科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

沖縄県 沖縄情報経理専門学校名護校 商業実務専門課程医療福祉科 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
沖縄情報経理専門学校名護校 商業実務専門課程医療福祉保育科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

沖縄県 沖縄情報経理専門学校名護校 商業実務専門課程情報経理科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

沖縄県 沖縄情報経理専門学校名護校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

沖縄県 沖縄情報経理専門学校名護校 工業専門課程情報システム科 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
沖縄情報経理専門学校名護校 工業専門課程総合ライセンス科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

沖縄県 沖縄情報経理専門学校名護校 工業専門課程総合ライセンス科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

沖縄県 沖縄情報経理専門学校名護校 商業実務専門課程医療福祉保育科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

沖縄県 沖縄情報経理専門学校那覇校 工業専門課程情報処理科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

沖縄県 沖縄情報経理専門学校那覇校 商業実務専門課程医療福祉科 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
沖縄情報経理専門学校那覇校 商業実務専門課程医療福祉保育科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

沖縄県 沖縄情報経理専門学校那覇校 商業実務専門課程英語観光科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

沖縄県 沖縄情報経理専門学校那覇校 商業実務専門課程情報経理科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

沖縄県 沖縄情報経理専門学校那覇校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

沖縄県 沖縄情報経理専門学校那覇校 工業専門課程情報システム科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

沖縄県 沖縄情報経理専門学校那覇校 商業実務専門課程会計情報科 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
沖縄情報経理専門学校那覇校 商業実務専門課程総合ライセンス科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

沖縄県 沖縄情報経理専門学校那覇校 商業実務専門課程医療福祉保育科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

沖縄県 沖縄情報経理専門学校那覇校 商業実務専門課程総合ライセンス科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

沖縄県 沖縄情報処理専門学校 商業実務専門課程医療福祉科 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
沖縄情報経理専門学校 商業実務専門課程医療福祉保育科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

沖縄県 沖縄情報処理専門学校 商業実務専門課程英語観光科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

沖縄県 沖縄情報処理専門学校 商業実務専門課程経営情報処理科 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

沖縄県 沖縄情報処理専門学校 商業実務専門課程情報経理科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

沖縄県 沖縄情報処理専門学校 商業実務専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

沖縄県 沖縄情報処理専門学校 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

沖縄県 沖縄情報処理専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

沖縄県 沖縄ビジネス外語学院 専門課程英語本科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

沖縄県 沖縄ビジネス外語学院 専門課程観光英語本科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

沖縄県 沖縄ビジネス外語学院 専門課程観光本科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

沖縄県 沖縄ビジネス外語学院 専門課程中国語本科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日
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沖縄県 沖縄ビジネス外語学院 専門課程公務員ビジネス本科昼間部 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

沖縄県 沖縄ビジネス外語学院 専門課程公務員ビジネス本科夜間部 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

沖縄県 沖縄福祉保育専門学校 専門課程福祉保育科 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
沖縄福祉保育専門学校 教育・社会福祉専門課程こども未来学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

沖縄県 沖縄福祉保育専門学校 教育・社会福祉専門課程ヒューマン介護福祉科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

沖縄県 沖縄福祉保育専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科 平成10年12月21日 ～ 平成21年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

沖縄県 沖縄福祉保育専門学校 教育・社会福祉専門課程こども未来学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

沖縄県 沖縄福祉保育専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉保育科 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

沖縄県 沖縄福祉保育専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育通信科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

沖縄県 沖縄ブライダルアンドホテル観光専門学校 商業実務専門課程　ブライダル科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

沖縄県 沖縄ブライダルアンドホテル観光専門学校 商業実務専門課程　ホテル観光科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

沖縄県 沖縄ラフ＆ピース専門学校 文化・教養専門課程　クリエイティブ学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

沖縄県 沖縄ラフ＆ピース専門学校 文化・教養専門課程　パフォーミングアーツ学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

沖縄県 沖縄和裁専門学校 専門課程服飾師範科 平成9年11月17日 ～ 平成19年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成19年3月31日 平成30年2月28日

沖縄県 海邦電子ビジネス専門学校 専門課程経理専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

沖縄県 海邦電子ビジネス専門学校 専門課程情報専攻科 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
海邦電子ビジネス専門学校 工業専門課程　医療ＩＴ専攻科 平成26年3月31日 平成30年2月28日

沖縄県 海邦電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療専攻科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

沖縄県 海邦電子ビジネス専門学校 文化・教養専門課程公務員専攻科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

沖縄県 海邦電子ビジネス専門学校 工業専門課程　医療ＩＴ専攻科 平成26年4月1日 ～ 平成30年2月28日

沖縄県 学校法人おもと会沖縄看護専門学校 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

沖縄県 学校法人湘央学園浦添看護学校 医療専門課程第一看護学科 平成24年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
学校法人湘央学園浦添看護学校 医療専門課程看護学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

沖縄県 学校法人湘央学園浦添看護学校 医療専門課程第二看護学科 平成24年4月1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

沖縄県 学校法人湘央学園浦添看護学校 医療専門課程看護学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

沖縄県 学校法人新島学園沖縄調理師専門学校 衛生専門課程調理師科（２年制） 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

沖縄県 国際コミュニティカレッジ 専門課程国際観光学科 平成15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27年2月19日

沖縄県 国際ツーリズム専門学校 専門課程国際観光学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国際コミュニティカレッジ 専門課程国際観光学科 平成15年4月1日 平成17年12月26日

沖縄県 国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程情報処理本科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程情報ライセンス科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

沖縄県 国際電子ビジネス専門学校 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

沖縄県 国際電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＯＡビジネス本科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国際電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＯＡビジネス科 平成8年4月1日 平成8年12月4日
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沖縄県 国際電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理本科 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

沖縄県 国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィック科 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

沖縄県 国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程情報ライセンス科 平成8年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程ＩＴエンジニア科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

沖縄県 国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程マルチメディア科 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
国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程デジタルデザイン科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

沖縄県 国際電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＯＡビジネス科 平成8年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

沖縄県 国際電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成8年12月4日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
国際電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療福祉ビジネス科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

沖縄県 国際電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理本科 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30年2月28日

沖縄県 国際電子ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員ビジネス科 平成8年12月4日 ～ 平成18年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
専修学校国際電子ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員ビジネス科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

沖縄県 国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程情報通信ネットワーク科 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

沖縄県 国際電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療福祉ビジネス科 平成11年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専修学校国際電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療福祉ビジネス科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

沖縄県 国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程ゲームソフト科 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

沖縄県 国際電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程メイク・スタイリスト科 平成14年2月27日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
国際電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビューティービジネス科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

沖縄県 国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程情報スペシャリスト科 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

沖縄県 国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程デジタルデザイン科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程ＩＴデザイン科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

沖縄県 国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程ＩＴエンジニア科 平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専修学校国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程ＩＴエンジニア科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

沖縄県 国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程ＩＴデザイン科 平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専修学校国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程ＩＴデザイン科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

沖縄県 国際電子ビジネス専門学校 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

沖縄県 国際リゾート＆スポーツ専門学校 商業専門課程観光英語科 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

沖縄県 国際リゾート＆スポーツ専門学校 商業専門課程トラベルビジネス科 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

沖縄県 国際リゾート＆スポーツ専門学校 商業専門課程マリンレジャー科 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

沖縄県 国際リゾート＆スポーツ専門学校 商業専門課程リゾートビジネス科 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
国際リゾート・スポーツ科学専門学校 商業専門課程リゾートビジネス科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

沖縄県 国際リゾート・スポーツ科学専門学校 商業専門課程英語ビジネス科 平成8年12月4日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

沖縄県 国際リゾート・スポーツ科学専門学校 商業専門課程スポーツビジネス科 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

沖縄県 国際リゾート・スポーツ科学専門学校 商業専門課程リゾートビジネス科 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
ハイテクノロジー学園ＳＯＬＡ沖縄専門学
校

商業実務専門課程リゾートホテル学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

沖縄県 国際リゾート・スポーツ科学専門学校 商業専門課程マリンビジネス科 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
ハイテクノロジー学園ＳＯＬＡ沖縄専門学
校

商業実務専門課程マリンスポーツ学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

沖縄県 国際リゾート・スポーツ科学専門学校 商業専門課程ライフセービング科 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
ハイテクノロジー学園ＳＯＬＡ沖縄専門学
校

文化・教養専門課程公務員ビジネス学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

沖縄県 国際リゾート・スポーツ科学専門学校 商業専門課程スポーツ科学科 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
ハイテクノロジー学園ＳＯＬＡ沖縄専門学
校

文化・教養専門課程スポーツ科学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

沖縄県 国際リゾート・スポーツ科学専門学校 商業専門課程ビジネスクリエイト科 平成12年2月8日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
ハイテクノロジー学園ＳＯＬＡ沖縄専門学
校

文化・教養専門課程トータルビューティー学
科

平成15年4月1日 平成16年2月17日
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沖縄県 国際リゾート観光専門学校 商業専門課程観光英語科 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
国際リゾート＆スポーツ専門学校 商業専門課程観光英語科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

沖縄県 国際リゾート観光専門学校 商業専門課程トラベルビジネス科 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
国際リゾート＆スポーツ専門学校 商業専門課程トラベルビジネス科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

沖縄県 国際リゾート観光専門学校 商業専門課程マリンレジャー科 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
国際リゾート＆スポーツ専門学校 商業専門課程マリンレジャー科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

沖縄県 国際リゾート観光専門学校 商業専門課程リゾートビジネス科 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
国際リゾート＆スポーツ専門学校 商業専門課程リゾートビジネス科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

沖縄県 コスモ・インフォメーション・テクノ・カレッジ 工業専門課程情報処理本科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成30年2月28日

沖縄県 コスモ・インフォメーション・テクノ・カレッジ 商業専門課程情報経理本科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成30年2月28日

沖縄県 サイ・テク・カレッジ 工業専門課程環境建築学科 平成9年11月17日 ～ 平成30年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
サイ・テク・カレッジ美浜 工業専門課程　環境建築学科 平成30年4月1日 平成31日1月25日

沖縄県 サイ・テク・カレッジ 工業専門課程環境生態学科 平成9年11月17日 ～ 平成30年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
サイ・テク・カレッジ美浜 工業専門課程　環境生態学科 平成30年4月1日 平成31日1月25日

沖縄県 サイ・テク・カレッジ 工業専門課程環境土木学科 平成9年11月17日 ～ 平成30年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
サイ・テク・カレッジ美浜 工業専門課程　環境土木学科 平成30年4月1日 平成31日1月25日

沖縄県 サイ・テク・カレッジ 工業専門課程生物工学科 平成9年11月17日 ～ 平成30年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
サイ・テク・カレッジ美浜 工業専門課程　生物工学科 平成30年4月1日 平成31日1月25日

沖縄県 サイ・テク・カレッジ 医療専門課程栄養薬業学科 平成19年2月1日 ～ 平成30年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
サイ・テク・カレッジ美浜 医療専門課程　栄養薬業学科 平成30年4月1日 平成31日1月25日

沖縄県 サイ・テク・カレッジ 工業専門課程ユビキタスＩＴ学科 平成22年2月26日 ～ 平成27年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
サイ・テク・カレッジ 工業専門課程ＩＴ総合学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

沖縄県 サイ・テク・カレッジ 工業専門課程ＩＴ総合学科 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
サイ・テク・カレッジ美浜 工業専門課程　ＩＴ総合学科 平成30年4月1日 平成31日1月25日

沖縄県 サイ・テク・カレッジ那覇 工業専門課程環境デザイン科 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

沖縄県 サイ・テク・カレッジ那覇 工業専門課程環境土木科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

沖縄県 サイ・テク・カレッジ那覇 工業専門課程建築デザイン科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

沖縄県 サイ・テク・カレッジ那覇 工業専門課程国際コミュニケーション情報科 平成15年2月19日 ～ 平成24年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
サイ・テク・カレッジ那覇 工業専門課程国際情報ビジネス科 平成24年4月1日 平成27年2月19日

沖縄県 サイ・テク・カレッジ那覇 工業専門課程コンピュータ・グラフィックス科 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

沖縄県 サイ・テク・カレッジ那覇 工業専門課程情報システム科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

沖縄県 サイ・テク・カレッジ那覇 工業専門課程国際情報ビジネス科 平成24年4月1日 ～ 平成27年2月19日

沖縄県 サイ・テク・カレッジ那覇 商業実務専門課程自然・文化ツーリズム科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

沖縄県 サイ・テク・カレッジ美浜 医療専門課程　栄養薬業学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

沖縄県 サイ・テク・カレッジ美浜 工業専門課程　ＩＴ総合学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

沖縄県 サイ・テク・カレッジ美浜 工業専門課程　環境建築学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

沖縄県 サイ・テク・カレッジ美浜 工業専門課程　環境生態学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

沖縄県 サイ・テク・カレッジ美浜 工業専門課程　環境土木学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

沖縄県 サイ・テク・カレッジ美浜 工業専門課程　生物工学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

沖縄県 財団法人おもと会沖縄看護専門学校 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
学校法人おもと会沖縄看護専門学校 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
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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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年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

沖縄県 尚学院国際ビジネスアカデミー 教育・社会福祉専門課程こども未来本科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

沖縄県 尚学院国際ビジネスアカデミー 商業実務専門課程医療福祉本科 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

沖縄県 尚学院国際ビジネスアカデミー
商業実務専門課程国際ビジネス本科（２年課程）
（昼間部）

平成20年4月1日 ～ 平成22年11月29日

沖縄県 尚学院国際ビジネスアカデミー
商業実務専門課程国際ビジネス本科（２年課程）
（夜間部）

平成20年4月1日 ～ 平成31年4月11日 平成22年11月29日 廃止 平成31年4月11日 令和2年2月29日

沖縄県 尚学院国際ビジネスアカデミー 商業実務専門課程国際ビジネス本科（３年制） 平成20年4月1日 ～ 平成22年11月29日

沖縄県 尚学院国際ビジネスアカデミー 文化・教養専門課程公務員教養本科（昼間部） 平成20年4月1日 ～ 平成22年11月29日

沖縄県 尚学院国際ビジネスアカデミー 文化・教養専門課程公務員教養本科（夜間部） 平成20年4月1日 ～ 平成31年4月11日 平成22年11月29日 廃止 平成31年4月11日 令和2年2月29日

沖縄県 スターウッドＢｅＢ美容専門学校 衛生専門課程美容師学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

沖縄県 スターウッドＢｅＢ美容専門学校 文化・教養専門課程トータルビューティー学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

沖縄県 スターウッドＢｅＢ美容専門学校 文化・教養専門課程ブライダル学科 平成27年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成28年2月29日
名称変

更
スターウッドＢｅＢ美容専門学校

文化・教養専門課程　ビューティーウエディ
ング総合学科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

沖縄県 スターウッドＢｅＢ美容専門学校
文化・教養専門課程　ビューティーウエディング総
合学科

平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

沖縄県 スペースチャイナ外語学院 文化・教養専門課程　中国語専門科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

沖縄県 専修学校　沖縄大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程情報経理科（３年制） 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

沖縄県 専修学校育成保育カレッジ学院 社会福祉専門課程福祉保育科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

沖縄県
専修学校インターナショナルデザインアカデ
ミー

文化教養専門課程インテリアデザイン科 平成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
専修学校インターナショナルデザインア
カデミー

文化教養専門課程プロダクト・工芸デザイ
ン科

平成20年4月1日 平成22年2月26日

沖縄県
専修学校インターナショナルデザインアカデ
ミー

文化教養専門課程グラフィックデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

沖縄県
専修学校インターナショナルデザインアカデ
ミー

工業専門課程建築・ＣＡＤ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
専修学校インターナショナルデザインア
カデミー

工業専門課程建築・ＣＧ科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

沖縄県
専修学校インターナショナルデザインアカデ
ミー

文化教養専門課程コンピュータ・グラフィックス科 平成8年12月4日 ～ 平成18年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
専修学校インターナショナルデザインア
カデミー

文化教養専門課程デジタルデザイン科 平成18年4月1日 平成20年2月26日

沖縄県
専修学校インターナショナルデザインアカデ
ミー

文化教養専門課程ファッションデザイン科 平成15年2月19日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専修学校インターナショナルデザインア
カデミー

文化教養専門課程ファッションビジネス科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

沖縄県
専修学校インターナショナルデザインアカデ
ミー

工業専門課程建築・ＣＧ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
専修学校インターナショナルデザインア
カデミー

工業専門課程空間デザイン科 平成20年4月1日 平成22年2月26日

沖縄県
専修学校インターナショナルデザインアカデ
ミー

文化教養専門課程Web・映像デザイン科 平成17年12月26日 ～ 平成17年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専修学校インターナショナルデザインア
カデミー

文化教養専門課程　Ｗｅｂデザイン科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

沖縄県
専修学校インターナショナルデザインアカデ
ミー

文化教養専門課程Ｗｅｂデザイン科 平成17年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

沖縄県
専修学校インターナショナルデザインアカデ
ミー

文化教養専門課程デジタルデザイン科 平成18年4月1日 ～ 平成20年2月26日

沖縄県
専修学校インターナショナルデザインアカデ
ミー

文化教養専門課程ショップビジネス科 平成21年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

沖縄県
専修学校インターナショナルデザインアカデ
ミー

工業専門課程空間デザイン科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
専修学校インターナショナルデザインア
カデミー

工業専門課程インテリア・建築デザイン科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

沖縄県
専修学校インターナショナルデザインアカデ
ミー

文化教養専門課程プロダクト・工芸デザイン科 平成20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

沖縄県
専修学校インターナショナルデザインアカデ
ミー

工業専門課程インテリア・建築デザイン科 平成23年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
専修学校インターナショナルデザインア
カデミー

工業専門課程　インテリア・建築デザイン科
（２年制）

平成29年3月31日 平成30年2月28日

沖縄県
専修学校インターナショナルデザインアカデ
ミー

文化教養専門課程ファッションビジネス科 平成23年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
専修学校インターナショナルデザインア
カデミー

文化教養専門課程ファッション科 平成27年4月1日 平成28年2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

沖縄県
専修学校インターナショナルデザインアカデ
ミー

文化教養専門課程マンガ科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

沖縄県
専修学校インターナショナルデザインアカデ
ミー

文化教養専門課程ファッション科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

沖縄県
専修学校インターナショナルデザインアカデ
ミー

工業専門課程　インテリア・建築デザイン科（２年
制）

平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

沖縄県
専修学校インターナショナルデザインアカデ
ミー

工業専門課程　インテリア・建築デザイン科（３年
制）

平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

沖縄県
専修学校インターナショナルリゾートカレッ
ジ

商業実務専門課程リゾート観光科 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
専修学校インターナショナルリゾートカ
レッジ

商業実務専門課程ホテル・ブライダル科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

沖縄県
専修学校インターナショナルリゾートカレッ
ジ

文化教養専門課程国際ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専修学校インターナショナルリゾートカ
レッジ

文化教養専門課程国際トラベル科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

沖縄県
専修学校インターナショナルリゾートカレッ
ジ

文化教養専門課程国際トラベル科 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
専修学校インターナショナルリゾートカ
レッジ

商業実務専門課程国際トラベル科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

沖縄県
専修学校インターナショナルリゾートカレッ
ジ

商業実務専門課程国際トラベル科 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
専修学校インターナショナルリゾートカ
レッジ

商業実務専門課程ワールドトラベル科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

沖縄県
専修学校インターナショナルリゾートカレッ
ジ

商業実務専門課程エアラインビジネス科 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
専修学校インターナショナルリゾートカ
レッジ

商業実務専門課程エアラインビジネス科（２
年制）

平成23年4月1日 平成25年1月29日

沖縄県
専修学校インターナショナルリゾートカレッ
ジ

教育・社会福祉専門課程福祉保育科 平成17年12月26日 ～ 平成25年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成25年3月31日 平成25年3月31日

沖縄県
専修学校インターナショナルリゾートカレッ
ジ

商業実務専門課程エアポートビジネス科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

沖縄県
専修学校インターナショナルリゾートカレッ
ジ

商業実務専門課程ホテル・ブライダル科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

沖縄県
専修学校インターナショナルリゾートカレッ
ジ

商業実務専門課程ワールドトラベル科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

沖縄県
専修学校インターナショナルリゾートカレッ
ジ

商業実務専門課程エアラインビジネス科（２年制） 平成23年4月1日 ～ 平成25年1月29日

沖縄県
専修学校インターナショナルリゾートカレッ
ジ

商業実務専門課程エアラインビジネス科（３年制） 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

沖縄県
専修学校インターナショナルリゾートカレッ
ジ

商業実務専門課程グローバルビジネス科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

沖縄県 専修学校エルケア医療保育専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉保育科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

沖縄県 専修学校エルケア医療保育専門学校 商業実務専門課程医療福祉ビジネス科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

沖縄県 専修学校沖縄大原簿記公務員専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉保育科 平成23年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

沖縄県 専修学校沖縄大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程医療福祉科 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

沖縄県 専修学校沖縄大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程税理士会計科（２年制） 平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
専修学校沖縄大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程情報経理科（２年制） 平成24年3月31日 平成25年1月29日

沖縄県 専修学校沖縄大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程税理士会計科（３年制） 平成23年12月22日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
専修学校　沖縄大原簿記公務員専門学
校

商業実務専門課程情報経理科（３年制） 平成25年4月1日 平成26年1月28日

沖縄県 専修学校沖縄大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程ビジネスライセンス科 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

沖縄県 専修学校沖縄大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程公務員ビジネス科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

沖縄県 専修学校沖縄大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程情報経理科（２年制） 平成24年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成25年1月29日
名称変

更
専修学校沖縄大原簿記公務員専門学校

商業実務専門課程　総合ビジネス科（２年
制）

平成31年4月1日 令和2年2月29日

沖縄県 専修学校沖縄大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス科（２年制） 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

沖縄県 専修学校沖縄大原簿記専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉保育科 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
専修学校沖縄大原簿記公務員専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉保育科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

沖縄県 専修学校沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程医療福祉科 平成18年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専修学校沖縄大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程医療福祉科 平成23年4月1日 平成23年12月22日
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沖縄県 専修学校沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程情報マネジメント科 平成18年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専修学校沖縄大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程ビジネスライセンス科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

沖縄県 専修学校沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程税理士・会計科 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
専修学校沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程会計マネジメント科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

沖縄県 専修学校沖縄大原簿記専門学校 文化教養専門課程公務員ビジネス科（２年制） 平成18年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

沖縄県 専修学校沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程会計マネジメント科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専修学校沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程税理士会計科（２年制） 平成20年4月1日 平成22年2月26日

沖縄県 専修学校沖縄大原簿記専門学校 商業実務専門課程税理士会計科（２年制） 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
専修学校沖縄大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程税理士会計科（２年制） 平成23年4月1日 平成23年12月22日

沖縄県 専修学校沖縄ペットワールド専門学校 文化・教養課程動物看護士学科 平成17年12月26日 ～ 平成18年2月28日 平成17年12月26日
名称変

更
専修学校沖縄ペットワールド専門学校 文化・教養課程動物看護師学科 平成18年3月1日 平成21年2月27日

沖縄県 専修学校沖縄ペットワールド専門学校 文化・教養課程ペット健康管理学科 平成17年12月26日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専修学校沖縄ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程動物健康管理学科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

沖縄県 専修学校沖縄ペットワールド専門学校 文化・教養課程動物看護師学科 平成18年3月1日 ～ 平成19年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専修学校沖縄ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程動物看護学科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

沖縄県 専修学校沖縄ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程海洋生物・ＥＣＯ学科 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

沖縄県 専修学校沖縄ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程動物看護学科 平成19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

沖縄県 専修学校沖縄ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程動物健康管理学科 平成19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

沖縄県 専修学校沖縄ペットワールド専門学校
文化・教養専門課程動物看護・管理学科（動物看
護士コース）

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
専修学校沖縄ペットワールド専門学校

文化・教養専門課程動物看護・管理学科
（動物看護師コース）

平成24年4月1日 平成25年1月29日

沖縄県 専修学校沖縄ペットワールド専門学校
文化・教養専門課程動物看護・管理学科（動物飼
育・ショップビジネスコース）

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
専修学校沖縄ペットワールド専門学校

文化・教養専門課程動物看護・管理学科（２
年制）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

沖縄県 専修学校沖縄ペットワールド専門学校
文化・教養専門課程動物看護・管理学科（ドッグケ
ア・トレーナーコース）

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
専修学校沖縄ペットワールド専門学校

文化・教養専門課程動物看護・管理学科（２
年制）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

沖縄県 専修学校沖縄ペットワールド専門学校
文化・教養専門課程動物看護・管理学科（ペット
ビューティーコース）

平成23年12月22日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
専修学校沖縄ペットワールド専門学校

文化・教養専門課程動物看護・管理学科
（ペットビジネス・トリマーコース）

平成25年4月1日 平成26年1月28日

沖縄県 専修学校沖縄ペットワールド専門学校
文化・教養専門課程動物看護・管理学科（動物看
護師コース）

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
専修学校沖縄ペットワールド専門学校

文化・教養専門課程動物看護・管理学科（２
年制）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

沖縄県 専修学校沖縄ペットワールド専門学校
文化・教養専門課程動物看護・管理学科（ペットビ
ジネス・トリマーコース）

平成25年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
専修学校沖縄ペットワールド専門学校

文化・教養専門課程動物看護・管理学科（２
年制）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

沖縄県 専修学校沖縄ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程動物看護・管理学科（２年制） 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

沖縄県 専修学校沖縄ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程動物看護・管理学科（３年制） 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

沖縄県 専修学校国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程ＩＴエンジニア科 平成18年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専修学校国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程ＩＴエンジニア科（２年制） 平成23年4月1日 平成23年12月22日

沖縄県 専修学校国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程ＩＴデザイン科 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
専修学校国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程デジタルデザイン科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

沖縄県 専修学校国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

沖縄県 専修学校国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程情報ライセンス科 平成19年2月1日 ～ 平成28年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専修学校国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程情報ライセンス科（２年制） 平成28年4月1日 平成29年2月28日

沖縄県 専修学校国際電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療福祉ビジネス科 平成18年4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

沖縄県 専修学校国際電子ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員ビジネス科 平成18年4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

沖縄県 専修学校国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程情報スペシャリスト科（３年制） 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

沖縄県 専修学校国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程デジタルデザイン科 平成19年4月1日 ～ 平成21年2月27日

沖縄県 専修学校国際電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程オフィスキャリア科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日
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沖縄県 専修学校国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程ＩＴエンジニア科（２年制） 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

沖縄県 専修学校国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程ＩＴエンジニア科（３年制） 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

沖縄県 専修学校国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程組込みシステム科 平成27年2月19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

沖縄県 専修学校国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程情報ライセンス科（２年制） 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

沖縄県 専修学校国際電子ビジネス専門学校 工業専門課程情報ライセンス科（４年制） 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

沖縄県 専修学校尚学院国際ビジネスアカデミー
商業実務専門課程国際ビジネス本科（２年課程）
（昼間部）

平成17年12月26日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
尚学院国際ビジネスアカデミー

商業実務専門課程国際ビジネス本科（２年
課程）（昼間部）

平成20年4月1日 平成22年11月29日

沖縄県 専修学校尚学院国際ビジネスアカデミー
商業実務専門課程国際ビジネス本科（２年課程）
（夜間部）

平成17年12月26日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
尚学院国際ビジネスアカデミー

商業実務専門課程国際ビジネス本科（２年
課程）（夜間部）

平成20年4月1日 平成22年11月29日

沖縄県 専修学校尚学院国際ビジネスアカデミー 文化・教養専門課程公務員教養本科（昼間部) 平成17年12月26日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
尚学院国際ビジネスアカデミー

文化・教養専門課程公務員教養本科（昼間
部）

平成20年4月1日 平成22年11月29日

沖縄県 専修学校尚学院国際ビジネスアカデミー 文化・教養専門課程公務員教養本科（夜間部) 平成17年12月26日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
尚学院国際ビジネスアカデミー

文化・教養専門課程公務員教養本科（夜間
部）

平成20年4月1日 平成22年11月29日

沖縄県 専修学校尚学院国際ビジネスアカデミー 商業実務専門課程医療福祉本科 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
尚学院国際ビジネスアカデミー 商業実務専門課程医療福祉本科 平成20年4月1日 平成22年11月29日

沖縄県 専修学校尚学院国際ビジネスアカデミー 商業実務専門課程国際ビジネス本科（３年制） 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
尚学院国際ビジネスアカデミー

商業実務専門課程国際ビジネス本科（３年
制）

平成20年4月1日 平成22年11月29日

沖縄県 専修学校ビューティーモードカレッジ 衛生課程美容科 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
専修学校ビューティーモードカレッジ 衛生専門課程美容科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

沖縄県 専修学校ビューティーモードカレッジ 文化教養課程ビューティービジネス科 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
専修学校ビューティーモードカレッジ 文化教養専門課程ビューティービジネス科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

沖縄県 専修学校ビューティーモードカレッジ 文化教養専門課程ビューティービジネス科 平成19年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専修学校ビューティーモードカレッジ 文化教養専門課程　トータルビューティー科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

沖縄県 専修学校ビューティーモードカレッジ 衛生専門課程美容科 平成19年4月1日 ～ 平成21年2月27日

沖縄県 専修学校ビューティーモードカレッジ 文化教養専門課程　トータルビューティー科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

沖縄県 専門学校ＩＴカレッジ沖縄 工業専門課程ＩＴエンジニア科 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
専門学校ＩＴカレッジ沖縄 工業専門課程エンジニア科 平成23年4月1日 平成25年1月29日

沖縄県 専門学校ＩＴカレッジ沖縄 商業実務専門課程ＩＴビジネス科 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
専門学校ＩＴカレッジ沖縄 商業実務専門課程Webサイトデザイン科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

沖縄県 専門学校ＩＴカレッジ沖縄 文化教養専門課程公務員ビジネス科 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
専門学校ＩＴカレッジ沖縄 文化教養専門課程公務員ＩＴ科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

沖縄県 専門学校ＩＴカレッジ沖縄 商業実務専門課程Ｗｅｂサイトデザイン科 平成18年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校ＩＴカレッジ沖縄 商業実務専門課程クリエイター科 平成23年4月1日 平成25年1月29日

沖縄県 専門学校ＩＴカレッジ沖縄 文化教養専門課程公務員ＩＴ科 平成18年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校ＩＴカレッジ沖縄 文化教養専門課程公務員ビジネス科 平成23年4月1日 平成25年1月29日

沖縄県 専門学校ＩＴカレッジ沖縄 工業専門課程エンジニア科 平成23年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
専門学校ＩＴカレッジ沖縄

工業専門課程エンジニア科（ネットワークセ
キュリティコース）/
工業専門課程エンジニア科（システムコー
ス）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

沖縄県 専門学校ＩＴカレッジ沖縄 商業実務専門課程クリエイター科 平成23年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
専門学校ＩＴカレッジ沖縄 商業実務専門課程　ゲームクリエイター科 平成29年4月1日 平成31年4月1日

沖縄県 専門学校ＩＴカレッジ沖縄 文化教養専門課程公務員ビジネス科 平成23年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

沖縄県 専門学校ＩＴカレッジ沖縄 工業専門課程エンジニア科（システムコース） 平成26年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
専門学校ＩＴカレッジ沖縄 工業専門課程　ＩＴスペシャリスト科 平成28年4月1日 平成31日1月25日

沖縄県 専門学校ＩＴカレッジ沖縄
工業専門課程エンジニア科（ネットワークセキュリ
ティコース）

平成26年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
専門学校ＩＴカレッジ沖縄 工業専門課程　ネットワークセキュリティ科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

沖縄県 専門学校ＩＴカレッジ沖縄 文化教養専門課程日本語ビジネスコース 平成29年2月28日 ～ 平成29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

沖縄県 専門学校ＩＴカレッジ沖縄 工業専門課程　ネットワークセキュリティ科 平成29年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
専門学校ＩＴカレッジ沖縄 工業専門課程　サイバーセキュリティ科 平成29年4月1日 平成31日1月25日

沖縄県 専門学校ＩＴカレッジ沖縄 工業専門課程　ＩＴスペシャリスト科 平成28年4月1日 ～ 平成31年1月25日

沖縄県 専門学校ＩＴカレッジ沖縄 工業専門課程　サイバーセキュリティ科 平成29年4月1日 ～ 平成31年1月25日

沖縄県 専門学校ＩＴカレッジ沖縄 商業実務専門課程　ゲームクリエイター科 平成29年4月1日 ～ 平成31年1月25日

沖縄県
専門学校ＯＫＩＮＡＷＡファッション・デザイン
アカデミー

服飾専門課程ファッションデザイン科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校沖縄ブライダル・モード学園 文化教養専門課程ファッションデザイン科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

沖縄県 専門学校沖縄統合医療学院 医療専門課程　第１柔道整復学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

沖縄県 専門学校沖縄統合医療学院 医療専門課程　第１鍼灸学科 平成30年2月29日 ～ 平成30年2月29日

沖縄県 専門学校沖縄統合医療学院 医療専門課程　第２柔道整復学科 平成30年2月30日 ～ 平成30年2月30日

沖縄県 専門学校沖縄統合医療学院 医療専門課程　第２鍼灸学科 平成30年2月31日 ～ 平成30年2月31日

沖縄県 専門学校大育 衛生専門課程美容本科（昼間部） 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

沖縄県 専門学校大育 教育・社会福祉専門課程福祉本科 平成16年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

沖縄県 専門学校大育 工業専門課程情報処理本科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

沖縄県 専門学校大育 医療専門課程歯科衛生士科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

沖縄県 専門学校大育 衛生専門課程調理本科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

沖縄県 専門学校沖縄中央学園 社会福祉専門課程福祉保育科昼間部 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

沖縄県 専門学校沖縄中央学園 服飾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19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校ＯＫＩＮＡＷＡファッション・デザイ
ンアカデミー

服飾専門課程ファッションデザイン科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

沖縄県 専門学校沖縄中央学園 社会福祉専門課程福祉情報科 平成15年2月19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

沖縄県 専門学校沖縄中央学園 社会福祉専門課程医療福祉情報科 平成20年2月26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30年2月28日

沖縄県 専門学校沖縄中央学園 社会福祉専門課程福祉保育科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

沖縄県 専門学校沖縄中央学園 社会福祉専門課程医療ビジネス科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

沖縄県 専門学校沖縄ビジネス公務員情報学院
工業専門課程情報処理本科午前部(システム専
攻)

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
専門学校沖縄ビジネス公務員情報学院

工業専門課程情報処理本科システムクリエ
イティブ専攻

平成11年4月1日 平成12年2月8日

沖縄県 専門学校沖縄ビジネス公務員情報学院
工業専門課程情報処理本科午前部(ニューメディ
ア専攻)

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
専門学校沖縄ビジネス公務員情報学院

工業専門課程マルチメディアビジネス
本科ＣＡＤビジュアルデザイン専攻

平成11年4月1日 平成12年2月8日

沖縄県 専門学校沖縄ビジネス公務員情報学院 工業専門課程情報処理本科夜間部 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
専門学校沖縄ビジネス公務員情報学院

工業専門課程情報処理本科システムクリエ
イティブ専攻夜間部

平成11年4月1日 平成12年2月8日

沖縄県 専門学校沖縄ビジネス公務員情報学院 工業専門課程情報オンライン本科 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校沖縄ビジネス公務員情報学院

工業専門課程情報処理本科ネットワークラ
イセンス専攻

平成11年4月1日 平成12年2月8日

沖縄県 専門学校沖縄ビジネス公務員情報学院 工業専門課程情報処理本科（ビジネス専攻） 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校沖縄ビジネス公務員情報学院

工業専門課程マルチメディアビジネス本科
ビジネス専攻

平成11年4月1日 平成12年2月8日

沖縄県 専門学校沖縄ビジネス公務員情報学院 商業実務専門課程公務員ビジネス本科昼間部 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
ピジョンインターナショナルスクールオブ
ビジネス

商業実務専門課程公務員ビジネス本科（昼
間部）

平成12年4月1日 平成13年3月8日

沖縄県 専門学校沖縄ビジネス公務員情報学院 商業実務専門課程公務員ビジネス本科夜間部 平成7年11月30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

沖縄県 専門学校沖縄ビジネス公務員情報学院
工業専門課程情報処理本科システムクリエイティ
ブ専攻

平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
ピジョンインターナショナルスクールオブ
ビジネス

工業専門課程情報処理本科 平成12年4月1日 平成13年3月8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

沖縄県 専門学校沖縄ビジネス公務員情報学院
工業専門課程情報処理本科システムクリエイティ
ブ専攻夜間部

平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

沖縄県 専門学校沖縄ビジネス公務員情報学院
工業専門課程情報処理本科ネットワークライセン
ス専攻

平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

沖縄県 専門学校沖縄ビジネス公務員情報学院
工業専門課程マルチメディアビジネス本科ＣＡＤビ
ジュアルデザイン専攻

平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

沖縄県 専門学校沖縄ビジネス公務員情報学院
工業専門課程マルチメディアビジネス本科ビジネ
ス専攻

平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
ピジョンインターナショナルスクールオブ
ビジネス

工業専門課程マルチメディアビジネス本科
ビジネス専攻

平成12年4月1日 平成13年3月8日

沖縄県 専門学校沖縄ブライダル・モード学園 文化教養専門課程ファッションデザイン科 平成22年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
専門学校沖縄ブライダルモード学園 文化教養専門課程ファッションデザイン科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

沖縄県 専門学校沖縄ブライダル・モード学園 文化教養専門課程ブライダル・ホテル科 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
専門学校沖縄ブライダル・モード学園 文化教養専門課程ブライダルリゾート科 平成27年4月1日 平成29年2月28日

沖縄県 専門学校沖縄ブライダル・モード学園 文化教養専門課程ブライダルリゾート科 平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成29年2月28日
名称変

更
専門学校沖縄ブライダルモード学園 文化教養専門課程ブライダルリゾート科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

沖縄県 専門学校沖縄ブライダルモード学園 文化教養専門課程ファッションデザイン科 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成29年2月28日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

沖縄県 専門学校沖縄ブライダルモード学園 文化教養専門課程ブライダルリゾート科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

沖縄県 専門学校スペースチャイナ外国語学院 文化・教養専門課程中国語専門科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

沖縄県 専門学校那覇日経ビジネス 商業実務専門課程エアラインビジネス科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

沖縄県 専門学校那覇日経ビジネス 商業実務専門課程キャリアビジネス科 平成24年4月1日 ～ 平成27年2月19日

沖縄県 専門学校那覇日経ビジネス 商業実務専門課程ホテル観光学科 平成24年4月1日 ～ 平成27年2月19日

沖縄県 専門学校那覇日経ビジネス 商業実務専門課程メディカルスタッフビジネス科 平成24年4月1日 ～ 平成27年2月19日

沖縄県 専門学校那覇日経ビジネス 文化・教養専門課程公務員ビジネス科 平成24年4月1日 ～ 平成27年2月19日

沖縄県 専門学校那覇日経ビジネス 文化・教養専門課程国際英米学科 平成24年4月1日 ～ 平成27年2月19日

沖縄県 専門学校日経ビジネス 工業専門課程デジタルデザイン科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

沖縄県 専門学校日経ビジネス 商業実務専門課程オフィスビジネス科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

沖縄県 専門学校日経ビジネス 商業実務専門課程キャリアビジネス科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

沖縄県 専門学校日経ビジネス 商業実務専門課程メディカルスタッフビジネス科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

沖縄県 専門学校日経ビジネス 商業実務専門課程ユニバーサルビジネス科 平成20年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校日経ビジネス 商業実務専門課程エアラインビジネス科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

沖縄県 専門学校日経ビジネス 文化・教養専門課程英米語学留学科 平成20年2月26日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校日経ビジネス 文化・教養専門課程国際英米学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

沖縄県 専門学校日経ビジネス 文化・教養専門課程公務員ビジネス科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

沖縄県 専門学校日経ビジネス 商業実務専門課程ホテル観光学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

沖縄県 専門学校日経ビジネス 文化・教養専門課程国際英米学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

沖縄県 専門学校日経ビジネス 商業実務専門課程エアラインビジネス科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

沖縄県 専門学校日経ビジネス工学院 商業実務専門課程情報経理科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校日経ビジネス工学院 商業実務専門課程キャリアビジネス科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

沖縄県 専門学校日経ビジネス工学院 商業実務専門課程公務員ビジネス本科 平成8年12月4日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
専門学校日経ビジネス工学院

商業実務専門課程公務員ビジネス科（２年
課程）

平成13年4月1日 平成14年2月27日
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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

沖縄県 専門学校日経ビジネス工学院 工業専門課程コンピュータビジネス科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校日経ビジネス工学院 工業専門課程デジタルデザイン科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

沖縄県 専門学校日経ビジネス工学院 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31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校日経ビジネス工学院

商業実務専門課程メディカルスタッフビジネ
ス科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

沖縄県 専門学校日経ビジネス工学院 工業専門課程デジタルデザイン科 平成13年4月1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

沖縄県 専門学校日経ビジネス工学院 商業実務専門課程キャリアビジネス科 平成13年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成28年3月31日 平成30年2月28日

沖縄県 専門学校日経ビジネス工学院 商業実務専門課程公務員ビジネス科（２年課程） 平成13年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成28年3月31日 平成30年2月28日

沖縄県 専門学校日経ビジネス工学院 商業実務専門課程メディカルスタッフビジネス科 平成13年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成28年3月31日 平成30年2月28日

沖縄県 専門学校日経ビジネス工学院 商業実務専門課程ユニバーサルビジネス科 平成14年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校日経ビジネス工学院 商業実務専門課程エアラインビジネス科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

沖縄県 専門学校日経ビジネス工学院 商業実務専門課程オフィスビジネス科 平成17年12月26日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

沖縄県 専門学校日経ビジネス工学院 商業実務専門課程エステティックビジネス科 平成20年2月26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

沖縄県 専門学校日経ビジネス工学院 商業実務専門課程エアラインビジネス科 平成24年4月1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30年2月28日

沖縄県
専門学校ホリスティックビューティー・ブライ
ダルカレッジ

商業実務専門課程国際観光学科 平成21年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

沖縄県
専門学校ホリスティックビューティー・ブライ
ダルカレッジ

商業実務専門課程ペットビューティー学科 平成21年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

沖縄県
専門学校ホリスティックビューティー・ブライ
ダルカレッジ

文化・教養専門課程エステ・メイク学科 平成21年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
スターウッドＢｅＢ美容専門学校

文化・教養専門課程トータルビューティー学
科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

沖縄県
専門学校ホリスティックビューティー・ブライ
ダルカレッジ

文化・教養専門課程ブライダル学科 平成21年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
スターウッドＢｅＢ美容専門学校 文化・教養専門課程ブライダル学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

沖縄県 専門学校ライフジュニアカレッジ 商業実務専門課程観光科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

沖縄県 専門学校ライフジュニアカレッジ 商業実務専門課程国際ビジネス科（昼間部） 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

沖縄県 専門学校琉球リハビリテーション学院 医療専門課程柔道整復学科 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
専門学校琉球リハビリテーション学院

医療専門課程　メディカルスポーツ柔道整
復学科

平成29年3月31日 平成30年2月28日

沖縄県 専門学校琉球リハビリテーション学院 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

沖縄県 専門学校琉球リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科（３年制・昼間部） 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

沖縄県 専門学校琉球リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科（３年制・夜間部） 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

沖縄県 専門学校琉球リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科（４年制・夜間部） 平成26年1月28日 ～ 平成28年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

沖縄県 専門学校琉球リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科（３年制・昼間部） 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

沖縄県 専門学校琉球リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科（３年制・夜間部） 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

沖縄県 専門学校琉球リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科（４年制・夜間部） 平成26年1月28日 ～ 平成28年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

沖縄県 専門学校琉球リハビリテーション学院 医療専門課程　メディカルスポーツ柔道整復学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

沖縄県 創和コンピュータ教育学院 工業専門課程情報システム工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

沖縄県 創和コンピュータ教育学院 商業実務専門課程Ｏ・Ａ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

沖縄県 創和コンピュータ教育学院 商業実務専門課程医療情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日
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沖縄県 ソーシャルワーク専門学校 専門課程社会福祉学科 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
ソーシャルワーク専門学校

教育・社会福祉専門課程介護・社会福祉学
科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

沖縄県 ソーシャルワーク専門学校 専門課程保育介護学科 平成7年11月30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

沖縄県 ソーシャルワーク専門学校 教育・社会福祉専門課程介護・社会福祉学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

沖縄県 ソーシャルワーク専門学校 教育・社会福祉専門課程こども未来学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程医療システム本科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

沖縄県 大育情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員受験本科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

沖縄県 中部地区医師会立ぐしかわ看護専門学校 医療専門課程３年課程（全日制）看護学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

沖縄県 中部美容専門学校 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

沖縄県 那覇市医師会那覇看護専門学校 専門課程看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成21年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
那覇市医師会那覇看護専門学校 専門課程第二看護学科（２年課程定時制） 平成21年4月1日 平成22年2月26日

沖縄県 那覇市医師会那覇看護専門学校 専門課程第一看護学科（３年課程全日制） 平成22年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
那覇市医師会那覇看護専門学校 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

沖縄県 那覇市医師会那覇看護専門学校 専門課程第二看護学科（２年課程定時制） 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

沖縄県 那覇市医師会那覇看護専門学校 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

沖縄県 那覇情報システム専門学校 工業専門課程情報処理本科 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
那覇情報システム専門学校 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

沖縄県 那覇情報システム専門学校 商業実務専門課程ＯＡビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
那覇情報システム専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

沖縄県 那覇情報システム専門学校 商業実務専門課程経理本科 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
那覇情報システム専門学校 商業実務専門課程経営マネジメント科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

沖縄県 那覇情報システム専門学校 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

沖縄県 那覇情報システム専門学校 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
那覇情報システム専門学校 商業実務専門課程観光ビジネス科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

沖縄県 那覇情報システム専門学校 商業実務専門課程ＯＡ情報科 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
那覇情報システム専門学校 商業実務専門課程ビジネスライセンス科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

沖縄県 那覇情報システム専門学校 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

沖縄県 那覇情報システム専門学校 商業実務専門課程観光ビジネス科 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

沖縄県 那覇情報システム専門学校 商業実務専門課程経営マネジメント科 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

沖縄県 那覇情報システム専門学校 商業実務専門課程公務員専攻科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

沖縄県 那覇情報システム専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

沖縄県 那覇情報システム専門学校 工業専門課程デジタルクリエイター科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

沖縄県 那覇情報システム専門学校 商業実務専門課程ビジネスライセンス科 平成16年4月1日 ～ 平成17年12月26日

沖縄県 那覇日経ビジネス工学院 工業専門課程情報システム工学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
那覇日経ビジネス工学院 工業専門課程デジタルデザイン科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

沖縄県 那覇日経ビジネス工学院 商業実務専門課程医療情報ビジネス科 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
那覇日経ビジネス工学院

商業実務専門課程メディカルスタッフビジネ
ス科

平成12年4月1日 平成13年3月8日

沖縄県 那覇日経ビジネス工学院 商業実務専門課程情報経理科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
那覇日経ビジネス工学院 商業実務専門課程キャリアビジネス科 平成12年4月1日 平成13年3月8日
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沖縄県 那覇日経ビジネス工学院 商業実務専門課程公務員ビジネス本科 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
那覇日経ビジネス工学院

商業実務専門課程公務員ビジネス科（修業
年限２年のものに限る。）

平成12年4月1日 平成13年3月8日

沖縄県 那覇日経ビジネス工学院 工業専門課程デジタルデザイン科 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

沖縄県 那覇日経ビジネス工学院 商業実務専門課程キャリアビジネス科 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

沖縄県 那覇日経ビジネス工学院
商業実務専門課程公務員ビジネス科（修業年限２
年のものに限る。）

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

沖縄県 那覇日経ビジネス工学院 商業実務専門課程メディカルスタッフビジネス科 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

沖縄県 那覇日経ビジネス工学院 商業実務専門課程ユニバーサルビジネス科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

沖縄県 那覇日経ビジネス工学院 工業専門課程デジタルデザイン科 平成17年3月3日 ～ 平成24年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成24年4月1日 平成25年1月29日

沖縄県 那覇日経ビジネス工学院 商業実務専門課程オフィスビジネス科 平成17年3月3日 ～ 平成24年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成24年4月1日 平成25年1月29日

沖縄県 那覇日経ビジネス工学院 商業実務専門課程キャリアビジネス科 平成17年3月3日 ～ 平成24年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
専門学校那覇日経ビジネス 商業実務専門課程キャリアビジネス科 平成24年4月1日 平成27年2月19日

沖縄県 那覇日経ビジネス工学院 商業実務専門課程メディカルスタッフビジネス科 平成17年3月3日 ～ 平成24年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
専門学校那覇日経ビジネス

商業実務専門課程メディカルスタッフビジネ
ス科

平成24年4月1日 平成27年2月19日

沖縄県 那覇日経ビジネス工学院 商業実務専門課程ユニバーサルビジネス科 平成17年3月3日 ～ 平成24年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
専門学校那覇日経ビジネス 商業実務専門課程エアラインビジネス科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

沖縄県 那覇日経ビジネス工学院 文化・教養専門課程公務員ビジネス科 平成17年3月3日 ～ 平成24年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
専門学校那覇日経ビジネス 文化・教養専門課程公務員ビジネス科 平成24年4月1日 平成27年2月19日

沖縄県 那覇日経ビジネス工学院 商業実務専門課程エステティックビジネス科 平成21年2月27日 ～ 平成25年1月29日 平成21年2月27日 不適合 平成25年1月29日 平成25年1月29日

沖縄県 那覇日経ビジネス工学院 商業実務専門課程ホテル観光学科 平成21年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校那覇日経ビジネス 商業実務専門課程ホテル観光学科 平成24年4月1日 平成27年2月19日

沖縄県 那覇日経ビジネス工学院 文化・教養専門課程英米語学留学科 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
那覇日経ビジネス工学院 文化・教養専門課程国際英米学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

沖縄県 那覇日経ビジネス工学院 文化・教養専門課程国際英米学科 平成21年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
専門学校那覇日経ビジネス 文化・教養専門課程国際英米学科 平成24年4月1日 平成27年2月19日

沖縄県 日経ビジネス工学院 工業専門課程情報システム工学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校日経ビジネス工学院 工業専門課程コンピュータビジネス科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

沖縄県 日経ビジネス工学院 商業実務専門課程医療情報ビジネス科 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
専門学校日経ビジネス工学院 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

沖縄県 日本スポーツ健康福祉専門学校沖縄 商業実務専門課程マリンスポーツ学科 平成21年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

沖縄県 日本スポーツ健康福祉専門学校沖縄 文化・教養専門課程スポーツ科学体育学科 平成21年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院 文化・教養専門課程スポーツ科学体育学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

沖縄県 日本スポーツ健康福祉専門学校沖縄
文化・教養専門課程スポーツ整体・メディカルト
レーナー学科

平成21年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院

文化・教養専門課程スポーツ整体・メディカ
ルトレーナー学科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

沖縄県 日本スポーツ健康福祉専門学校沖縄 文化・教養専門課程セーフティガード公務員学科 平成21年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院

文化・教養専門課程セーフティガード公務
員学科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

沖縄県 日本スポーツ健康福祉専門学校沖縄 文化・教養専門課程幼児教育学科 平成21年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

沖縄県 日本スポーツ健康福祉専門学校沖縄 医療専門課程救急救命士学科 平成22年11月29日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院 医療専門課程救急救命士学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

沖縄県 ハイテクノロジー学園ＳＯＬＡ沖縄専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス学科 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

沖縄県 ハイテクノロジー学園ＳＯＬＡ沖縄専門学校 工業専門課程情報スペシャリスト学科 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
ハイテクノロジー学園ＳＯＬＡ沖縄専門学
校

工業専門課程情報通信システム開発学科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

沖縄県 ハイテクノロジー学園ＳＯＬＡ沖縄専門学校 商業実務専門課程ｅ－ビジネス学科 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
ハイテクノロジー学園ＳＯＬＡ沖縄専門学
校

商業実務専門課程情報経理学科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

沖縄県 ハイテクノロジー学園ＳＯＬＡ沖縄専門学校 商業実務専門課程エアラインサービス学科 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
ＳＯＬＡ沖縄学園日本スポーツ健康福祉
専門学校沖縄

商業実務専門課程エアライン・国際ホテル
学科

平成19年4月1日 平成20年2月26日
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沖縄県 ハイテクノロジー学園ＳＯＬＡ沖縄専門学校 商業実務専門課程マリンスポーツ学科 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
ＳＯＬＡ沖縄学園日本スポーツ健康福祉
専門学校沖縄

商業実務専門課程マリンスポーツ学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

沖縄県 ハイテクノロジー学園ＳＯＬＡ沖縄専門学校 商業実務専門課程リゾートホテル学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
ハイテクノロジー学園ＳＯＬＡ沖縄専門学
校

商業実務専門課程国際観光学科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

沖縄県 ハイテクノロジー学園ＳＯＬＡ沖縄専門学校 商業実務専門課程旅行学科 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

沖縄県 ハイテクノロジー学園ＳＯＬＡ沖縄専門学校 文化・教養専門課程硬式野球学科（２年） 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

沖縄県 ハイテクノロジー学園ＳＯＬＡ沖縄専門学校 文化・教養専門課程公務員ビジネス学科 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
ＳＯＬＡ沖縄学園日本スポーツ健康福祉
専門学校沖縄

文化・教養専門課程セーフティーガード公
務員学科

平成19年4月1日 平成20年2月26日

沖縄県 ハイテクノロジー学園ＳＯＬＡ沖縄専門学校 文化・教養専門課程スポーツ科学科 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
ＳＯＬＡ沖縄学園日本スポーツ健康福祉
専門学校沖縄

文化・教養専門課程スポーツ科学体育学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

沖縄県 ハイテクノロジー学園ＳＯＬＡ沖縄専門学校 文化・教養専門課程トータルビューティー学科 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
ＳＯＬＡ沖縄学園日本スポーツ健康福祉
専門学校沖縄

文化・教養専門課程ブライダル学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

沖縄県 ハイテクノロジー学園ＳＯＬＡ沖縄専門学校 商業実務専門課程ペット美容看護学科 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
ＳＯＬＡ沖縄学園日本スポーツ健康福祉
専門学校沖縄

商業実務専門課程ペット美容看護学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

沖縄県 ハイテクノロジー学園ＳＯＬＡ沖縄専門学校 工業専門課程情報通信システム開発学科 平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

沖縄県 ハイテクノロジー学園ＳＯＬＡ沖縄専門学校 商業実務専門課程国際観光学科 平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

沖縄県 ハイテクノロジー学園ＳＯＬＡ沖縄専門学校 商業実務専門課程情報経理学科 平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

沖縄県 パシフィックテクノカレッジ学院 工業専門課程機械工学科 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
パシフィックテクノカレッジ学院 工業専門課程電気機械科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

沖縄県 パシフィックテクノカレッジ学院 工業専門課程航空工学科 平成7年1月23日 ～ 平成28年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
パシフィックテクノカレッジ学院 工業専門課程航空ビジネス科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

沖縄県 パシフィックテクノカレッジ学院 工業専門課程情報工学科 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
パシフィックテクノカレッジ学院 工業専門課程コンピュータシステム科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

沖縄県 パシフィックテクノカレッジ学院 工業専門課程電気工学科 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

沖縄県 パシフィックテクノカレッジ学院 工業専門課程建築工学科 平成7年11月30日 ～ 平成13年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
パシフィックテクノカレッジ学院 工業専門課程建築学科 平成13年4月1日 平成15年2月19日

沖縄県 パシフィックテクノカレッジ学院 工業専門課程土木環境科 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
パシフィックテクノカレッジ学院 工業専門課程都市システム科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

沖縄県 パシフィックテクノカレッジ学院 工業専門課程建築学科 平成13年4月1日 ～ 平成15年2月19日

沖縄県 パシフィックテクノカレッジ学院 工業専門課程コンピュータシステム科 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

沖縄県 パシフィックテクノカレッジ学院 工業専門課程自動車整備科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

沖縄県 パシフィックテクノカレッジ学院 工業専門課程都市システム科 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

沖縄県 パシフィックテクノカレッジ学院 工業専門課程モバイル学科 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

沖縄県 パシフィックテクノカレッジ学院 工業専門課程電気機械科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

沖縄県 パシフィックテクノカレッジ学院 工業専門課程航空ビジネス科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

沖縄県
ピジョンインターナショナルスクールオブビ
ジネス

工業専門課程情報処理本科 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

沖縄県
ピジョンインターナショナルスクールオブビ
ジネス

工業専門課程マルチメディアビジネス本科ビジネ
ス専攻

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

沖縄県
ピジョンインターナショナルスクールオブビ
ジネス

商業実務専門課程公務員ビジネス本科（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

沖縄県 北部地区医師会北部看護学校 医療専門課程看護第１学科 平成8年12月4日 ～ 平成17年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
北部地区医師会北部看護学校 医療専門課程看護学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日
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沖縄県 北部地区医師会北部看護学校 医療専門課程看護第２学科 平成8年12月4日 ～ 平成17年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

沖縄県 北部地区医師会北部看護学校 医療専門課程看護学科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

沖縄県 安木屋ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理本科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

沖縄県 琉美インターナショナルビューティカレッジ 衛生専門課程美容本科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

沖縄県 琉美インターナショナルビューティカレッジ 衛生専門課程エステ整体セラピスト科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日
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