
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

福岡県 ＡＳＯポップカルチャー専門学校 文化・教養専門課程　マンガ・イラスト・ＣＧ科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

福岡県 Ｆ・Ｃフチガミ医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程心理ソーシャルワーク科 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
Ｆ・Ｃフチガミ医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程こどもみらい科 平成26年4月1日 平成29年2月28日

福岡県 Ｆ・Ｃフチガミ医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

福岡県 Ｆ・Ｃフチガミ医療福祉専門学校 商業実務専門課程診療情報管理科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

福岡県 Ｆ・Ｃフチガミ医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程こどもみらい科 平成26年4月1日 ～ 平成29年2月28日

福岡県 Ｆ・Ｃ渕上医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科 平成16年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
Ｆ・Ｃ渕上医療福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程心理ソーシャル
ワーク科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 Ｆ・Ｃ渕上医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福岡県 Ｆ・Ｃ渕上医療福祉専門学校 商業実務専門課程診療情報管理科 平成17年12月26日 ～ 平成25年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
Ｆ・Ｃフチガミ医療福祉専門学校 商業実務専門課程診療情報管理科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

福岡県 Ｆ・Ｃ渕上医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療福祉科 平成21年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
Ｆ・Ｃ渕上医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

福岡県 Ｆ・Ｃ渕上医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成23年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
Ｆ・Ｃフチガミ医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

福岡県 Ｆ・Ｃ渕上医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程心理ソーシャルワーク科 平成24年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
Ｆ・Ｃフチガミ医療福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程心理ソーシャル
ワーク科

平成25年4月1日 平成26年1月28日

福岡県 ＩＬＰお茶の水医療福祉専門学校 医療福祉教育専門課程医療秘書科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

福岡県 ＩＬＰお茶の水医療福祉専門学校 医療福祉教育専門課程児童福祉科 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

福岡県 ＩＬＰお茶の水医療福祉専門学校 医療福祉教育専門課程心理社会福祉科 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

福岡県 ＩＬＰお茶の水医療福祉専門学校 医療福祉教育専門課程診療情報管理科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

福岡県 ＩＬＰお茶の水医療福祉専門学校 医療福祉教育専門課程ソーシャルワーク科 平成20年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
ＩＬＰお茶の水医療福祉専門学校 医療福祉教育専門課程　福祉総合学科 平成25年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 ＩＬＰお茶の水医療福祉専門学校 医療福祉教育専門課程福祉カウンセラー科 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30年2月28日

福岡県 ＩＬＰお茶の水医療福祉専門学校 医療福祉教育専門課程　福祉総合学科 平成25年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程情報システム専門科 平成13年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程システムエンジニア科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程大学併修科 平成13年4月1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

福岡県 ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程ビジネスパソコン科 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
ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程ＩＴビジネス科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

福岡県 ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成13年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程ゲーム・ＣＧ科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

福岡県 ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程デジタルクリエート科 平成15年2月19日 ～ 平成21年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程ゲームクリエータ科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程情報システム科 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
ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程プログラマ科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程ＩＴビジネス科 平成19年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程ビジネス情報科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程ゲームクリエータ科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

福岡県 ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程システムエンジニア科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

（令和2年3月現在）

位 置 専　修　学　校　名 課　程　名
適用年月日

告示年月日 手続き
名称変更後 変更、廃止、不適合

年月日
変更、廃止、不適合

告示年月日
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学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名

適用年月日
告示年月日 手続き

名称変更後 変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

福岡県 ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程プログラマ科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

福岡県 ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程医療情報学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

福岡県 ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程ゲーム・ＣＧ科 平成22年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程　ゲーム･ＣＧデザイン科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程ビジネス情報科 平成24年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程　ビジネス科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程　ゲーム･ＣＧデザイン科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程　ビジネス科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程情報システム科 平成13年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程プログラマ科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程情報システム専門科 平成13年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程システムエンジニア科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程大学併修科 平成13年4月1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

福岡県 ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成14年2月27日 ～ 平成21年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程ゲームプログラマ科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程マルチメディア専門科 平成14年2月27日 ～ 平成21年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程ゲームクリエータ科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 ＫＣＳ福岡情報専門学校 商業実務専門課程ビジネスパソコン科 平成13年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
ＫＣＳ福岡情報専門学校 商業実務専門課程ＩＴビジネス科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

福岡県 ＫＣＳ福岡情報専門学校 商業実務専門課程ＩＴビジネス科 平成18年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
ＫＣＳ福岡情報専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程ゲームクリエータ科 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
ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程ゲーム・ＣＧクリエータ科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程ゲームプログラマ科 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
ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程ゲーム・ＣＧデザイン科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程システムエンジニア科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

福岡県 ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程プログラマ科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

福岡県 ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程医療情報学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

福岡県 ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程ゲーム・ＣＧクリエータ科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

福岡県 ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程ゲーム・ＣＧデザイン科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

福岡県 ＫＣＳ福岡情報専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報科 平成24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
ＫＣＳ福岡情報専門学校 商業実務専門課程　ビジネス科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 ＫＣＳ福岡情報専門学校 商業実務専門課程　ビジネス科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 アーバン医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療管理事務科 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30年2月28日

福岡県 アーバン医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療管理秘書科 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

福岡県 アーバン医療福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉学科 平成14年2月27日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

福岡県 アーバン医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 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

福岡県 アーバン医療福祉専門学校 社会福祉専門課程医療福祉学科 平成17年12月26日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

福岡県 あさくら看護学校 医療専門課程看護学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日
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学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名

適用年月日
告示年月日 手続き

名称変更後 変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

福岡県 麻生医療福祉専門学校 介護福祉専門課程介護福祉科 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
麻生医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成13年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 麻生医療福祉専門学校 看護専門課程看護科 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
麻生医療福祉専門学校 医療専門課程看護科 平成13年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 麻生医療福祉専門学校 医療専門課程看護科 平成13年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
麻生看護医療専門学校 医療専門課程看護科 平成21年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 麻生医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成13年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
麻生看護医療専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成21年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 麻生医療福祉専門学校北九州校 介護福祉専門課程介護福祉科 平成9年11月17日 ～ 平成21年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校麻生医療福祉＆観光カレッジ 介護福祉専門課程介護福祉科 平成21年4月1日 平成22年11月29日

福岡県 麻生医療福祉専門学校北九州校 商業実務専門課程医療秘書科 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
麻生医療福祉専門学校北九州校 商業実務専門課程医療福祉科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

福岡県 麻生医療福祉専門学校北九州校 商業実務専門課程医療福祉科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
麻生医療福祉専門学校北九州校 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

福岡県 麻生医療福祉専門学校北九州校
介護福祉専門課程ソーシャルワーカー科（昼間
部）

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
専門学校麻生医療福祉＆観光カレッジ

介護福祉専門課程ソーシャルワーカー科
（昼間部）

平成21年4月1日 平成22年11月29日

福岡県 麻生医療福祉専門学校北九州校 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成15年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校麻生医療福祉＆観光カレッジ 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成21年4月1日 平成22年11月29日

福岡県 麻生医療福祉専門学校北九州校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校麻生医療福祉＆観光カレッジ 教育・社会福祉専門課程社会福祉科 平成21年4月1日 平成22年11月29日

福岡県 麻生医療福祉専門学校北九州校 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19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
麻生医療福祉専門学校北九州校 教育・社会福祉専門課程保育科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

福岡県 麻生医療福祉専門学校北九州校 教育・社会福祉専門課程保育科 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
専門学校麻生医療福祉＆観光カレッジ 教育・社会福祉専門課程保育科 平成21年4月1日 平成22年11月29日

福岡県 麻生医療福祉専門学校北九州校 商業実務専門課程医事スペシャリスト科 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
専門学校麻生医療福祉＆観光カレッジ 商業実務専門課程医事スペシャリスト科 平成21年4月1日 平成22年11月29日

福岡県 麻生医療福祉専門学校福岡校 介護福祉専門課程介護福祉科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

福岡県 麻生医療福祉専門学校福岡校 商業実務専門課程医療秘書科 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

福岡県 麻生医療福祉専門学校福岡校 商業実務専門課程医療マネジメント科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

福岡県 麻生医療福祉専門学校福岡校 福祉・教育専門課程福祉保育科 平成12年2月8日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
麻生医療福祉専門学校福岡校 福祉・教育専門課程保育科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

福岡県 麻生医療福祉専門学校福岡校 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成13年3月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 麻生医療福祉専門学校福岡校 商業実務専門課程福祉サービス科 平成13年3月1日 ～ 平成17年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福岡県 麻生医療福祉専門学校福岡校 福祉・教育専門課程社会福祉科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

福岡県 麻生医療福祉専門学校福岡校 介護福祉専門課程ソーシャルワーカー科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

福岡県 麻生医療福祉専門学校福岡校 商業実務専門課程医療福祉科 平成17年12月26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

福岡県 麻生医療福祉専門学校福岡校 商業実務専門課程医療情報科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

福岡県 麻生医療福祉専門学校福岡校 商業実務専門課程医療秘書科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

福岡県 麻生医療福祉専門学校福岡校 福祉・教育専門課程保育科 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
麻生医療福祉専門学校福岡校 福祉・教育専門課程こども未来学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

福岡県 麻生医療福祉専門学校福岡校 商業実務専門課程医療総合科 平成21年2月27日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

福岡県 麻生医療福祉専門学校福岡校 商業実務専門課程診療情報管理士科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

福岡県 麻生医療福祉専門学校福岡校 福祉・教育専門課程こども未来学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日
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福岡県 麻生医療福祉専門学校福岡校 商業実務専門課程メディカルコンシェルジュ科 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

福岡県 麻生医療福祉専門学校福岡校 福祉・教育専門課程心理カウンセラー科 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
麻生医療福祉専門学校福岡校 福祉・教育専門課程　福祉心理学科 平成28年4月1日 平成31年1月25日

福岡県 麻生医療福祉専門学校福岡校 商業実務専門課程医療情報科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

福岡県 麻生医療福祉専門学校福岡校 福祉・教育専門課程　福祉心理学科 平成28年4月1日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 麻生外語観光＆製菓専門学校 商業実務専門課程エアポート科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

福岡県 麻生外語観光＆製菓専門学校 商業実務専門課程エアライン科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

福岡県 麻生外語観光＆製菓専門学校 商業実務専門課程国際貿易科 平成21年4月1日 ～
平成31年3月宇31

日
平成22年2月26日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

福岡県 麻生外語観光＆製菓専門学校 商業実務専門課程トラベルビジネス科 平成21年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
麻生外語観光＆製菓専門学校 商業実務専門課程トラベル科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

福岡県 麻生外語観光＆製菓専門学校 商業実務専門課程ブライダル科 平成21年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
麻生外語観光＆製菓専門学校

商業実務専門課程ブライダル・ウエディング
科

平成26年4月1日 平成28年2月29日

福岡県 麻生外語観光＆製菓専門学校 商業実務専門課程ホテル・リゾート科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

福岡県 麻生外語観光＆製菓専門学校 文化教養専門課程英語コミュニケーション科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

福岡県 麻生外語観光＆製菓専門学校 文化教養専門課程海外ビジネス科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

福岡県 麻生外語観光＆製菓専門学校 文化教養専門課程中国語科 平成21年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

福岡県 麻生外語観光＆製菓専門学校 衛生専門課程製菓パティシエ科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

福岡県 麻生外語観光＆製菓専門学校 商業実務専門課程ブライダル・ウエディング科 平成26年4月1日 ～ 平成28年2月29日

福岡県 麻生外語観光＆製菓専門学校 商業実務専門課程トラベル科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

福岡県 麻生看護医療専門学校 医療専門課程看護科 平成21年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
専門学校麻生看護大学校 看護専門課程看護科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 麻生看護医療専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成21年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成22年3月31日 平成25年1月29日

福岡県 麻生建築＆デザイン専門学校 工業専門課程建築学科（昼） 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

福岡県 麻生建築＆デザイン専門学校 工業専門課程ビジュアルデザイン科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

福岡県 麻生建築＆デザイン専門学校 工業専門課程インテリアデザイン科 平成21年4月1日 ～ 平成25年1月29日

福岡県 麻生建築＆デザイン専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ科 平成21年4月1日 ～ 平成25年1月29日

福岡県 麻生建築＆デザイン専門学校 工業専門課程建築学科(夜間部） 平成21年4月1日 ～ 平成25年1月29日

福岡県 麻生建築＆デザイン専門学校 工業専門課程建築工学科 平成21年4月1日 ～ 平成25年1月29日

福岡県 麻生建築＆デザイン専門学校 工業専門課程プロダクトデザイン科 平成21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
麻生建築＆デザイン専門学校 工業専門課程　ものづくり科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

福岡県 麻生建築＆デザイン専門学校 工業専門課程　ものづくり科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

福岡県 麻生工科専門学校 工業専門課程環境土木学科 平成12年2月8日 ～ 平成17年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福岡県 麻生工科専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ科 平成12年2月8日 ～ 平成17年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
麻生工科デザイン専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ科 平成17年4月1日 平成17年12月26日
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福岡県 麻生工科専門学校 工業専門課程建築学科（昼） 平成13年3月1日 ～ 平成17年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
麻生工科デザイン専門学校 工業専門課程建築学科（昼間部） 平成17年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 麻生工科専門学校 工業専門課程電子制御工学科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

福岡県 麻生工科専門学校 工業専門課程建築学科（夜） 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
麻生工科デザイン専門学校 工業専門課程建築学科（夜間部） 平成17年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 麻生工科専門学校 工業専門課程マルチメディア工学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

福岡県 麻生工科デザイン専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ科 平成17年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
麻生建築＆デザイン専門学校 工業専門課程建築ＣＡＤ科 平成21年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 麻生工科デザイン専門学校 工業専門課程建築学科（昼間部） 平成17年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
麻生工科デザイン専門学校 工業専門課程建築工学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

福岡県 麻生工科デザイン専門学校 工業専門課程建築学科（夜間部） 平成17年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
麻生建築＆デザイン専門学校 工業専門課程建築学科(夜間部） 平成21年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 麻生工科デザイン専門学校 工業専門課程建築デザイン科 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
麻生工科デザイン専門学校 工業専門課程インテリアデザイン科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

福岡県 麻生工科デザイン専門学校 工業専門課程スペースデザイン科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

福岡県 麻生工科デザイン専門学校 工業専門課程プロダクトデザイン科 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
麻生建築＆デザイン専門学校 工業専門課程プロダクトデザイン科 平成21年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 麻生工科デザイン専門学校 工業専門課程グラフィックデザイン科 平成20年2月26日 ～ 平成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

福岡県 麻生工科デザイン専門学校 工業専門課程インテリアデザイン科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
麻生建築＆デザイン専門学校 工業専門課程インテリアデザイン科 平成21年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 麻生工科デザイン専門学校 工業専門課程建築工学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
麻生建築＆デザイン専門学校 工業専門課程建築工学科 平成21年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 麻生公務員専門学校 文化教養専門課程公務員総合科 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
麻生公務員専門学校北九州校 文化教養専門課程公務員総合科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

福岡県 麻生公務員専門学校北九州校 文化教養専門課程公務員総合科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

福岡県 麻生公務員専門学校福岡校 文化教養専門課程公務員総合科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程インターネットシステム科 平成15年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程ゲームクリエータ科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程コンピュータ・グラフィックス科 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

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程コンピュータネットワーク科 平成15年4月1日 ～ 平成29年4月1日 平成16年2月17日
名称変

更
麻生情報ビジネス専門学校 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 令和2年2月29日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程システム研究科 平成15年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム専攻科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程総合情報科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程デジタルクリエータ科 平成16年2月17日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程インターネットコミュニケーショ
ン科

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

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程オフィス・スペシャリスト科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス科 平成15年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理科 平成15年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
麻生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経理科 平成29年4月1日 平成31年1月25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

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員総合科 平成15年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム科（昼間部） 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程オフィスコミュニケーション科
（昼間部）

平成17年3月3日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科（昼間部） 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ショップビジネス科（昼間部） 平成17年3月3日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス専攻科 平成17年12月26日 ～ 平成29年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
麻生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報エキスパート科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程販売ビジネス科 平成23年12月22日 ～ 平成29年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
麻生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経営ビジネス科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程ＣＧデザイン科 平成19年2月1日 ～ 平成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

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報秘書科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程ＣＧクリエータ科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程組込みシステム科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程ネットワークセキュリティ科 平成21年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程カレッジ科 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
麻生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程大学編入科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム専攻科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程ビジネスデザイン科 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程Ｗｅｂマネジメント科 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程税理士科 平成22年11月29日 ～ 平成31年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程Ｗebクリエータ科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報セキュリティ科 平成23年12月22日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程漫画・アニメ科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程大学編入科 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

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経営ビジネス科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報エキスパート科 平成29年4月1日 ～ 平成30年4月1日 平成30年2月28日
名称変

更
麻生情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程　ビジネスエキスパート
科

平成30年4月1日 令和2年2月29日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　国際ビジネス科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 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 ～ 令和2年2月29日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ビジネスエキスパート科 平成30年4月1日 ～ 令和2年2月29日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経理科 平成29年4月1日 ～ 平成25日1月25日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校北九州校 工業専門課程情報システム科 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
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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

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校北九州校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校北九州校 文化教養専門課程マルチメディアデザイン科 平成15年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
麻生情報ビジネス専門学校北九州校 文化教養専門課程デザイン学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校北九州校 文化教養専門課程デザイン学科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校北九州校 工業専門課程コンピュータシステム科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校北九州校 工業専門課程システムエンジニア科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校北九州校 商業実務専門課程オフィスビジネス科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校北九州校 文化教養専門課程ＣＧデザイン科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校北九州校 工業専門課程ゲームクリエータ科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

福岡県 麻生情報ビジネス専門学校北九州校 文化教養専門課程ＣＧクリエータ科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 工業専門課程コンピュータ・グラフィックス科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程コンピュータ・グラフィックス科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 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

福岡県 麻生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

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 工業専門課程電子制御工学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＯＡインストラクタ科 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
麻生電子ビジネス専門学校

商業実務専門課程情報コミュニケーション
科

平成7年4月1日 平成7年11月30日

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成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

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程カレッジ科 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

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成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

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
麻生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネスキャリア科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネスキャリア科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報コミュニケーション科 平成7年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネスキャリア科 平成7年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 工業専門課程建築CAD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

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 工業専門課程システム研究科 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
麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程システム研究科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 工業専門課程製図学科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 工業専門課程総合情報科 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
麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程総合情報科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療マネジメント科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営法律学科 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
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位 置 専　修　学　校　名 課　程　名
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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

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程税理士科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 福祉・教育専門課程福祉保育科 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

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員総合科 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
麻生情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員総合科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

福岡県 麻生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
麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

福岡県 麻生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10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネスライセンス科 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

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 工業専門課程建築学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 工業専門課程インターネットシステム科 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
麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程インターネットシステム科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 工業専門課程マルチメディアクリエータ科 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

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチビジネス科 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

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
麻生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報秘書科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 工業専門課程ゲームクリエータ科 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
麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程ゲームクリエータ科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 工業専門課程コンピュータネットワーク科 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
麻生情報ビジネス専門学校 工業専門課程コンピュータネットワーク科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程インターネットビジネス科 平成15年2月19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

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程オフィス・スペシャリスト科 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
麻生情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程オフィス・スペシャリスト
科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校北九州校 文化教養専門課程インテリアデザイン科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校北九州校 文化教養専門課程グラフィックデザイン科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校北九州校 文化教養専門課程マルチメディアデザイン科 平成13年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
麻生情報ビジネス専門学校北九州校

文化教養専門課程マルチメディアデザイン
科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校北九州校 工業専門課程総合情報科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

福岡県 麻生電子ビジネス専門学校北九州校 商業実務専門課程情報ビジネス科 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
麻生情報ビジネス専門学校北九州校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

福岡県 麻生法律専門学校 文化教養専門課程公務員総合科 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
麻生公務員専門学校 文化教養専門課程公務員総合科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

福岡県 麻生リハビリテーション専門学校 医療専門課程作業療法学科（昼間部） 平成12年2月8日 ～ 平成24年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校麻生リハビリテーション大学校 医療専門課程作業療法学科（昼間部） 平成24年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 麻生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（昼間部） 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
専門学校麻生リハビリテーション大学校 医療専門課程理学療法学科（昼間部） 平成24年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 麻生リハビリテーション専門学校 医療専門課程言語聴覚学科（昼間部） 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
専門学校麻生リハビリテーション大学校 医療専門課程言語聴覚学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 麻生リハビリテーション専門学校 医療専門課程作業療法学科（夜間部） 平成17年12月26日 ～ 平成24年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校麻生リハビリテーション大学校 医療専門課程作業療法学科（夜間部） 平成24年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 麻生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（夜間部） 平成17年12月26日 ～ 平成24年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校麻生リハビリテーション大学校 医療専門課程理学療法学科（夜間部） 平成24年4月1日 平成25年1月29日

8 / 47 ページ



学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名

適用年月日
告示年月日 手続き

名称変更後 変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

福岡県 飯塚理容美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

福岡県 飯塚理容美容専門学校 衛生専門課程理容科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

福岡県 医療ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス研究科 平成10年12月21日 ～ 平成28年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
医療ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療事務専修科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

福岡県 医療ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療事務専修科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

福岡県 大川看護専門学校 看護専門課程看護婦科 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
大川看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

福岡県 大川看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成11年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
大川看護福祉専門学校 医療専門課程看護学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 大川看護福祉専門学校 医療専門課程看護学科 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成17年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 大川看護福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成15年2月19日 ～ 平成22年9月13日 平成15年2月19日 廃止 平成22年9月13日 平成28年2月29日

福岡県 大川看護福祉専門学校 医療専門課程看護学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

福岡県 大川看護福祉専門学校 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

福岡県 大原医療福祉製菓専門学校小倉校 商業実務専門課程医療管理２年制学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

福岡県 大原医療福祉製菓専門学校小倉校 商業実務専門課程医療管理３年制学科 平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 大原医療福祉製菓専門学校小倉校 商業実務専門課程医療事務専攻２年制学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

福岡県 大原医療福祉製菓専門学校小倉校 衛生専門課程製菓２年制学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

福岡県 大原医療福祉専門学校小倉校 商業実務専門課程医療管理２年制学科 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
大原医療福祉製菓専門学校小倉校 商業実務専門課程医療管理２年制学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福岡県 大原医療福祉専門学校小倉校 商業実務専門課程医療管理３年制学科 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
大原医療福祉製菓専門学校小倉校 商業実務専門課程医療管理３年制学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福岡県 大原医療福祉専門学校小倉校 商業実務専門課程医療事務専攻２年制学科 平成25年1月29日 ～ 平成27年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
大原医療福祉製菓専門学校小倉校

商業実務専門課程医療事務専攻２年制学
科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

福岡県 大原公務員医療専門学校福岡校 商業実務専門課程医療管理２年制学科 平成15年2月19日 ～ 平成24年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

福岡県 大原公務員医療専門学校福岡校 文化教養専門課程法律行政２年制学科 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
大原法律公務員専門学校福岡校 文化教養専門課程公務員本科２年制学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 大原公務員医療専門学校福岡校 商業実務専門課程医療管理３年制学科 平成22年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

福岡県 大原昴自動車・スポーツ専門学校 工業専門課程二級自動車整備科 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
専門学校大原自動車工科大学校 工業専門課程　二級自動車整備科 平成30年3月31日 平成31年1月25日

福岡県 大原昴自動車・スポーツ専門学校 文化・教養専門課程スポーツ学科 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

福岡県 大原昴自動車・スポーツ専門学校 文化・教養専門課程日本語学科（２年制） 平成27年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
専門学校大原自動車工科大学校 文化・教養専門課程　日本語学科（２年制） 平成30年4月1日 平成31年1月25日

福岡県 大原スポーツ公務員専門学校福岡校 文化教養専門課程公務員本科２年制学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

福岡県 大原スポーツ公務員専門学校福岡校 文化教養専門課程スポーツ学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

福岡県 大原保育医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程児童福祉学科 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
大原保育医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育福祉学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 大原保育医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療管理学科 平成20年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
大原保育医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療管理２年制学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

福岡県 大原保育医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成21年2月27日 ～ 平成27年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
大原保育医療福祉専門学校福岡校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日
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福岡県 大原保育医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育福祉学科 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
大原保育医療福祉専門学校福岡校 教育・社会福祉専門課程保育福祉学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福岡県 大原保育医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療管理２年制学科 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
大原保育医療福祉専門学校福岡校 商業実務専門課程医療管理２年制学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福岡県 大原保育医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療管理３年制学科 平成25年1月29日 ～ 平成27年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
大原保育医療福祉専門学校福岡校 商業実務専門課程医療管理３年制学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福岡県 大原保育医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療事務専攻２年制学科 平成25年1月29日 ～ 平成27年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
大原保育医療福祉専門学校福岡校

商業実務専門課程医療事務専攻２年制学
科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

福岡県 大原保育医療福祉専門学校福岡校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

福岡県 大原保育医療福祉専門学校福岡校 教育・社会福祉専門課程保育福祉学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

福岡県 大原保育医療福祉専門学校福岡校 商業実務専門課程医療管理２年制学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

福岡県 大原保育医療福祉専門学校福岡校 商業実務専門課程医療管理３年制学科 平成27年4月1日 ～ 平成29年3月3日 平成28年2月29日 廃止 平成29年3月3日 平成30年2月28日

福岡県 大原保育医療福祉専門学校福岡校 商業実務専門課程医療事務専攻２年制学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

福岡県 大原法律公務員専門学校福岡校 文化教養専門課程公務員本科２年制学科 平成24年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
大原スポーツ公務員専門学校福岡校 文化教養専門課程公務員本科２年制学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福岡県 大原法律公務員専門学校福岡校 文化教養専門課程スポーツ学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
大原スポーツ公務員専門学校福岡校 文化教養専門課程スポーツ学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福岡県 大原簿記公務員専門学校小倉校 商業実務専門課程経理本科２年制学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

福岡県 大原簿記公務員専門学校小倉校 文化教養専門課程法律行政２年制学科 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
大原簿記公務員専門学校小倉校 文化教養専門課程公務員本科２年制学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 大原簿記公務員専門学校小倉校 商業実務専門課程経理本科３年制学科（昼間部） 平成17年3月3日 ～ 平成29年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 大原簿記公務員専門学校小倉校 商業実務専門課程経理専攻２年制学科（夜間部） 平成19年2月1日 ～ 平成29年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 大原簿記公務員専門学校小倉校 商業実務専門課程公認会計士夜間２年制学科 平成21年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
大原簿記公務員専門学校小倉校

商業実務専門課程公認会計士専攻９月２
年制学科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

福岡県 大原簿記公務員専門学校小倉校 商業実務専門課程医療管理３年制学科 平成22年2月26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

福岡県 大原簿記公務員専門学校小倉校
商業実務専門課程公認会計士夜間２年５ヶ月制
学科

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
大原簿記公務員専門学校小倉校

商業実務専門課程公認会計士専攻２年５ヶ
月制学科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

福岡県 大原簿記公務員専門学校小倉校
商業実務専門課程公認会計士専攻２年５ヶ月制
学科

平成23年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成30年3月31日 平成31日1月25日

福岡県 大原簿記公務員専門学校小倉校
商業実務専門課程公認会計士専攻９月２年制学
科

平成23年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

福岡県 大原簿記公務員専門学校小倉校 文化教養専門課程公務員本科２年制学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

福岡県 大原簿記公務員専門学校小倉校 文化教養専門課程スポーツ学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 大原簿記情報専門学校福岡校 商業実務専門課程経理本科２年制学科 平成14年4月1日 ～ 平成17年12月26日

福岡県 大原簿記情報専門学校福岡校 商業実務専門課程経理本科３年制学科 平成14年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成29年3月31日 平成29年3月31日

福岡県 大原簿記情報専門学校福岡校 商業実務専門課程経理本科４年制学科 平成14年4月1日 ～ 平成17年12月8日 平成17年12月26日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

福岡県 大原簿記情報専門学校福岡校 商業実務専門課程経理専攻２年制学科（夜間部） 平成19年2月1日 ～ 平成29年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成29年3月31日 平成29年3月31日

福岡県 大原簿記情報専門学校福岡校 商業実務専門課程公認会計士夜間２年制学科 平成21年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
大原簿記情報専門学校福岡校

商業実務専門課程公認会計士専攻９月２
年制学科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

福岡県 大原簿記情報専門学校福岡校
商業実務専門課程公認会計士夜間２年５ヶ月制
学科

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
大原簿記情報専門学校福岡校

商業実務専門課程公認会計士専攻２年５ヶ
月制学科

平成23年4月1日 平成23年12月22日
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福岡県 大原簿記情報専門学校福岡校
商業実務専門課程公認会計士専攻２年５ヶ月制
学科

平成23年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成30年3月31日 平成31日1月25日

福岡県 大原簿記情報専門学校福岡校
商業実務専門課程公認会計士専攻９月２年制学
科

平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

福岡県 大原簿記専門学校福岡校 商業実務専門課程経理本科２年制学科 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
大原簿記法律専門学校福岡校 商業実務専門課程経理本科２年制学科 平成8年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 大原簿記専門学校福岡校 商業実務専門課程経理本科４年制学科 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
大原簿記法律専門学校福岡校 商業実務専門課程経理本科４年制学科 平成8年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 大原簿記法律専門学校福岡校 商業実務専門課程経理本科３年制学科 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
大原簿記情報専門学校福岡校 商業実務専門課程経理本科３年制学科 平成14年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 大原簿記法律専門学校福岡校 文化教養専門課程法律行政２年制学科 平成10年12月21日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

福岡県 大原簿記法律専門学校福岡校 商業実務専門課程経理本科２年制学科 平成8年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
大原簿記情報専門学校福岡校 商業実務専門課程経理本科２年制学科 平成14年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 大原簿記法律専門学校福岡校 商業実務専門課程経理本科４年制学科 平成8年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
大原簿記情報専門学校福岡校 商業実務専門課程経理本科４年制学科 平成14年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 大牟田医師会看護専門学校 看護専門課程看護婦科 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
大牟田医師会看護専門学校 看護専門課程看護科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

福岡県 大牟田医師会看護専門学校 看護専門課程看護科 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

福岡県 大村美容専門学校 メイク専門課程メイク専科 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
大村美容専門学校 メイクアップ専門課程メイクアップ専科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

福岡県 大村美容専門学校 美容専門課程美容科 平成12年2月8日 ～ 平成22年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
福岡大村美容ファッション専門学校 美容専門課程美容科（昼間部） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

福岡県 大村美容専門学校 メイクアップ専門課程メイクアップ専科 平成11年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
福岡大村美容ファッション専門学校 メイクアップ専門課程メイクアップ科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

福岡県 大村美容専門学校 美容専門課程美容科（夜間部） 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
福岡大村美容ファッション専門学校 美容専門課程美容科（夜間部） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

福岡県 大村美容ファッション専門学校 美容専門課程トップスタイリスト科（２年制） 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

福岡県 大村美容ファッション専門学校 美容専門課程トップスタイリスト科（３年制） 平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成28年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 大村美容ファッション専門学校 美容専門課程美容科（昼間部） 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

福岡県 大村美容ファッション専門学校 美容専門課程美容科（夜間部） 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

福岡県 大村美容ファッション専門学校 ファッション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

福岡県 大村美容ファッション専門学校 ファッション専門課程ファッションクリエイター科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

福岡県 大村美容ファッション専門学校 メイクアップ専門課程メイク・エステ科 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
大村美容ファッション専門学校 メイクアップ専門課程　メイクアップ科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

福岡県 大村美容ファッション専門学校 商業実務専門課程グローバルビジネス科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 大村美容ファッション専門学校 メイクアップ専門課程　メイクアップ科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

福岡県 大村ファッションデザイン専門学校 ファッション専門課程ファッション学科（昼間部） 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

福岡県 小倉ドレスメーカー専門学校 服飾専門課程服飾科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国際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産業デザイン科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

福岡県 小倉南看護専門学校 看護専門課程　看護師科 平成14年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 小倉リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

福岡県 小倉リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日
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福岡県 小倉リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科（夜間部） 平成20年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

福岡県 小倉リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科（夜間部） 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

福岡県 小郡看護専門学校 看護専門課程看護婦学科 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
高尾看護専門学校 看護専門課程看護婦学科 平成8年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 おばせ看護学院 看護専門課程看護学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

福岡県 折尾洋裁専門学校 家政専門課程洋裁本科 平成7年1月23日 ～ 平成25年8月22日 平成7年1月23日 廃止 平成25年8月22日 平成30年2月28日

福岡県 遠賀中間医師会立遠賀中央看護学校 医療専門課程看護学科（３年課程全日制） 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
遠賀中間医師会立遠賀中央看護助産学
校

医療専門課程看護学科（３年課程全日制） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

福岡県 遠賀中間医師会立遠賀中央看護助産学校 医療専門課程看護学科（３年課程全日制） 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

福岡県 香蘭ファッションデザイン専門学校 服飾専門課程　ファッションテクニカル科 平成23年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 嘉穂経理専門学校 商業実務専門課程ビジネスセクレタリー科 平成7年1月23日 ～ 平成29年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 北九州小倉看護専門学校 看護専門課程看護婦科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

福岡県 北九州自動車整備専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北九州自動車整備専門学校 工業専門課程二級自動車整備科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

福岡県 北九州自動車整備専門学校 工業専門課程二級自動車整備科 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校北九州自動車大学校 工業専門課程二級自動車整備科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

福岡県 北九州自動車整備専門学校 工業専門課程一級自動車整備科 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
専門学校北九州自動車大学校 工業専門課程一級自動車整備科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

福岡県 北九州市戸畑看護専門学校 看護専門課程看護婦科 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
北九州市戸畑看護専門学校 看護専門課程看護師科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

福岡県 北九州市戸畑看護専門学校 看護専門課程看護師科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

福岡県 北九州市立看護専門学校 看護専門課程看護婦科 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
北九州市立看護専門学校 看護専門課程看護科 平成12年4月1日 平成15年2月19日

福岡県 北九州市立看護専門学校 看護専門課程看護科 平成12年4月1日 ～ 平成15年2月19日

福岡県 北九州調理師専門学校 調理専門課程調理師特修科 平成9年11月17日 ～ 平成21年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
北九州調理製菓専門学校 衛生専門課程調理師科２年コース 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 北九州調理製菓専門学校 衛生専門課程調理師科２年コース 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

福岡県 北九州電気専門学校 工業専門課程電気科 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

福岡県 北九州電子ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月12日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月12日 平成30年2月28日

福岡県 北九州電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月12日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月12日 平成30年2月28日

福岡県 北九州電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月12日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月12日 平成30年2月28日

福岡県 北九州保育福祉専門学校 教育専門課程幼児教育科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

福岡県 北九州保育福祉専門学校 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

福岡県 北九州リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

福岡県 北九州リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

福岡県 九州医療スポーツ専門学校 医療専門課程柔道整復学科（昼間部） 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日
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福岡県 九州医療スポーツ専門学校 医療専門課程柔道整復学科（夜間部） 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

福岡県 九州医療スポーツ専門学校 医療専門課程鍼灸学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

福岡県 九州医療スポーツ専門学校
文化教養専門課程アスレティックリハビリテーショ
ンスポーツトレーナー学科（夜間部）

平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

福岡県 九州医療スポーツ専門学校 医療専門課程理学療法学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

福岡県 九州医療スポーツ専門学校 医療専門課程看護学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 九州医療スポーツ専門学校
社会福祉専門課程生涯スポーツトレーナー介護
福祉学科

平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 九州医療スポーツ専門学校 文化・教養専門課程日本語学科（２年コース） 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 九州医療スポーツ専門学校 医療専門課程　作業療法学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

福岡県 九州医療スポーツ専門学校 医療専門課程　歯科衛生学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

福岡県 九州医療スポーツ専門学校
文化・教養専門課程　ホスピタリティ・コンシェル
ジュ学科

令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

福岡県 九州英数学舘 商業実務専門課程国際観光文化学科 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
九州英数学舘 商業実務専門課程　国際ビジネス学科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 九州英数学舘 商業実務専門課程　国際ビジネス学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 九州外語専門学校 文化教養専門課程国際コミュニケーション学科 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程ホテル学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程旅行学科 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

福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程ネイチャー&サバイバル学科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程ネイチャー&ホスピタリティ学科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
九州観光専門学校 観光専門課程アウトドア学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程アウトドア学科 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

福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程航空ビジネス学科 平成12年2月8日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
九州観光専門学校 観光専門課程エアポート学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程フードサービス学科 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
九州観光専門学校 観光専門課程カフェ＆スイーツ学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程ブライダル学科 平成12年2月8日 ～ 平成28年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
九州観光専門学校

観光専門課程ブライダル＆ウエディング学
科

平成28年4月1日 平成29年2月28日

福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程観光情報サービス学科 平成14年2月27日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程観光学科（昼間部） 平成17年3月3日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程サービスアテンダント学科（昼間部） 平成17年3月3日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程料飲サービス学科 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
九州観光専門学校 観光専門課程カフェ＆バー学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程エアポート学科 平成19年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
九州観光専門学校 観光専門課程エアライン学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程カフェ＆バー学科 平成19年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程フラワーコーディネート学科 平成21年2月27日 ～ 平成29年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日
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福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程カフェ＆スイーツ学科 平成23年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
九州観光専門学校 観光専門課程スイーツ＆カフェ学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程鉄道・観光サービス学科 平成25年1月29日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
九州観光専門学校 観光専門課程鉄道サービス学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程エアライン学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程スイーツ＆カフェ学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程鉄道サービス学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程ブライダル＆ウエディング学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

福岡県 九州観光専門学校 観光専門課程　旅行・観光サービス学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 九州経理専門学校 商業専門課程コンピュータ会計科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校九州テクノカレッジ 商業専門課程コンピュータ会計科 平成14年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 九州工業技術専門学校 工業専門課程機械設計科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月28日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月28日 平成30年2月28日

福岡県 九州工業技術専門学校 工業専門課程建築工学科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月28日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月28日 平成30年2月28日

福岡県 九州工業技術専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月28日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月28日 平成30年2月28日

福岡県 九州工業技術専門学校 工業専門課程土木工学科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月28日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月28日 平成30年2月28日

福岡県 九州工業技術専門学校 工業専門課程バイオ技術科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月28日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月28日 平成30年2月28日

福岡県 九州厚生年金看護専門学校 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

福岡県 九州歯科技工専門学校 医療専門課程歯科技工士科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

福岡県 九州歯科大学附属歯科衛生学院 歯科衛生専門課程歯科衛生学科 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

福岡県 九州自動車整備専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成7年1月23日 ～ 平成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

福岡県 九州整備技術専門学校 工業専門課程自動車工学科 平成8年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
専門学校オートモービルカレッジ福岡 工業専門課程自動車工学科 平成15年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 九州整備技術専門学校 工業専門課程建築工学科 平成9年11月17日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校オートモービルカレッジ福岡 工業専門課程建築工学科 平成15年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 九州整備技術専門学校 工業専門課程土木工学科 平成9年11月17日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校オートモービルカレッジ福岡 工業専門課程土木工学科 平成15年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 九州整備技術専門学校 工業専門課程女子ＣＡＤ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
専門学校オートモービルカレッジ福岡 工業専門課程女子ＣＡＤ科 平成15年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 九州整備技術専門学校 工業専門課程アニメーション科 平成12年2月8日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校オートモービルカレッジ福岡 工業専門課程アニメーション科 平成15年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 九州整備技術専門学校 工業専門課程コンピューターグラフィックス科 平成12年2月8日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校オートモービルカレッジ福岡

工業専門課程コンピューターグラフィックス
科

平成15年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 九州整備技術専門学校 工業専門課程情報処理科 平成12年2月8日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校オートモービルカレッジ福岡 工業専門課程情報処理科 平成15年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 九州整備技術専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成8年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校オートモービルカレッジ福岡 工業専門課程マルチメディア科 平成15年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 九州電気専門学校 電気工学専門課程情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
九州電気専門学校 電気工学専門課程情報通信工学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

福岡県 九州電気専門学校 電気工学専門課程電気工学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

福岡県 九州電気専門学校 電気工学専門課程情報通信工学科 平成7年4月1日 ～ 平成7年11月30日
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福岡県 九州電気専門学校 電気工学専門課程　電気工学科（定時制） 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

福岡県 九州電子技術専門学校 工業専門課程ＯＡビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

福岡県 九州電子技術専門学校 工業専門課程音響工学科 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
専門学校デジタルアートカレッジ福岡 工業専門課程音響工学科 平成15年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 九州電子技術専門学校 工業専門課程建築工学科 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
専門学校デジタルアートカレッジ福岡 工業専門課程建築工学科 平成15年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 九州電子技術専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校デジタルアートカレッジ福岡 工業専門課程コンピュータグラフィックス科 平成15年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 九州電子技術専門学校 工業専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校デジタルアートカレッジ福岡 工業専門課程情報処理科 平成15年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 九州電子技術専門学校 工業専門課程女子製図科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校デジタルアートカレッジ福岡 工業専門課程女子製図科 平成15年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 九州電子技術専門学校 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
専門学校デジタルアートカレッジ福岡 工業専門課程電気工学科 平成15年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 九州電子技術専門学校 工業専門課程電子工学科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校デジタルアートカレッジ福岡 工業専門課程電子工学科 平成15年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 九州電子技術専門学校 工業専門課程機械設計科 平成8年12月4日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
専門学校デジタルアートカレッジ福岡 工業専門課程機械設計科 平成15年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 九州電子技術専門学校 工業専門課程ＣＡＤ設計科 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
専門学校デジタルアートカレッジ福岡 工業専門課程ＣＡＤ設計科 平成15年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 九州電子技術専門学校 工業専門課程コンピュータミュージック科 平成12年2月8日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校デジタルアートカレッジ福岡 工業専門課程コンピュータミュージック科 平成15年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 九州電子技術専門学校鞍手校 工業専門課程コンピュータ科 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
九州電子技術専門学校鞍手校 工業専門課程マルチメディア科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

福岡県 九州電子技術専門学校鞍手校 工業専門課程自動車工学科 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
九州整備技術専門学校 工業専門課程自動車工学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

福岡県 九州電子技術専門学校鞍手校 工業専門課程マルチメディア科 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
九州整備技術専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成8年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 九州電子計算機専門学校小倉校 工業専門課程情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
九州電子計算機専門学校小倉校 工業専門課程マルチメディア科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

福岡県 九州電子計算機専門学校小倉校 工業専門課程情報システム研究科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
九州電子計算機専門学校小倉校 工業専門課程大学併修科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

福岡県 九州電子計算機専門学校小倉校 工業専門課程情報システム専門科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程情報システム専門科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 九州電子計算機専門学校小倉校 工業専門課程大学併修科 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
ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程大学併修科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 九州電子計算機専門学校小倉校 工業専門課程マルチメディア科 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
ＫＣＳ北九州情報専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 九州電子計算機専門学校福岡校 工業専門課程情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程情報システム科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 九州電子計算機専門学校福岡校 工業専門課程情報システム研究科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
九州電子計算機専門学校福岡校 工業専門課程大学併修科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

福岡県 九州電子計算機専門学校福岡校 工業専門課程情報システム専門科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程情報システム専門科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 九州電子計算機専門学校福岡校 商業実務専門課程コンピュータビジネス科 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
九州電子計算機専門学校福岡校 商業実務専門課程ビジネスパソコン科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

福岡県 九州電子計算機専門学校福岡校 工業専門課程大学併修科 平成11年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
ＫＣＳ福岡情報専門学校 工業専門課程大学併修科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 九州電子計算機専門学校福岡校 商業実務専門課程ビジネスパソコン科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
ＫＣＳ福岡情報専門学校 商業実務専門課程ビジネスパソコン科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 九州ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＯＡカレッジ科 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
九州ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合カレッジ科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

福岡県 九州ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合カレッジ科 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
九州ビジネス専門学校 商業実務専門課程キャリアビジネス科 平成11年4月1日 平成12年2月8日
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福岡県 九州ビジネス専門学校 商業実務専門課程医薬ビジネス科 平成12年2月8日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
九州ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療福祉ビジネス科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

福岡県 九州ビジネス専門学校 商業実務専門課程キャリアビジネス科 平成11年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
九州ビジネス専門学校 商業実務専門課程フロンティアビジネス科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 九州ビジネス専門学校 文化・教養専門課程日本語科（昼間部） 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

福岡県 九州ビジネス専門学校 商業実務専門課程フロンティアビジネス科 平成16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

福岡県 九州ビジネス専門学校 衛生専門課程製菓フードビジネス科 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
製菓・医療九州ビジネス専門学校 衛生専門課程製菓フードビジネス科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 九州ビジネス専門学校 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
九州ビジネス専門学校

商業実務専門課程医療ビジネス科（２年
制）

平成20年4月1日 平成21年2月27日

福岡県 九州ビジネス専門学校 商業実務専門課程薬業ビジネス科 平成20年2月26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

福岡県 九州ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科（２年制） 平成20年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
製菓・医療九州ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 九州ビジネス専門学校 商業実務専門課程薬業ビジネス科 平成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
製菓・医療九州ビジネス専門学校 商業実務専門課程薬業ビジネス科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 九州ファッション専門学校 服飾専門課程ファッションデザイン科昼間部 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

福岡県 九州ファッション専門学校 服飾専門課程ファッションビジネス科 平成9年11月17日 ～ 平成21年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

福岡県 九州不動産専門学校 不動産学専門課程不動産学科 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
日本不動産専門学校 不動産学専門課程不動産学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

福岡県 九州和裁専門学校 和裁専門課程和裁科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福岡県 共生館福祉医療専門学校 社会福祉専門課程福祉医療科 平成12年2月8日 ～ 平成21年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校共生館国際福祉医療カレッジ 社会福祉専門課程福祉医療科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 京都看護専門学校 看護専門課程看護師科 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

福岡県 久留米医師会看護専門学校 看護専門課程看護婦科 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
久留米医師会看護専門学校 看護専門課程看護科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

福岡県 久留米医師会看護専門学校 看護専門課程看護科 平成10年4月1日 ～ 平成10年12月21日

福岡県 久留米工業技術専門学校 工業専門課程自動車工学科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
久留米工業技術専門学校 工業専門課程二級自動車工学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

福岡県 久留米工業技術専門学校 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

福岡県 久留米工業技術専門学校 工業専門課程二級自動車工学科 平成22年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
専門学校久留米自動車工科大学校 工業専門課程二級自動車工学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

福岡県 久留米工業技術専門学校 工業専門課程一級自動車工学科 平成23年12月22日 ～ 平成29年2月27日 平成23年12月22日 不適合 平成29年2月28日 平成29年2月28日

福岡県 久留米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11月30日 ～ 平成17年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
久留米歯科衛生専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 久留米歯科衛生専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

福岡県 久留米大学医学部附属看護専門学校 医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成10年2月12日 平成7年1月23日 廃止 平成10年2月12日 平成30年2月28日

福岡県 久留米大学医学部附属臨床検査専門学校 医療専門課程臨床検査科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

福岡県 久留米電子ビジネス専門学校 情報ビジネス専門課程情報経理学科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

福岡県 久留米電子ビジネス専門学校 情報ビジネス専門課程情報ビジネス学科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

福岡県 ケインズ英会話専門学校 外国語専門課程英会話本科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
九州外語専門学校

文化教養専門課程国際コミュニケーション
学科

平成11年4月1日 平成12年2月8日
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福岡県 ケインズ英会話専門学校 外国語専門課程国際ビジネス科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
九州外語専門学校

文化教養専門課程国際コミュニケーション
学科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

福岡県 健和看護学院 医療専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

福岡県 公務員ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員特別初級専攻科 平成7年11月30日 ～ 平成24年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
公務員ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員総合学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 公務員ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員中級専攻科 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

福岡県 公務員ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員ビジネス専攻科 平成12年2月8日 ～ 平成20年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

福岡県 公務員ビジネス専門学校 医療専門課程救急救命士学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

福岡県 公務員ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員総合学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

福岡県 香蘭ファッションデザイン専門学校 服飾専門課程ファッション産業科 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
香蘭ファッションデザイン専門学校 服飾専門課程　ファッションテクニカル科 平成23年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 香蘭ファッションデザイン専門学校 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7年1月23日

福岡県 香蘭ファッションデザイン専門学校 服飾専門課程ファッションデザイン専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

福岡県 香蘭ファッションデザイン専門学校 服飾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1月23日

福岡県 古賀国際看護学院 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

福岡県 国際アニメーション専門学校 文化・教養専門課程アニメーション総合科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

福岡県 国際アニメーション専門学校 商業実務専門課程　ＩＴエンジニア学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

福岡県 国際エステティック専門学校 衛生専門課程エステティック学科（昼間部） 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

福岡県 国際エステティック専門学校 衛生専門課程福祉皮膚美容学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

福岡県 国際総合ビジネス専門学校 服飾専門課程ファッション産業デザイン科 平成11年4月1日 ～ 平成19年11月21日 平成12年2月8日 廃止 平成19年11月21日 平成30年2月28日

福岡県 国際総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程商業実務ビジネス科 平成13年3月1日 ～ 平成19年11月21日 平成13年3月8日 廃止 平成19年11月21日 平成30年2月28日

福岡県 国際総合ビジネス専門学校 衛生専門課程美容科 平成16年2月17日 ～ 平成19年11月21日 平成16年2月17日 廃止 平成19年11月21日 平成30年2月28日

福岡県 国際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産業デザイン科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
国際総合ビジネス専門学校 服飾専門課程ファッション産業デザイン科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

福岡県 国士舘大学福祉専門学校 介護福祉士養成専門課程介護福祉学科 平成8年12月4日 ～ 平成19年10月15日 平成8年12月4日 廃止 平成19年10月15日 平成30年2月28日

福岡県 小倉南看護専門学校 看護専門課程看護婦科 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
小倉南看護専門学校 看護専門課程　看護師科 平成14年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 国立小倉病院附属看護学校 看護専門課程看護学科 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
独立行政法人国立病院機構小倉病院附
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

福岡県 国立小倉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14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国立小倉病院附属看護学校 看護専門課程看護学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

福岡県
国立障害者リハビリテーションセンター自立
支援局福岡視力障害センター

専門課程あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

福岡県
国立病院九州医療センター附属福岡看護
学校

看護専門課程看護学科 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
国立病院九州医療センター附属福岡看
護助産学校

看護専門課程看護学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

福岡県
国立病院九州医療センター附属福岡看護
助産学校

看護専門課程看護学科 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
独立行政法人国立病院機構九州医療セ
ンター附属福岡看護助産学校

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

福岡県 国立福岡視力障害センター 専門課程あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう科 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
国立障害者リハビリテーションセンター自
立支援局福岡視力障害センター

専門課程あん摩マッサージ指圧、はり、きゅ
う科

平成22年4月1日 平成22年11月29日
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福岡県 国立療養所福岡東病院附属看護学校 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福岡東医療
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

福岡県
国立療養所福岡東病院附属リハビリテー
ション学院

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

更
独立行政法人国立病院機構福岡東医療
センター附属リハビリテーション学院

医療専門課程作業療法学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

福岡県
国立療養所福岡東病院附属リハビリテー
ション学院

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

更
独立行政法人国立病院機構福岡東医療
センター附属リハビリテーション学院

医療専門課程理学療法学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

福岡県 国立療養所南福岡病院附属看護学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年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

福岡県 佐藤医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成14年2月27日 ～ 平成18年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
福岡医療管理専門学校 商業実務専門課程医療管理学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

福岡県 佐藤医療福祉専門学校 教育社会福祉専門課程社会福祉学科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

福岡県 佐藤医療福祉専門学校 商業実務専門課程福祉ビジネス学科 平成15年2月19日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福岡県 佐藤医療福祉専門学校
教育・社会福祉専門課程社会福祉総合学科（昼
間部）

平成17年3月3日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
福岡医療管理専門学校

教育・社会福祉専門課程社会福祉総合学
科

平成18年4月1日 平成19年2月22日

福岡県 佐藤情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程イベント広報学科 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

福岡県 佐藤情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程社会福祉学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

福岡県 佐藤情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報コミュニケーション学科 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

福岡県 佐藤情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程デジタルデザイン学科 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

福岡県 佐藤情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネススタッフ学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
佐藤情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報秘書学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

福岡県 佐藤情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程流通ビジネス学科 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
佐藤情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ショップマネジメント学科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

福岡県 佐藤情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報システム学科 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 佐藤情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報秘書学科 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
福岡航空ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報秘書学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

福岡県 佐藤情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ブライダルビジネス学科 平成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
福岡航空ビジネス専門学校 商業実務専門課程ブライダルビジネス学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

福岡県 佐藤情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ショップマネジメント学科 平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
福岡航空ビジネス専門学校 商業実務専門課程ショップマネジメント学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

福岡県 佐藤ビジネス・医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療管理学科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
佐藤ビジネス・医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

福岡県 佐藤ビジネス・医療福祉専門学校 商業実務専門課程企画広報学科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
佐藤ビジネス・医療福祉専門学校 商業実務専門課程イベント広報学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

福岡県 佐藤ビジネス・医療福祉専門学校 商業実務専門課程国際トラベル学科 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

福岡県 佐藤ビジネス・医療福祉専門学校 商業実務専門課程社会福祉学科 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
佐藤情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程社会福祉学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 佐藤ビジネス・医療福祉専門学校 商業実務専門課程情報経理学科 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

福岡県 佐藤ビジネス・医療福祉専門学校 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13年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
佐藤情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程情報コミュニケーション
学科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 佐藤ビジネス・医療福祉専門学校 商業実務専門課程情報秘書学科 平成10年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
佐藤情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネススタッフ学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 佐藤ビジネス・医療福祉専門学校 商業実務専門課程ビジネスマネジメント学科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
佐藤ビジネス・医療福祉専門学校 商業実務専門課程流通学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

福岡県 佐藤ビジネス・医療福祉専門学校 商業実務専門課程マルチメディア学科 平成10年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
佐藤情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程デジタルデザイン学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 佐藤ビジネス・医療福祉専門学校 商業実務専門課程イベント広報学科 平成11年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
佐藤情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程イベント広報学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日
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福岡県 佐藤ビジネス・医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 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

福岡県 佐藤ビジネス・医療福祉専門学校 商業実務専門課程流通学科 平成11年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
佐藤情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程流通ビジネス学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 佐藤ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
佐藤ビジネス・医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療管理学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

福岡県 佐藤ビジネス専門学校 商業実務専門課程観光ビジネス科 平成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

福岡県 佐藤ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

福岡県 佐藤ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
佐藤ビジネス・医療福祉専門学校 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

福岡県 佐藤ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
佐藤ビジネス・医療福祉専門学校 商業実務専門課程情報秘書学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

福岡県 佐藤ビジネス専門学校 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

福岡県 佐藤ビジネス専門学校 商業実務専門課程企画広報学科 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
佐藤ビジネス・医療福祉専門学校 商業実務専門課程企画広報学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

福岡県 佐藤ビジネス専門学校 商業実務専門課程国際トラベル学科 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
佐藤ビジネス・医療福祉専門学校 商業実務専門課程国際トラベル学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

福岡県 佐藤ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理学科 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
佐藤ビジネス・医療福祉専門学校 商業実務専門課程情報経理学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

福岡県 佐藤ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネスマネジメント学科 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
佐藤ビジネス・医療福祉専門学校

商業実務専門課程ビジネスマネジメント学
科

平成10年4月1日 平成10年12月21日

福岡県 佐藤ビジネス専門学校 商業実務専門課程マルチメディア学科 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
佐藤ビジネス・医療福祉専門学校 商業実務専門課程マルチメディア学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

福岡県 社会保険小倉記念病院看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成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

福岡県 新日鐵八幡記念看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成10年4月1日 ～ 平成23年11月30日 平成10年12月21日
名称変

更
製鉄記念八幡看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成23年12月1日 平成29年2月28日

福岡県
新日本製鐵株式會社八幡製鐵所病院看護
専門学校

看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
新日鐵八幡記念看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

福岡県 昴学園自動車エンジニア専門学校 工業専門課程自動車エンジニア学科 平成19年2月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程オートメーションシステム専科 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
昴学園総合専門学校 工業専門課程電子応用システム専科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程システムエンジニアリング科 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
昴学園総合専門学校 工業専門課程情報システム科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程システムエンジニアリング専科 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
昴学園総合専門学校 工業専門課程情報システム専科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程情報ネットワーク科 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
昴学園総合専門学校 工業専門課程通信ネットワーク科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程情報ネットワーク専科 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
昴学園総合専門学校 工業専門課程通信ネットワーク専科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

福岡県 昴学園総合専門学校 商業実務専門課程ＯＡ秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
昴学園総合専門学校 商業実務専門課程ＯＡビジネス科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

福岡県 昴学園総合専門学校 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

福岡県 昴学園総合専門学校 商業実務専門課程デザイン秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程ＣＡＤデザイン科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
昴学園総合専門学校 工業専門課程ＣＡＤデザイン学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程情報システム科 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
昴学園総合専門学校 工業専門課程情報システム学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程情報システム専科 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
昴学園総合専門学校 工業専門課程情報システム研究科 平成13年4月1日 平成14年2月27日
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福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程通信ネットワーク科 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
昴学園総合専門学校 工業専門課程通信ネット学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程通信ネットワーク専科 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
昴学園総合専門学校 工業専門課程通信ネット研究科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程電子応用システム専科 平成9年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
昴学園総合専門学校 工業専門課程マルチメディア学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 昴学園総合専門学校 商業実務専門課程ＯＡビジネス科 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
昴学園総合専門学校 商業実務専門課程トータルビジネス学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 昴学園総合専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
昴学園総合専門学校 商業実務専門課程医療福祉学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス科 平成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
昴学園総合専門学校

工業専門課程コンピュータグラフィックス学
科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 昴学園総合専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス科 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
昴学園総合専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程基礎テクノロジー科 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

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程ＣＡＤデザイン学科 平成13年4月1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

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス学科 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
昴学園総合専門学校 工業専門課程ＣＧデザイン学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程情報システム学科 平成13年4月1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

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程情報システム研究科 平成13年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程通信ネット学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
昴学園総合専門学校 工業専門課程ＩＴネット学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程通信ネット研究科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
昴学園総合専門学校 工業専門課程ＩＴネット研究科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程マルチメディア学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
昴学園総合専門学校

工業専門課程デジタルメディア・デザイン学
科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

福岡県 昴学園総合専門学校 商業実務専門課程医療福祉学科 平成13年4月1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

福岡県 昴学園総合専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
昴学園総合専門学校 商業実務専門課程経営情報学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

福岡県 昴学園総合専門学校 商業実務専門課程トータルビジネス学科 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
昴学園総合専門学校 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19年2月22日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程ＩＴネット学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
昴学園総合専門学校 工業専門課程通信ネット学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程ＩＴネット研究科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
昴学園総合専門学校 工業専門課程通信ネット研究科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程コムネット学科 平成15年2月19日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程デジタルメディア・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
名称変

更
昴学園総合専門学校 工業専門課程マルチメディア学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程自動車エンジニア学科 平成16年2月17日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程通信ネット学科 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
昴学園総合専門学校 工業専門課程通信ネットワーク学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程通信ネット研究科 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
昴学園総合専門学校 工業専門課程通信情報研究科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程マルチメディア学科 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
昴学園総合専門学校 工業専門課程マルチメディア・デザイン学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程ＣＧデザイン学科 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
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福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程通信情報研究科 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
昴学園総合専門学校 工業専門課程通信システム研究科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程通信ネットワーク学科 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
昴学園総合専門学校 工業専門課程通信システム学科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程マルチメディア・デザイン学科 平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

福岡県 昴学園総合専門学校 商業実務専門課程経営情報学科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 昴学園総合専門学校 文化・教養専門課程日本語学科 平成17年12月26日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校昴学園自動車大学校 文化・教養専門課程日本語学科（２年制） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程通信システム学科 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

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程通信システム研究科 平成17年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

福岡県 昴学園総合専門学校 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

福岡県 昴学園総合専門学校 衛生専門課程製菓学科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程高度情報通信研究科 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

福岡県 昴学園総合専門学校 工業専門課程通信ＩＴネット学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

福岡県 スポーツ＆航空ビジネス専門学校
商業実務専門課程スポーツマネジメント学科（２年
制）

平成25年1月29日 ～ 平成29年9月8日 平成25年1月29日 廃止 平成29年9月8日 平成30年2月28日

福岡県 スポーツ＆航空ビジネス専門学校 商業実務専門課程エアライン総合学科 平成23年4月1日 ～ 平成29年9月8日 平成25年1月29日 廃止 平成29年9月8日 平成30年2月28日

福岡県 スポーツ＆航空ビジネス専門学校 商業実務専門課程航空ハンドリング学科 平成23年4月1日 ～ 平成29年9月8日 平成25年1月29日 廃止 平成29年9月8日 平成30年2月28日

福岡県 製菓・医療九州ビジネス専門学校 衛生専門課程製菓フードビジネス科 平成24年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
製菓・医療九州ビジネス専門学校 衛生専門課程製菓衛生師科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

福岡県 製菓・医療九州ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

福岡県 製菓・医療九州ビジネス専門学校 商業実務専門課程薬業ビジネス科 平成24年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

福岡県 製菓・医療九州ビジネス専門学校 衛生専門課程製菓衛生師科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

福岡県 製菓・医療九州ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＩＴ科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

福岡県 製鉄記念八幡看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成23年12月1日 ～ 平成29年2月28日

福岡県 聖マリア学院医療福祉専門学校 介護福祉士専門課程介護福祉学科 平成8年12月4日 ～ 平成21年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成21年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 専修学校　久留米ゼミナール 商業実務専門課程経営ビジネス学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

福岡県 専修学校麻生外語観光カレッジ 商業実務専門課程国際観光科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校麻生外語観光カレッジ 商業実務専門課程国際観光科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

福岡県 専修学校麻生外語観光カレッジ 商業実務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 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

福岡県 専修学校麻生外語観光カレッジ 商業実務専門課程国際ホテル科 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

福岡県 専修学校麻生外語観光カレッジ 文化教養専門課程韓国語科 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

福岡県 専修学校麻生外語観光カレッジ 文化教養専門課程国際英語科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校麻生外語観光カレッジ 文化教養専門課程国際英語科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

福岡県 専修学校麻生外語観光カレッジ 文化教養専門課程中国語科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校麻生外語観光カレッジ 文化教養専門課程中国語科 平成18年4月1日 平成19年2月22日
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学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名
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福岡県 専修学校麻生外語観光カレッジ 商業実務専門課程国際エアカーゴ科 平成10年12月21日 ～ 平成18年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 専修学校麻生外語観光カレッジ 商業実務専門課程ホテル・リゾート科 平成10年12月21日 ～ 平成18年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校麻生外語観光カレッジ 商業実務専門課程ホテル・リゾート科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

福岡県 専修学校麻生外語観光カレッジ 商業実務専門課程サービス・アテンダント科 平成13年3月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 専修学校麻生外語観光カレッジ 商業実務専門課程国際ビジネス科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

福岡県 専修学校麻生外語観光カレッジ 文化教養専門課程中国語ビジネス科（昼間部） 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福岡県 専修学校麻生テクニカルデザインカレッジ 文化教養専門課程インテリアデザイン科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
麻生電子ビジネス専門学校北九州校 文化教養専門課程インテリアデザイン科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 専修学校麻生テクニカルデザインカレッジ 文化教養専門課程グラフィックデザイン科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
麻生電子ビジネス専門学校北九州校 文化教養専門課程グラフィックデザイン科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 専修学校麻生テクニカルデザインカレッジ 文化教養専門課程建築デザイン科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

福岡県 専修学校麻生テクニカルデザインカレッジ 文化教養専門課程マルチメディアデザイン科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
麻生電子ビジネス専門学校北九州校

文化教養専門課程マルチメディアデザイン
科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 専修学校麻生ビューティーカレッジ 衛生専門課程美容科（昼間部） 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

福岡県 専修学校麻生ビューティーカレッジ 衛生専門課程メイク・エステ・ネイル科 平成22年2月26日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
専修学校麻生ビューティーカレッジ 衛生専門課程ビューティースペシャリスト科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

福岡県 専修学校麻生ビューティーカレッジ 衛生専門課程ビューティースペシャリスト科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

福岡県 専修学校久留米ゼミナール
商業実務専門課程アジアビジネスマネージメント
学科

平成21年2月27日 ～ 平成25年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専修学校　久留米ゼミナール 商業実務専門課程経営ビジネス学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

福岡県 専修学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程情報ＯＡ科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専修学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程　経営情報科 平成8年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 専修学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専修学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程情報通信科 平成14年4月1日 平成19年2月22日

福岡県 専修学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程情報技術工学科 平成18年4月1日 ～ 平成26年5月12日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程情報技術工学科 平成26年5月13日 平成28年2月29日

福岡県 専修学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程情報システム工学科 平成18年4月1日 ～ 平成26年5月12日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程情報システム工学科 平成26年5月13日 平成28年2月29日

福岡県 専修学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程情報通信科 平成14年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専修学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程情報技術工学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

福岡県 専修学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程　経営情報科 平成8年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
専修学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程　総合情報研究科 平成10年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 専修学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程　総合情報科 平成14年4月1日 ～ 平成30年2月28日 平成30年2月28日 不適合 平成30年2月28日 平成30年2月28日

福岡県 専修学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程　総合情報研究科 平成10年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
専修学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程　総合情報科 平成14年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 専修学校コンピュータ教育学院大橋校 コンピュータ専門課程情報システム科 平成10年12月21日 ～ 平成18年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専修学校コンピュータ教育学院大橋校 コンピュータ専門課程情報システム工学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

福岡県 専修学校コンピュータ教育学院大橋校 コンピュータ専門課程情報処理科 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
専修学校コンピュータ教育学院大橋校 コンピュータ専門課程情報通信科 平成14年4月1日 平成19年2月22日

福岡県 専修学校コンピュータ教育学院大橋校 コンピュータ専門課程情報技術工学科 平成18年4月1日 ～ 平成26年5月12日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校コンピュータ教育学院大橋校 コンピュータ専門課程情報技術工学科 平成26年5月13日 平成28年2月29日

福岡県 専修学校コンピュータ教育学院大橋校 コンピュータ専門課程情報システム工学科 平成18年4月1日 ～ 平成26年5月12日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校コンピュータ教育学院大橋校 コンピュータ専門課程情報システム工学科 平成26年5月13日 平成28年2月29日

福岡県 専修学校コンピュータ教育学院大橋校 コンピュータ専門課程情報通信科 平成14年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専修学校コンピュータ教育学院大橋校 コンピュータ専門課程情報技術工学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

福岡県 専修学校コンピュータ教育学院大橋校 コンピュータ専門課程ロボット制御工学科 平成22年2月26日 ～ 平成26年5月12日 平成22年2月26日
名称変

更
専門学校コンピュータ教育学院大橋校 コンピュータ専門課程ロボット制御工学科 平成26年5月13日 平成28年2月29日

福岡県 専修学校福岡メディカルビジネスアカデミー 商業実務専門課程医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専修学校渕上医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成10年4月1日 平成10年12月21日
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福岡県 専修学校福岡メディカルビジネスアカデミー 商業実務専門課程ビジネス秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

福岡県 専修学校渕上医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療情報秘書科 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

福岡県 専修学校渕上医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成10年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
Ｆ・Ｃ渕上医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

福岡県 専門学校　九州デザイナー学院 文化・教養専門課程　ファッション学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

福岡県 専門学校　九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程　俳優学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

福岡県 専門学校ＥＳＰエンタテインメント福岡 文化・教養専門課程　音楽アーティスト科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

福岡県 専門学校ＥＳＰエンタテインメント福岡 文化・教養専門課程　音楽芸能スタッフ科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

福岡県 専門学校ＥＳＰエンタテインメント福岡 文化・教養専門課程　声優芸能科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

福岡県 専門学校麻生医療福祉＆観光カレッジ 介護福祉専門課程介護福祉科 平成21年4月1日 ～ 平成22年11月29日

福岡県 専門学校麻生医療福祉＆観光カレッジ
介護福祉専門課程ソーシャルワーカー科（昼間
部）

平成21年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成24年3月31日 平成28年2月29日

福岡県 専門学校麻生医療福祉＆観光カレッジ 教育・社会福祉専門課程子ども福祉科 平成22年11月29日 ～ 平成31年4月1日 平成22年11月29日
名称変

更
専門学校麻生医療福祉＆観光カレッジ 教育・社会福祉専門課程　こども福祉科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

福岡県 専門学校麻生医療福祉＆観光カレッジ 教育・社会福祉専門課程社会福祉科 平成21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

福岡県 専門学校麻生医療福祉＆観光カレッジ 教育・社会福祉専門課程保育科 平成21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

福岡県 専門学校麻生医療福祉＆観光カレッジ 商業実務専門課程医事スペシャリスト科 平成21年4月1日 ～ 平成22年11月29日

福岡県 専門学校麻生医療福祉＆観光カレッジ 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成21年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

福岡県 専門学校麻生医療福祉＆観光カレッジ 商業実務専門課程エアライン科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

福岡県 専門学校麻生医療福祉＆観光カレッジ 商業実務専門課程ホテル・ブライダル科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

福岡県 専門学校麻生医療福祉＆観光カレッジ 商業実務専門課程メディカルスイーツ科 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28年2月29日

福岡県 専門学校麻生医療福祉＆観光カレッジ 商業実務専門課程医療事務・食育科 平成25年1月29日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
専門学校麻生医療福祉＆観光カレッジ 商業実務専門課程医療秘書科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

福岡県 専門学校麻生医療福祉＆観光カレッジ 商業実務専門課程医療秘書科 平成28年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成29年2月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

福岡県 専門学校麻生医療福祉＆観光カレッジ 教育・社会福祉専門課程　こども福祉科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

福岡県 専門学校麻生外語観光カレッジ 商業実務専門課程エアライン科 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
麻生外語観光＆製菓専門学校 商業実務専門課程エアライン科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 専門学校麻生外語観光カレッジ 商業実務専門課程航空ビジネス科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校麻生外語観光カレッジ 商業実務専門課程エアポート科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

福岡県 専門学校麻生外語観光カレッジ 商業実務専門課程国際観光科 平成18年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

福岡県 専門学校麻生外語観光カレッジ 商業実務専門課程ブライダル科 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
麻生外語観光＆製菓専門学校 商業実務専門課程ブライダル科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 専門学校麻生外語観光カレッジ 商業実務専門課程ホテル・リゾート科 平成18年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
麻生外語観光＆製菓専門学校 商業実務専門課程ホテル・リゾート科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 専門学校麻生外語観光カレッジ 文化教養専門課程国際英語科 平成18年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
麻生外語観光＆製菓専門学校

文化教養専門課程英語コミュニケーション
科

平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 専門学校麻生外語観光カレッジ 文化教養専門課程中国語科 平成18年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
麻生外語観光＆製菓専門学校 文化教養専門課程中国語科 平成21年4月1日 平成22年2月26日
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福岡県 専門学校麻生外語観光カレッジ 商業実務専門課程トラベルビジネス科 平成20年2月26日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
麻生外語観光＆製菓専門学校 商業実務専門課程トラベルビジネス科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 専門学校麻生外語観光カレッジ 文化教養専門課程海外ビジネス科 平成20年2月26日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
麻生外語観光＆製菓専門学校 文化教養専門課程海外ビジネス科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 専門学校麻生外語観光カレッジ 商業実務専門課程エアポート科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
麻生外語観光＆製菓専門学校 商業実務専門課程エアポート科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 専門学校麻生外語観光カレッジ 商業実務専門課程国際貿易科 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
麻生外語観光＆製菓専門学校 商業実務専門課程国際貿易科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 専門学校麻生看護大学校 看護専門課程看護科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

福岡県 専門学校麻生工科自動車大学校 工業専門課程２級自動車整備科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

福岡県 専門学校麻生工科自動車大学校 工業専門課程自動車システム工学科 平成22年11月29日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成27年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 専門学校麻生工科自動車大学校 工業専門課程ロボット工学科 平成22年11月29日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
専門学校麻生工科自動車大学校 工業専門課程機械設計エンジニア科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 専門学校麻生工科自動車大学校 工業専門課程機械設計エンジニア科 平成24年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
専門学校麻生工科自動車大学校 工業専門課程メカニカルデザイン科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福岡県 専門学校麻生工科自動車大学校 工業専門課程メカニカルデザイン科 平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
専門学校麻生工科自動車大学校 工業専門課程自動車工学・機械設計科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

福岡県 専門学校麻生工科自動車大学校 工業専門課程自動車工学・機械設計科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

福岡県 専門学校麻生リハビリテーション大学校 医療専門課程言語聴覚学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

福岡県 専門学校麻生リハビリテーション大学校 医療専門課程作業療法学科（昼間部） 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

福岡県 専門学校麻生リハビリテーション大学校 医療専門課程作業療法学科（夜間部） 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

福岡県 専門学校麻生リハビリテーション大学校 医療専門課程理学療法学科（昼間部） 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

福岡県 専門学校麻生リハビリテーション大学校 医療専門課程理学療法学科（夜間部） 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

福岡県 専門学校オートモービルカレッジ福岡 工業専門課程アニメーション科 平成15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

福岡県 専門学校オートモービルカレッジ福岡 工業専門課程建築工学科 平成15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

福岡県 専門学校オートモービルカレッジ福岡 工業専門課程コンピューターグラフィックス科 平成15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

福岡県 専門学校オートモービルカレッジ福岡 工業専門課程自動車工学科 平成15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

福岡県 専門学校オートモービルカレッジ福岡 工業専門課程情報処理科 平成15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

福岡県 専門学校オートモービルカレッジ福岡 工業専門課程女子ＣＡＤ科 平成15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

福岡県 専門学校オートモービルカレッジ福岡 工業専門課程土木工学科 平成15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

福岡県 専門学校オートモービルカレッジ福岡 工業専門課程マルチメディア科 平成15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

福岡県 専門学校大原自動車工科大学校 工業専門課程　二級自動車整備科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 専門学校大原自動車工科大学校 文化・教養専門課程　日本語学科（２年制） 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 専門学校北九州ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程国際ビジネス科 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

福岡県 専門学校北九州ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程生涯スポーツ科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 不適合 平成14年3月31日 平成15年2月19日
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福岡県 専門学校北九州ＹＭＣＡ学院 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

福岡県 専門学校北九州ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程ホテル旅行科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 不適合 平成14年3月31日 平成15年2月19日

福岡県 専門学校北九州看護大学校 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

福岡県 専門学校北九州自動車大学校 工業専門課程一級自動車整備科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校北九州自動車大学校 工業専門課程一級自動車整備科２年制 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 専門学校北九州自動車大学校 工業専門課程二級自動車整備科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

福岡県 専門学校北九州自動車大学校 工業専門課程一級自動車整備科２年制 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

福岡県 専門学校九州スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程総合ビジネス学科 平成17年12月26日 ～ 平成24年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成20年3月31日 平成25年1月29日

福岡県 専門学校九州スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程　国際ビジネス学科 平成29年11月1日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 専門学校九州スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程　総合ビジネス学科 平成29年11月1日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 専門学校九州スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程　トータルビューティ学科 平成29年11月1日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 専門学校九州スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程　ファッションビジネス学科 平成29年11月1日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 専門学校九州スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程　フラワーコーディネート学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 専門学校九州スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程　ペット学科 平成29年11月1日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 専門学校九州スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程　モデル・タレント学科 平成29年11月1日 ～ 平成31年3月31日 平成30年2月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程ＯＡ・秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程経営学科 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

福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程国際ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程国際貿易学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程ビジネス情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校九州スクールオブビジネス

ビジネス専門課程コンピューティングビジネ
ス学科

平成10年4月1日 平成10年12月21日

福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程マスコミ・広報学科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程アミューズメントビジネス学科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程経理学科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程コンピューティングビジネス学科 平成10年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程スポーツビジネス学科 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
専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程スポーツ健康福祉学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程国際貿易学科 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

福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程総合ビジネス学科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程スポーツ健康福祉学科 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

福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程トータルビューティ学科 平成14年2月27日 ～ 平成29年10月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校九州スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程　トータルビューティ学科 平成29年10月31日 平成30年2月28日

福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程フラワービジネス学科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校九州スクールオブビジネス

ビジネス専門課程フラワーコーディネート学
科

平成15年4月1日 平成17年3月9日
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福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程ペットビジネス学科 平成15年2月19日 ～ 平成22年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス
ビジネス専門課程キッズエデュテイメント学科（昼
間部）

平成17年3月3日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程フラワーコーディネート学科 平成15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

福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程メイクアップアーティスト学科 平成19年2月1日 ～ 平成29年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程医療福祉ビジネス学科 平成21年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程ショップ経営学科 平成21年2月27日 ～ 平成26年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成26年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程ペット学科 平成21年2月27日 ～ 平成29年10月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校九州スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程　ペット学科 平成29年10月31日 平成30年2月28日

福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程モデル学科 平成21年2月27日 ～ 平成28年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程モデル・タレント学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程カラーコーディネート学科 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

福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程総合ビジネス学科 平成26年1月28日 ～ 平成29年10月31日 平成26年1月28日
名称変

更
専門学校九州スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程　総合ビジネス学科 平成29年10月31日 平成30年2月28日

福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程国際ビジネス学科 平成27年2月19日 ～ 平成29年10月31日 平成27年2月19日
名称変

更
専門学校九州スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程　国際ビジネス学科 平成29年10月31日 平成30年2月28日

福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程ファッションビジネス学科 平成27年2月19日 ～ 平成29年10月31日 平成27年2月19日
名称変

更
専門学校九州スクール・オブ・ビジネス

ビジネス専門課程　ファッションビジネス学
科

平成29年10月31日 平成30年2月28日

福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程モデル・タレント学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年10月31日 平成29年2月28日
名称変

更
専門学校九州スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程　モデル・タレント学科 平成29年10月31日 平成30年2月28日

福岡県 専門学校九州スクールオブビジネス ビジネス専門課程　マスコミ広報学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

福岡県 専門学校九州テクノカレッジ 工業専門課程ハイテク情報科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

福岡県 専門学校九州テクノカレッジ 商業専門課程コンピュータ会計科 平成14年4月1日 ～ 平成17年12月26日

福岡県 専門学校九州テクノカレッジ 商業実務専門課程環境ビジネス学科 平成20年2月26日 ～ 平成29年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校九州テクノカレッジ 商業専門課程　国際情報ビジネス科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 専門学校九州テクノカレッジ 工業専門課程　総合デザイン科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 専門学校九州テクノカレッジ 商業専門課程　国際情報ビジネス科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 映像専門課程写真学科 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

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 映像専門課程放送ビデオ学科 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

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程アニメーション学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程ＣＧアニメーション学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程インテリアデザイン学科昼間部 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

福岡県 専門学校九州デザイナー学院
デザイン専門課程グラフィック・デザイン学科昼間
部

平成7年1月23日 ～ 平成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

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程建築デザイン学科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程ファッションデザイン学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校九州デザイナー学院

デザイン専門課程ファッションコーディネー
ター学科

平成10年4月1日 平成10年12月21日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程編集デザイン学科 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

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 映像専門課程音響学科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日
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福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程アーティスト学科 平成9年11月17日 ～ 平成28年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校九州デザイナー学院 文化・教養専門課程アーティスト学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程ＣＧアニメーション学科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程アニメーション学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程ゲームクリエイター学科 平成10年12月21日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院
デザイン専門課程ファッションコーディネーター学
科

平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校九州デザイナー学院

デザイン専門課程ファッションコーディネー
ト学科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程マルチメディア学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校九州デザイナー学院

デザイン専門課程マルチメディアデザイン
学科

平成12年4月1日 平成13年3月8日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程アニメーション学科 平成11年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程ファッションコーディネート学科 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
専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程ファッションデザイン学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程マルチメディアデザイン学科 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

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程メイクアップアーティスト学科 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程ＣＧクリエーター学科 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
専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程ゲームクリエイター学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程情報デザイン学科 平成16年2月17日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程スペースデザイン学科 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
専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程インテリアデザイン学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程ビジュアルデザイン学科 平成16年2月17日 ～ 平成28年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校九州デザイナー学院

文化・教養専門課程グラフィックデザイン学
科

平成28年4月1日 平成29年2月28日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程マンガ学科 平成16年2月17日 ～ 平成28年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校九州デザイナー学院 文化・教養専門課程マンガ学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程イラストレーション学科 平成19年2月1日 ～ 平成28年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校九州デザイナー学院 文化・教養専門課程イラストレーション学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程総合デザイン学科 平成19年2月1日 ～ 平成28年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校九州デザイナー学院 文化・教養専門課程総合デザイン学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程フォトグラフィック学科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程ゲームクリエイター学科 平成19年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校九州デザイナー学院

文化・教養専門課程ゲームクリエイター学
科

平成28年4月1日 平成29年2月28日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程トイデザイン学科 平成21年2月27日 ～ 平成28年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校九州デザイナー学院 文化・教養専門課程トイデザイン学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程インテリアデザイン学科 平成21年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
専門学校九州デザイナー学院

文化・教養専門課程インテリアデザイン学
科

平成28年4月1日 平成29年2月28日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 デザイン専門課程ファッションデザイン学科 平成23年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
専門学校九州デザイナー学院

文化・教養専門課程ファッションデザイン学
科

平成28年4月1日 平成29年2月28日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 文化・教養専門課程アーティスト学科 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

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 文化・教養専門課程イラストレーション学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 文化・教養専門課程インテリアデザイン学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 文化・教養専門課程グラフィックデザイン学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 文化・教養専門課程ゲームクリエイター学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 文化・教養専門課程総合デザイン学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 文化・教養専門課程トイデザイン学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日
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福岡県 専門学校九州デザイナー学院 文化・教養専門課程ファッションデザイン学科 平成28年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成29年2月28日
名称変

更
専門学校　九州デザイナー学院 文化・教養専門課程　ファッション学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 文化・教養専門課程マンガ学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

福岡県 専門学校九州デザイナー学院 文化・教養専門課程日本語学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程音響学科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程写真学科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程総合学科 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
専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程雑誌編集学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程放送ビデオ学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程放送映画学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程マルチメディア学科 平成10年12月21日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程放送映画学科 平成12年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程雑誌編集学科 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

福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程総合芸術学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校九州ビジュアルアーツ

映像音響専門課程パフォーマンスアーツ学
科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程パフォーマンスアーツ学科 平成14年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程声優学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程ミュージシャン学科 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程アニメーション学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程メディアアート学科 平成16年2月17日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程映像クリエイター学科 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
専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程映画学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程放送ビデオ学科 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
専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程放送学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程ミュージッククリエイト学科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程映画学科 平成19年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程　ＣＧ映像学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程声優学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程放送学科 平成19年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程　放送・映画学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程コンピュータグラフィックス学科 平成21年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程パフォーマンスアーツ学科 平成25年1月29日 ～ 平成31年4月1日 平成25年1月29日
名称変

更
専門学校　九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程　俳優学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程　ＣＧ映像学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 専門学校九州ビジュアルアーツ 映像音響専門課程　放送・映画学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 専門学校九州リハビリテーション大学校 医療専門課程作業療法学科 平成19年2月1日 ～ 平成22年11月29日 平成19年2月22日 不適合 平成22年11月29日 平成22年11月29日

福岡県 専門学校九州リハビリテーション大学校 医療専門課程理学療法学科 平成19年2月1日 ～ 平成22年11月29日 平成19年2月22日 不適合 平成22年11月29日 平成22年11月29日

福岡県 専門学校共生館国際福祉医療カレッジ 社会福祉専門課程社会福祉学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日
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位 置 専　修　学　校　名 課　程　名
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福岡県 専門学校共生館国際福祉医療カレッジ 社会福祉専門課程福祉医療科 平成21年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

福岡県 専門学校共生館国際福祉医療カレッジ 商業実務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

福岡県 専門学校久留米自動車工科大学校 工業専門課程二級自動車工学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

福岡県 専門学校久留米自動車工科大学校 工業専門課程車体整備工学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

福岡県 専門学校国際貢献専門大学校 商業実務専門課程ITビジネス学科10月生 平成27年2月19日 ～ 平成28年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

福岡県 専門学校国際貢献専門大学校 商業実務専門課程ITビジネス学科4月生 平成27年2月19日 ～ 平成29年4月1日 平成27年2月19日
名称変

更
専門学校国際貢献専門大学校

商業実務専門課程　ＩＴビジネス学科（２年
制）

平成29年4月1日 令和2年2月29日

福岡県 専門学校国際貢献専門大学校
商業実務専門課程グローバルキャリア日本語教
師養成学科

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

福岡県 専門学校国際貢献専門大学校
商業実務専門課程グローバルキャリアワーキング
学科

平成27年2月19日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
専門学校国際貢献専門大学校

商業実務専門課程国際ワーキングスタディ
学科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

福岡県 専門学校国際貢献専門大学校 商業実務専門課程国際ワーキングスタディ学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

福岡県 専門学校国際貢献専門大学校 商業実務専門課程　ＩＴビジネス学科（２年制） 平成29年4月1日 ～ 令和2年2月29日

福岡県 専門学校国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程観光科 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
専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程観光科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

福岡県 専門学校国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程ホテル科 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
専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程ホテル科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

福岡県 専門学校コンピュータ教育学院
コンピュータ専門課程情報処理技術学科（２年課
程）

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
専門学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程　情報処理技術学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

福岡県 専門学校コンピュータ教育学院
コンピュータ専門課程　情報処理技術学科（３年課
程）

平成28年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
専門学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程　情報システム学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

福岡県 専門学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程　情報システム学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 専門学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程　情報処理技術学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 専門学校コンピュータ教育学院大橋校
コンピュータ専門課程ＩＴ技術ビジネスライセンス学
科（２年課程）

平成27年4月1日 ～ 平成30年6月25日 平成28年2月29日
名称変

更
専門学校コンピュータ教育学院ビジネス
カレッジ

コンピュータ専門課程　国際情報ビジネス
学科

平成30年6月26日 平成31年1月25日

福岡県 専門学校コンピュータ教育学院大橋校 コンピュータ専門課程情報技術工学科 平成26年5月13日 ～ 平成27年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
専門学校コンピュータ教育学院大橋校

コンピュータ専門課程ＩＴ技術ビジネスライセ
ンス学科（２年課程）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

福岡県 専門学校コンピュータ教育学院大橋校 コンピュータ専門課程情報システム工学科 平成26年5月13日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
専門学校コンピュータ教育学院大橋校

コンピュータ専門課程　ＩＴ技術ビジネスライ
センス学科（３年課程）

平成28年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 専門学校コンピュータ教育学院大橋校 コンピュータ専門課程ロボット制御工学科 平成26年5月13日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
専門学校コンピュータ教育学院大橋校

コンピュータ専門課程　情報ビジネス学科
（２年課程）

平成28年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 専門学校コンピュータ教育学院大橋校
コンピュータ専門課程　ＩＴ技術ビジネスライセンス
学科（３年課程）

平成28年4月1日 ～ 平成30年6月25日 平成30年2月28日
名称変

更
専門学校コンピュータ教育学院ビジネス
カレッジ

コンピュータ専門課程　キャリア形成学科 平成30年6月26日 平成31年1月25日

福岡県 専門学校コンピュータ教育学院大橋校
コンピュータ専門課程　情報ビジネス学科（２年課
程）

平成28年4月1日 ～ 平成30年6月25日 平成30年2月28日
名称変

更
専門学校コンピュータ教育学院ビジネス
カレッジ

コンピュータ専門課程　情報ビジネス学科 平成30年6月26日 平成31年1月25日

福岡県
専門学校コンピュータ教育学院ビジネスカ
レッジ

コンピュータ専門課程　キャリア形成学科 平成30年6月26日 ～ 平成31年1月25日

福岡県
専門学校コンピュータ教育学院ビジネスカ
レッジ

コンピュータ専門課程　国際情報ビジネス学科 平成30年6月26日 ～ 平成31年1月25日

福岡県
専門学校コンピュータ教育学院ビジネスカ
レッジ

コンピュータ専門課程　情報ビジネス学科 平成30年6月26日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 専門学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程情報技術工学科 平成26年5月13日 ～ 平成27年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
専門学校コンピュータ教育学院

コンピュータ専門課程情報処理技術学科
（２年課程）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

福岡県 専門学校コンピュータ教育学院 コンピュータ専門課程情報システム工学科 平成26年5月13日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
専門学校コンピュータ教育学院

コンピュータ専門課程　情報処理技術学科
（３年課程）

平成28年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 専門学校昴大原自動車大学校 工業専門課程二級自動車整備科 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
大原昴自動車・スポーツ専門学校 工業専門課程二級自動車整備科 平成27年4月1日 平成28年2月29日
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福岡県 専門学校昴大原自動車大学校 文化・教養専門課程日本語学科（２年制） 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
大原昴自動車・スポーツ専門学校 文化・教養専門課程日本語学科（２年制） 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福岡県 専門学校昴大原自動車大学校 文化・教養専門課程スポーツ学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
大原昴自動車・スポーツ専門学校 文化・教養専門課程スポーツ学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福岡県 専門学校昴学園自動車大学校 工業専門課程二級自動車整備科 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
専門学校昴大原自動車大学校 工業専門課程二級自動車整備科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

福岡県 専門学校昴学園自動車大学校 文化・教養専門課程日本語学科（２年制） 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
専門学校昴大原自動車大学校 文化・教養専門課程日本語学科（２年制） 平成23年4月1日 平成23年12月22日

福岡県 専門学校すみれ服装学院 家政専門課程服飾デザイン科 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

福岡県 専門学校第一自動車大学校
工業専門課程　自動車整備学科二級自動車整備
士コース

平成27年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 専門学校デジタルアートカレッジ福岡 工業専門課程ＣＡＤ設計科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福岡県 専門学校デジタルアートカレッジ福岡 工業専門課程音響工学科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福岡県 専門学校デジタルアートカレッジ福岡 工業専門課程機械設計科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福岡県 専門学校デジタルアートカレッジ福岡 工業専門課程建築工学科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福岡県 専門学校デジタルアートカレッジ福岡 工業専門課程コンピュータグラフィックス科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福岡県 専門学校デジタルアートカレッジ福岡 工業専門課程コンピュータミュージック科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福岡県 専門学校デジタルアートカレッジ福岡 工業専門課程情報処理科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福岡県 専門学校デジタルアートカレッジ福岡 工業専門課程女子製図科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福岡県 専門学校デジタルアートカレッジ福岡 工業専門課程電気工学科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福岡県 専門学校デジタルアートカレッジ福岡 工業専門課程電子工学科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福岡県 専門学校東京国際ビジネスカレッジ福岡校 商業実務専門課程国際経営学科（第一部） 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

福岡県 専門学校東京国際ビジネスカレッジ福岡校 商業実務専門課程国際経営学科（第二部） 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

福岡県 専門学校東京国際ビジネスカレッジ福岡校
文化教養専門課程国際言語コミュニケーション学
科（第一部）

平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

福岡県 専門学校東京国際ビジネスカレッジ福岡校
文化教養専門課程国際言語コミュニケーション学
科（第二部）

平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

福岡県 専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程観光科 平成12年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程トラベル科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

福岡県 専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程ホテル科 平成12年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ホテル・ブライダル科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

福岡県 専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程エアポート科 平成14年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程エアライン科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

福岡県 専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程トラベル科 平成17年4月1日 ～ 平成19年2月22日

福岡県 専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程航空サービス科 平成21年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程エアポート科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

福岡県 専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程ブライダル科 平成22年11月29日 ～ 平成31年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

福岡県 専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程エアポート科 平成23年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

福岡県 専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程エアライン科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日
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福岡県 専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程鉄道科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

福岡県 専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ
商業実務専門課程　国際ホテルマネジメント科

平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ホテル・ブライダル科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

福岡県 専門学校西日本アカデミー 商業実務専門課程カレッジ観光科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校西日本アカデミー

商業実務専門課程ホテル観光ビジネス学
科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

福岡県 専門学校西日本アカデミー 商業実務専門課程コンピュータ経理科 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

福岡県 専門学校西日本アカデミー 商業実務専門課程情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

福岡県 専門学校西日本アカデミー
商業実務専門課程スチュワーデス・グランドホステ
ス科

平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校西日本アカデミー

商業実務専門課程航空ビジネス学科（修業
年限２年の課程に限る。）

平成15年4月1日 平成16年2月17日

福岡県 専門学校西日本アカデミー
文化教養専門課程公務員専攻科(修業年限２年
の課程に限る。)

平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校西日本アカデミー

文化教養専門課程公務員ビジネス学科（修
業年限２年の課程に限る。）

平成15年4月1日 平成16年2月17日

福岡県 専門学校西日本アカデミー
商業実務専門課程航空ビジネス学科（修業年限２
年の課程に限る。）

平成15年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
西日本アカデミー航空専門学校

商業実務専門課程　航空ビジネス学科（２
年制）

平成25年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 専門学校西日本アカデミー 商業実務専門課程ホテル観光ビジネス学科 平成15年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成25年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 専門学校西日本アカデミー
文化教養専門課程公務員ビジネス学科（修業年
限２年の課程に限る。）

平成15年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成25年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 専門学校日本デザイナー学院 デザイン専門課程デザイン学科 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
専門学校日本デザイナー学院 文化教養専門課程デザイン学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 専門学校日本デザイナー学院 文化教養専門課程デザイン学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

福岡県 専門学校日本ビジネススクール ビジネス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 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

福岡県 専門学校日本ビジネススクール ビジネス専門課程総合ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成26年9月3日 平成7年1月23日 廃止 平成26年9月3日 平成30年2月28日

福岡県
専門学校広永学園アーバンメディカルス
クール

商業実務専門課程医療管理事務科 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
アーバン医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療管理事務科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

福岡県
専門学校広永学園アーバンメディカルス
クール

商業実務専門課程医療管理秘書科 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
アーバン医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療管理秘書科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

福岡県 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務専門課程カレッジコース 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務専門課程カレッジ科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

福岡県 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務専門課程コンピュータ経理科 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
専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務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

福岡県 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務専門課程税理士科 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

福岡県 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務専門課程クリエイティブ・マネジメント科 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
専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務専門課程流通ビジネス科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

福岡県 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務専門課程カレッジ科 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
専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務専門課程大学編入科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

福岡県 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務専門課程流通ビジネス科 平成11年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務専門課程雑貨ビジネス科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

福岡県 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務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24年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成24年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ワーキングスタディ科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

福岡県 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務専門課程雑貨ビジネス科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ショップスタディ科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

福岡県 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務専門課程ショップスタディ科 平成18年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成24年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務専門課程中国ビジネス学科 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
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福岡県 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務専門課程　ＩＴエンジニア科 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
専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス

商業実務専門課程　Ｗｅｂメディア・ＩＴシステ
ム科

平成29年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務専門課程事務・経理科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

福岡県 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務専門課程大学編入科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

福岡県 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務専門課程医療管理科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

福岡県 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス 商業実務専門課程　Ｗｅｂメディア・ＩＴシステム科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 専門学校福岡国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程国際経営学科（第一部） 平成21年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校東京国際ビジネスカレッジ福岡
校

商業実務専門課程国際経営学科（第一部） 平成24年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 専門学校福岡国際ホテル学院
商業実務専門課程ホテル&レストランマネジメント
科

平成9年11月17日 ～ 平成17年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福岡県 専門学校福岡ビジョナリーアーツ 文化教養専門課程フードクリエイト学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

福岡県 専門学校福岡ビジョナリーアーツ 文化教養専門課程ペット学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

福岡県 専門学校福岡ビジョナリーアーツ 文化教養専門課程ウェディングプロデュース学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

福岡県 専門学校ブライトンカレッジ 商業実務専門課程企画デザイン学科 平成7年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

福岡県 専門学校ブライトンカレッジ 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4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
福岡観光外語専門学校

商業実務専門課程国際コミュニケーション
学科

平成17年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 専門学校ブライトンカレッジ 商業実務専門課程国際ビジネス学科 平成7年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

福岡県 専門学校ブライトンカレッジ 商業実務専門課程コンピュータメディア学科 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校ブライトンカレッジ 商業実務専門課程コンピュータ経理学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

福岡県 専門学校ブライトンカレッジ 商業実務専門課程情報秘書学科 平成7年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

福岡県 専門学校ブライトンカレッジ 商業実務専門課程旅行観光学科 平成7年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
福岡観光外語専門学校 商業実務専門課程旅行観光学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 専門学校ブライトンカレッジ 商業実務専門課程コンピュータ経理学科 平成8年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
専門学校ブライトンカレッジ 商業実務専門課程マルチメディア学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

福岡県 専門学校ブライトンカレッジ 商業実務専門課程医療・福祉秘書学科 平成9年11月17日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校ブライトンカレッジ 商業実務専門課程医療・福祉学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

福岡県 専門学校ブライトンカレッジ 商業実務専門課程医療・福祉学科 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
福岡観光外語専門学校 商業実務専門課程医療・福祉学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 専門学校ブライトンカレッジ 商業実務専門課程マルチメディア学科 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
専門学校ブライトンカレッジ 商業実務専門課程ＩＴ総合ビジネス学科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 専門学校ブライトンカレッジ 商業実務専門課程ＩＴ総合ビジネス学科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
福岡観光外語専門学校 商業実務専門課程ＩＴ総合ビジネス学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 専門学校ブライトンブレインズカレッジ 商業実務専門課程企画デザイン学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校ブライトンカレッジ 商業実務専門課程企画デザイン学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

福岡県 専門学校ブライトンブレインズカレッジ 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7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校ブライトンカレッジ

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4月1日 平成7年11月30日

福岡県 専門学校ブライトンブレインズカレッジ 商業実務専門課程国際ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校ブライトンカレッジ 商業実務専門課程国際ビジネス学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

福岡県 専門学校ブライトンブレインズカレッジ 商業実務専門課程コンピュータ総合学科 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
専門学校ブライトンカレッジ

商業実務専門課程コンピュータメディア学
科

平成7年4月1日 平成7年11月30日

福岡県 専門学校ブライトンブレインズカレッジ 商業実務専門課程情報秘書学科 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
専門学校ブライトンカレッジ 商業実務専門課程情報秘書学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

福岡県 専門学校ブライトンブレインズカレッジ 商業実務専門課程旅行観光学科 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
専門学校ブライトンカレッジ 商業実務専門課程旅行観光学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

福岡県 専門学校柳川リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科昼間部 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日
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福岡県 専門学校柳川リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科昼間部 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

福岡県 専門学校柳川リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科（夜間部） 平成9年11月17日 ～ 平成24年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成24年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 専門学校柳川リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科（夜間部） 平成9年11月17日 ～ 平成28年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

福岡県 専門学校柳川リハビリテーション学院 医療専門課程言語聴覚学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

福岡県 専門学校ライセンスカレッジ 不動産学専門課程不動産学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
専門学校ライセンスカレッジ 不動産専門課程不動産学科 平成21年4月1日 平成22年11月29日

福岡県 専門学校ライセンスカレッジ 不動産専門課程不動産学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年11月29日

福岡県 第一医療リハビリテーション専門学校
文化教養専門課程メディカルトレーナー学科（昼
間部）

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
福岡天神医療リハビリ専門学校

文化教養専門課程メディカルトレーナー学
科（昼間部）

平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 第一医療リハビリテーション専門学校 医療専門課程柔道整復学科（昼間部） 平成17年12月26日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
福岡天神医療リハビリ専門学校 医療専門課程柔道整復学科（昼間部） 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 第一医療リハビリテーション専門学校 医療専門課程柔道整復学科（夜間部） 平成17年12月26日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
福岡天神医療リハビリ専門学校 医療専門課程柔道整復学科（夜間部） 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 第一医療リハビリテーション専門学校 医療専門課程はり・きゅう学科（昼間部） 平成17年12月26日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
福岡天神医療リハビリ専門学校 医療専門課程鍼灸学科（昼間部） 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 第一医療リハビリテーション専門学校 医療専門課程はり・きゅう学科（夜間部） 平成17年12月26日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
福岡天神医療リハビリ専門学校 医療専門課程鍼灸学科（夜間部） 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 第一医療リハビリテーション専門学校 医療専門課程作業療法学科（夜間部） 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
福岡天神医療リハビリ専門学校 医療専門課程作業療法学科（夜間部） 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 第一医療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（夜間部） 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
福岡天神医療リハビリ専門学校 医療専門課程理学療法学科（夜間部） 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 第一医療リハビリテーション専門学校
文化教養専門課程メディカルトレーナー学科（夜
間部）

平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
福岡天神医療リハビリ専門学校

文化教養専門課程メディカルトレーナー学
科（夜間部）

平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 第一介護福祉専門学校 介護福祉専門課程介護福祉学科 平成13年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

福岡県 第一経済大学福祉専門学校 専門課程介護福祉学科 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
第一介護福祉専門学校 介護福祉専門課程介護福祉学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 第一自動車整備専門学校 工業専門課程自動車整備学科 平成7年1月23日 ～ 平成27年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校第一自動車大学校

工業専門課程　自動車整備学科二級自動
車整備士コース

平成27年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 高尾看護専門学校 看護専門課程看護師学科 平成14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
高尾看護専門学校

看護専門課程第２看護学科（２年課程昼間
定時制）

平成18年4月1日 平成21年2月27日

福岡県 高尾看護専門学校 看護専門課程看護婦学科 平成8年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
高尾看護専門学校 看護専門課程看護師学科 平成14年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 高尾看護専門学校 看護専門課程看護学科（３年課程） 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

福岡県 高尾看護専門学校
看護専門課程第２看護学科（２年課程昼間定時
制）

平成18年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

福岡県 田川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9年8月25日 平成7年1月23日 廃止 平成9年8月25日 平成30年2月28日

福岡県 田川女子専門学校 家政専門課程ファッションテキスタイル師範科 平成7年11月30日 ～ 平成18年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 田川女子専門学校 家政専門課程ファッションデザイン師範科 平成7年11月30日 ～ 平成18年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 田川女子専門学校 家政専門課程ファッションデザイン専門科 平成7年11月30日 ～ 平成18年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 筑豊看護専門学校 看護専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

福岡県 ディーアート美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成21年4月1日 ～ 平成25年3月29日 平成22年2月26日 廃止 平成25年3月29日 平成30年2月28日

福岡県
独立行政法人国立病院機構小倉病院附属
看護学校

看護専門課程看護学科 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日
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福岡県
独立行政法人国立病院機構九州医療セン
ター附属福岡看護助産学校

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

福岡県
独立行政法人国立病院機構福岡東医療セ
ンター附属看護学校

看護専門課程看護学科 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

福岡県
独立行政法人国立病院機構福岡東医療セ
ンター附属リハビリテーション学院

医療専門課程作業療法学科 平成16年4月1日 ～ 平成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

福岡県
独立行政法人国立病院機構福岡東医療セ
ンター附属リハビリテーション学院

医療専門課程理学療法学科 平成16年4月1日 ～ 平成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

福岡県 中村国際ホテル専門学校 観光専門課程ホテル学科 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
中村国際ホテル専門学校 観光専門課程ホテル学科２年コース 平成22年4月1日 平成22年11月29日

福岡県 中村国際ホテル専門学校 観光専門課程ホテル学科２年コース 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

福岡県 中村国際ホテル専門学校 観光専門課程ホテル学科３年コース 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

福岡県 中村調理師専門学校 調理専門課程調理師特修科 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
中村調理製菓専門学校 調理専門課程調理師科・２年コース 平成16年4月1日 平成17年3月9日

福岡県 中村調理師専門学校 調理専門課程製菓技術科 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
中村調理製菓専門学校 調理専門課程製菓技術科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

福岡県 中村調理製菓専門学校 調理専門課程製菓技術科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

福岡県 中村調理製菓専門学校 調理専門課程調理師科・２年コース 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

福岡県 西鉄自動車整備専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

福岡県 西鉄自動車整備専門学校 工業専門課程　留学生自動車整備士コース 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

福岡県 西日本アカデミー航空専門学校 商業実務専門課程　航空ビジネス学科（２年制） 平成25年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 西日本アカデミー航空専門学校 商業実務専門課程　国際コミュニケーション学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 西日本看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

福岡県 日本ウェルネススポーツ専門学校北九州校 社会体育専門課程競技スポーツ科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

福岡県 日本ウェルネススポーツ専門学校北九州校 社会体育専門課程ウェルネスＩＴ科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 日本不動産専門学校 不動産学専門課程不動産学科 平成10年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校ライセンスカレッジ 不動産学専門課程不動産学科 平成20年4月1日 平成22年11月29日

福岡県 梅香看護専門学校 看護専門課程看護一科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 博多メディカル専門学校 医療専門課程臨床工学技士科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

福岡県 博多メディカル専門学校 歯科技術専門課程歯科衛生士科（３年課程） 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

福岡県 博多メディカル専門学校 歯科技術専門課程歯科技工士科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

福岡県 原看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
原看護専門学校 看護専門課程看護師科 平成14年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 原看護専門学校 看護専門課程看護師科 平成14年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
原看護専門学校 看護専門課程　看護師科２年課程 平成29年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 原看護専門学校 看護専門課程　看護師科２年課程 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 原看護専門学校 看護専門課程　看護師科３年課程 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 ハリウッド美容専門学校 美容専門課程美容科昼間部 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
柳川ハリウッド美容専門学校 美容専門課程美容科昼間部 平成13年4月1日 平成14年2月27日
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福岡県 ハリウッドワールド美容専門学校 美容専門課程美容科（昼間部） 平成14年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
ハリウッドワールド美容専門学校 美容専門課程美容学科（一般） 平成21年4月1日 平成22年11月29日

福岡県 ハリウッドワールド美容専門学校 美容専門課程美容科（夜間部） 平成17年12月26日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

福岡県 ハリウッドワールド美容専門学校 美容専門課程美容学科（一般） 平成21年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成22年11月29日
名称変

更
ハリウッドワールド美容専門学校 美容専門課程　美容学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

福岡県 ハリウッドワールド美容専門学校 美容専門課程美容学科（ワーキングアカデミー） 平成22年11月29日 ～ 平成31年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

福岡県 ハリウッドワールド美容専門学校 美容専門課程エステ学科 平成23年12月22日 ～ 平成29年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 ハリウッドワールド美容専門学校 文化・教養専門課程ブライダル学科 平成23年12月22日 ～ 平成29年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 ハリウッドワールド美容専門学校 美容専門課程美容学科（エステ専門） 平成28年2月29日 ～ 平成31年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

福岡県 ハリウッドワールド美容専門学校
美容専門課程美容学科（ブライダルインターンシッ
プ）

平成28年2月29日 ～ 平成31年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

福岡県 ハリウッドワールド美容専門学校 美容専門課程美容学科（ブライダル専門） 平成28年2月29日 ～ 平成31年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

福岡県 ハリウッドワールド美容専門学校 美容専門課程　美容学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

福岡県 美萩野保健衛生学院 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

福岡県 美萩野保健衛生学院 歯科衛生士専門課程歯科衛生士学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

福岡県 美萩野臨床医学専門学校 臨床検査専門課程臨床検査科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

福岡県 平岡栄養士専門学校 栄養士専門課程栄養士科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

福岡県 平岡介護福祉専門学校 介護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

福岡県 平岡調理・製菓専門学校 衛生専門課程調理師専修科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

福岡県 平岡調理・製菓専門学校 衛生専門課程製菓衛生師専修科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

福岡県 平岡調理師専門学校 衛生専門課程調理師科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月20日 平成10年12月21日
名称変

更
平岡調理師専門学校 衛生専門課程調理師専修科 平成10年12月21日 平成20年2月26日

福岡県 平岡調理師専門学校 衛生専門課程調理師専修科 平成10年12月21日 ～ 平成19年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
平岡調理・製菓専門学校 衛生専門課程調理師専修科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

福岡県 福岡ECO動物海洋専門学校
文化・教養専門課程エコ・コミュニケーション科（2
年制）

平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

福岡県 福岡ＥＣＯ動物海洋専門学校
文化・教養専門課程エコ・コミュニケーション科（３
年制）

平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

福岡県 福岡ＹＭＣＡ国際ホテル・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

福岡県 福岡ＹＭＣＡ国際ホテル・福祉専門学校 文化教養専門課程英語科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

福岡県 福岡ＹＭＣＡ国際ホテル・福祉専門学校 文化教養専門課程ホテル科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
福岡ＹＭＣＡ国際ホテル・福祉専門学校 文化教養専門課程国際ホテル科 平成20年4月1日 平成22年11月29日

福岡県 福岡ＹＭＣＡ国際ホテル・福祉専門学校 文化教養専門課程旅行科 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

福岡県 福岡ＹＭＣＡ国際ホテル・福祉専門学校
社会福祉専門課程福祉レクリエーションワーカー
科

平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
福岡ＹＭＣＡ国際ホテル・福祉専門学校 社会福祉専門課程　福祉デザイン科 平成12年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 福岡ＹＭＣＡ国際ホテル・福祉専門学校 文化教養専門課程国際ホテル科 平成20年4月1日 ～ 平成22年11月29日

福岡県 福岡ＹＭＣＡ国際ホテル・福祉専門学校 文化教養専門課程日本語科（４月コース） 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日
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福岡県 福岡ＹＭＣＡ国際ホテル・福祉専門学校 社会福祉専門課程　福祉デザイン科 平成13年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成30年2月28日 平成20年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 福岡医科歯科技術専門学校 歯科技術専門課程歯科衛生士科 平成8年12月4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

福岡県 福岡医科歯科技術専門学校 歯科技術専門課程歯科技工士科 平成8年12月4日 ～ 平成23年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
博多メディカル専門学校 歯科技術専門課程歯科技工士科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

福岡県 福岡医科歯科技術専門学校 医療専門課程臨床工学技士科 平成10年12月21日 ～ 平成23年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
博多メディカル専門学校 医療専門課程臨床工学技士科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

福岡県 福岡医科歯科技術専門学校 歯科技術専門課程歯科衛生士科（３年課程） 平成20年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
博多メディカル専門学校

歯科技術専門課程歯科衛生士科（３年課
程）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

福岡県 福岡医健・スポーツ専門学校 医療専門課程　救急救命公務員科 平成30年4月1日 ～ 令和2年2月29日

福岡県 福岡医健・スポーツ専門学校 医療専門課程  看護科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 福岡医健・スポーツ専門学校 医療専門課程  救急救命科 平成30年4月1日 ～ 平成30年4月1日 平成31年1月25日
名称変

更
福岡医健・スポーツ専門学校 医療専門課程　救急救命公務員科 平成30年4月1日 令和2年2月29日

福岡県 福岡医健・スポーツ専門学校 医療専門課程  歯科衛生士科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 福岡医健・スポーツ専門学校 医療専門課程  柔道整復科（昼間部） 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 福岡医健・スポーツ専門学校 医療専門課程  柔道整復科（夜間部） 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 福岡医健・スポーツ専門学校 医療専門課程  鍼灸科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 福岡医健・スポーツ専門学校 医療専門課程  薬業科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 福岡医健・スポーツ専門学校 商業実務専門課程　医療事務ビジネス科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 福岡医健・スポーツ専門学校 文化・教養専門課程  スポーツ科学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 福岡医健専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成16年2月17日 ～ 平成23年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

福岡県 福岡医健専門学校 教育・社会福祉専門課程総合福祉科 平成16年2月17日 ～ 平成23年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

福岡県 福岡医健専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成16年2月17日 ～ 平成24年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
福岡医健専門学校 商業実務専門課程メディカル情報秘書科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 福岡医健専門学校 文化・教養専門課程スポーツ科学科 平成16年2月17日 ～ 平成30年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
福岡医健・スポーツ専門学校 文化・教養専門課程  スポーツ科学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

福岡県 福岡医健専門学校 医療専門課程柔道整復科（昼間部） 平成17年3月3日 ～ 平成30年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
福岡医健・スポーツ専門学校 医療専門課程  柔道整復科（昼間部） 平成30年4月1日 平成31年1月25日

福岡県 福岡医健専門学校 医療専門課程柔道整復科（夜間部） 平成17年3月3日 ～ 平成30年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
福岡医健・スポーツ専門学校 医療専門課程  柔道整復科（夜間部） 平成30年4月1日 平成31年1月25日

福岡県 福岡医健専門学校 医療専門課程救急救命科 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
福岡医健・スポーツ専門学校 医療専門課程  救急救命科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

福岡県 福岡医健専門学校 医療専門課程鍼灸科 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
福岡医健・スポーツ専門学校 医療専門課程  鍼灸科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

福岡県 福岡医健専門学校 医療専門課程薬業科 平成22年11月29日 ～ 平成30年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
福岡医健・スポーツ専門学校 医療専門課程  薬業科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

福岡県 福岡医健専門学校 医療専門課程理学療法科（夜間部） 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

福岡県 福岡医健専門学校 商業実務専門課程メディカル情報秘書科 平成24年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
福岡医健専門学校 商業実務専門課程医療事務ビジネス科 平成26年4月1日 平成28年2月29日

福岡県 福岡医健専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成26年1月28日 ～ 平成30年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
福岡医健・スポーツ専門学校 医療専門課程  歯科衛生士科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

福岡県 福岡医健専門学校 商業実務専門課程医療事務ビジネス科 平成26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
福岡医健・スポーツ専門学校 商業実務専門課程　医療事務ビジネス科 平成30年4月1日 平成31年1月25日
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福岡県 福岡医健専門学校 医療専門課程　看護科 平成30年2月28日 ～ 平成30年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
福岡医健・スポーツ専門学校 医療専門課程  看護科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

福岡県 福岡医療管理専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉総合学科 平成18年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

福岡県 福岡医療管理専門学校 商業実務専門課程医療管理学科 平成18年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

福岡県 福岡医療専門学校 医療専門課程柔道整復科（昼間部） 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

福岡県 福岡医療専門学校 医療専門課程柔道整復科（夜間部） 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

福岡県 福岡医療専門学校 医療専門課程鍼灸科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

福岡県 福岡医療専門学校 医療専門課程看護科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

福岡県 福岡医療専門学校 医療専門課程診療放射線科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

福岡県 福岡医療秘書歯科助手専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
福岡医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

福岡県 福岡医療秘書歯科助手専門学校 商業実務専門課程健康スポーツ科 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

福岡県 福岡医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成10年4月1日 ～ 平成10年12月21日

福岡県 福岡医療秘書福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

福岡県 福岡医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程医療保育科 平成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
福岡医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程こども総合学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 福岡医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程診療情報管理士科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

福岡県 福岡医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程こども総合学科 平成24年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
福岡医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程　医療保育科 平成27年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 福岡医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程　医療保育科 平成27年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 福岡医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科 平成10年12月21日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福岡県 福岡ウェディングアンドブライダル専門学校 商業実務専門課程ウェディングプランナー科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

福岡県 福岡ウェディングアンドブライダル専門学校 商業実務専門課程ブライダルコーディネーター科 平成28年2月29日 ～ 平成31年4月1日 平成28年2月29日
名称変

更
福岡ウェディングアンドブライダル専門学
校

商業実務専門課程　ブライダルヘアメイクア
ンドドレス科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

福岡県 福岡ウェディングアンドブライダル専門学校
商業実務専門課程　ブライダルヘアメイクアンドド
レス科

平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

福岡県 福岡エコ・コミュニケーション専門学校
文化・教養専門課程エコ・コミュニケーション科（昼
間部）

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

更
福岡ECO動物海洋専門学校

文化・教養専門課程エコ・コミュニケーション
科（2年制）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

福岡県 福岡エコ・コミュニケーション専門学校
文化・教養専門課程エコ・コミュニケーション科（夜
間部）

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28年2月29日

福岡県 福岡大村美容ファッション専門学校 美容専門課程トップスタイリスト科 平成22年11月29日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
福岡大村美容ファッション専門学校 美容専門課程トップスタイリスト科（3年制） 平成26年4月1日 平成27年2月19日

福岡県 福岡大村美容ファッション専門学校 美容専門課程美容科（昼間部） 平成22年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
大村美容ファッション専門学校 美容専門課程美容科（昼間部） 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福岡県 福岡大村美容ファッション専門学校 美容専門課程美容科（夜間部） 平成22年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
大村美容ファッション専門学校 美容専門課程美容科（夜間部） 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福岡県 福岡大村美容ファッション専門学校 ファッション専門課程ファッション学科 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
福岡大村美容ファッション専門学校 ファッション専門課程ファッション科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

福岡県 福岡大村美容ファッション専門学校 メイクアップ専門課程エステティック科 平成22年11月29日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

福岡県 福岡大村美容ファッション専門学校 メイクアップ専門課程メイクアップ科 平成22年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日
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福岡県 福岡大村美容ファッション専門学校 ファッション専門課程ファッション科 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
大村美容ファッション専門学校 ファッション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

福岡県 福岡大村美容ファッション専門学校 美容専門課程トップスタイリスト科（2年制） 平成27年2月19日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
大村美容ファッション専門学校 美容専門課程トップスタイリスト科（２年制） 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福岡県 福岡大村美容ファッション専門学校 美容専門課程トップスタイリスト科（3年制） 平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
大村美容ファッション専門学校 美容専門課程トップスタイリスト科（３年制） 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福岡県 福岡大村美容ファッション専門学校 ファッション専門課程ファッションクリエイター科 平成27年2月19日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
大村美容ファッション専門学校

ファッション専門課程ファッションクリエイ
ター科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

福岡県 福岡大村美容ファッション専門学校 メイクアップ専門課程メイク・エステ科 平成27年2月19日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
大村美容ファッション専門学校 メイクアップ専門課程メイク・エステ科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福岡県 福岡お茶の水医療秘書福祉専門学校
医療福祉教育専門課程医療事務管理学科（昼間
部）

平成9年11月17日 ～ 平成18年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 福岡お茶の水医療秘書福祉専門学校
医療福祉教育専門課程医療情報システム学科
（昼間部）

平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

福岡県 福岡お茶の水医療秘書福祉専門学校 医療福祉教育専門課程医療秘書学科（昼間部） 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
福岡お茶の水医療秘書福祉専門学校 医療福祉教育専門課程医療秘書科 平成10年4月1日 平成19年2月22日

福岡県 福岡お茶の水医療秘書福祉専門学校
医療福祉教育専門課程医療福祉経営学科（昼間
部）

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
福岡お茶の水医療秘書福祉専門学校

医療福祉教育専門課程ソーシャルワーク科
（２年課程）

平成10年4月1日 平成19年2月22日

福岡県 福岡お茶の水医療秘書福祉専門学校 医療福祉教育専門課程福祉ビジネス科 平成14年2月27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

福岡県 福岡お茶の水医療秘書福祉専門学校
医療福祉教育専門課程医療情報管理科（夜間
部）

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
福岡お茶の水医療秘書福祉専門学校

医療福祉教育専門課程医療情報管理科
（昼間部）

平成19年4月1日 平成20年2月26日

福岡県 福岡お茶の水医療秘書福祉専門学校 医療福祉教育専門課程児童福祉科（夜間部） 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
福岡お茶の水医療秘書福祉専門学校

医療福祉教育専門課程児童福祉科（昼間
部）

平成19年4月1日 平成20年2月26日

福岡県 福岡お茶の水医療秘書福祉専門学校
医療福祉教育専門課程福祉カウンセラー科（夜間
部）

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
福岡お茶の水医療秘書福祉専門学校

医療福祉教育専門課程福祉カウンセラー
科（昼間部）

平成19年4月1日 平成20年2月26日

福岡県 福岡お茶の水医療秘書福祉専門学校 医療福祉教育専門課程医療秘書科 平成10年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
ＩＬＰお茶の水医療福祉専門学校 医療福祉教育専門課程医療秘書科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

福岡県 福岡お茶の水医療秘書福祉専門学校
医療福祉教育専門課程ソーシャルワーク科（２年
課程）

平成10年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 福岡お茶の水医療秘書福祉専門学校
医療福祉教育専門課程ソーシャルワーク科（３年
課程）

平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
ＩＬＰお茶の水医療福祉専門学校 医療福祉教育専門課程ソーシャルワーク科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

福岡県 福岡お茶の水医療秘書福祉専門学校
医療福祉教育専門課程医療情報管理科（昼間
部）

平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
ＩＬＰお茶の水医療福祉専門学校 医療福祉教育専門課程診療情報管理科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

福岡県 福岡お茶の水医療秘書福祉専門学校 医療福祉教育専門課程児童福祉科（昼間部） 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
ＩＬＰお茶の水医療福祉専門学校 医療福祉教育専門課程児童福祉科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

福岡県 福岡お茶の水医療秘書福祉専門学校
医療福祉教育専門課程福祉カウンセラー科（昼間
部）

平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
ＩＬＰお茶の水医療福祉専門学校

医療福祉教育専門課程福祉カウンセラー
科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

福岡県 福岡外語専門学校 外国語専門課程英語科 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
福岡外語専門学校 文化教養専門課程英語科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 福岡外語専門学校 外国語専門課程中国語科 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

福岡県 福岡外語専門学校 文化教養専門課程ＩＴ科 平成14年2月27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

福岡県 福岡外語専門学校 文化教養専門課程英語科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

福岡県 福岡外語専門学校 文化教養専門課程国際スポーツ科 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年1月25日

福岡県 福岡外語専門学校 ビジネス専門課程日本語学科（２年コース） 平成25年1月29日 ～ 平成30年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
福岡外語専門学校 文化教養専門課程　日本語科（２年コース） 平成30年4月1日 平成31年1月25日

福岡県 福岡外語専門学校 文化教養専門課程　日本語科（２年コース） 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 福岡外語専門学校 文化教養専門課程国際文化科（２年制） 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 福岡介護福祉専門学校 介護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
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福岡県 福岡観光外語専門学校 商業実務専門課程ＩＴ総合ビジネス学科 平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 福岡観光外語専門学校 商業実務専門課程医療・福祉学科 平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 福岡観光外語専門学校 商業実務専門課程国際コミュニケーション学科 平成17年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

福岡県 福岡観光外語専門学校 商業実務専門課程トータルビューティー学科 平成17年12月26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

福岡県 福岡観光外語専門学校 商業実務専門課程旅行観光学科 平成17年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

福岡県 福岡看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
福岡看護専門学校

医療専門課程看護学科第１科
医療専門課程看護学科第２科

平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 福岡看護専門学校 医療専門課程看護学科第１科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

福岡県 福岡看護専門学校 医療専門課程看護学科第２科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

福岡県 福岡看護専門学校水巻校 医療専門課程看護学科（３年課程全日制） 平成21年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
福岡水巻看護助産学校 医療専門課程看護学科（３年課程全日制） 平成23年4月1日 平成23年12月22日

福岡県 福岡キャリナリー製菓調理専門学校 衛生専門課程カフェ総合科（昼間部） 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

福岡県 福岡キャリナリー製菓調理専門学校 衛生専門課程製菓・製パン科（昼間部） 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

福岡県 福岡キャリナリー製菓調理専門学校 衛生専門課程製菓・製パン科（夜間部） 平成22年11月29日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

福岡県 福岡キャリナリー製菓調理専門学校 衛生専門課程調理師科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

福岡県 福岡教員養成所
教育社会福祉専門課程児童教育科初等教育課
程

平成7年11月30日 ～ 平成31年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

福岡県 福岡教員養成所
教育社会福祉専門課程児童教育科幼児教育課
程第１部

平成7年11月30日 ～ 平成31年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

福岡県 福岡教員養成所
教育社会福祉専門課程児童教育科幼児教育課
程第２部

平成7年11月30日 ～ 平成31年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

福岡県 福岡県私設病院協会看護学校 看護専門課程看護科（２年課程） 平成27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

福岡県 福岡県私設病院協会看護学校 看護専門課程看護学科（３年課程・全日制） 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

福岡県 福岡県私設病院協会専門学校 看護専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成27年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
福岡県私設病院協会看護学校 看護専門課程看護科（２年課程） 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福岡県 福岡建設専門学校 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

福岡県 福岡建設専門学校 工業専門課程建築工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

福岡県 福岡建設専門学校 工業専門課程土木科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

福岡県 福岡建設専門学校 工業専門課程土木工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

福岡県 福岡県立看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成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

福岡県 福岡工業専門学校 工業専門課程インテリアデザイン工学科 平成7年1月23日 ～ 平成22年9月13日 平成7年1月23日 廃止 平成22年9月13日 平成30年2月28日

福岡県 福岡工業専門学校 工業専門課程機械工学科 平成7年1月23日 ～ 平成22年9月13日 平成7年1月23日 廃止 平成22年9月13日 平成30年2月28日

福岡県 福岡工業専門学校 工業専門課程グラフィックデザイン学科 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

福岡県 福岡工業専門学校 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9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日
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学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名

適用年月日
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福岡県 福岡工業専門学校 工業専門課程情報処理ＳＥ科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
福岡工業専門学校 工業専門課程情報処理学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

福岡県 福岡工業専門学校 工業専門課程製図学科 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
福岡工業専門学校 工業専門課程建築工学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

福岡県 福岡工業専門学校 工業専門課程生命工学技術科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
福岡工業専門学校 工業専門課程生命工学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

福岡県 福岡工業専門学校 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

福岡県 福岡工業専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
福岡工業専門学校

商業実務専門課程医療秘書・福祉ビジネス
学科

平成9年4月1日 平成9年11月17日

福岡県 福岡工業専門学校 商業実務専門課程国際観光ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

福岡県 福岡工業専門学校 商業実務専門課程情報経理学科 平成7年1月23日 ～ 平成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

福岡県 福岡工業専門学校 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12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
福岡工業専門学校 商業実務専門課程福祉ビジネス学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

福岡県 福岡工業専門学校 商業実務専門課程ビジネス情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
福岡工業専門学校

商業実務専門課程ショップマネージメント学
科

平成18年4月1日 平成19年2月22日

福岡県 福岡工業専門学校 商業実務専門課程ビジネス秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

福岡県 福岡工業専門学校 工業専門課程ＣＡＤ製図学科 平成9年11月17日 ～ 平成22年9月13日 平成9年11月17日

福岡県 福岡工業専門学校 工業専門課程建築工学科 平成9年4月1日 ～ 平成22年9月13日 平成9年11月17日 廃止 平成22年9月13日 平成30年2月28日

福岡県 福岡工業専門学校 工業専門課程情報処理学科 平成9年4月1日 ～ 平成22年9月13日 平成9年11月17日 廃止 平成22年9月13日 平成30年2月28日

福岡県 福岡工業専門学校 工業専門課程生命工学科 平成9年4月1日 ～ 平成22年9月13日 平成9年11月17日 廃止 平成22年9月13日 平成30年2月28日

福岡県 福岡工業専門学校 工業専門課程マルチメディア学科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

福岡県 福岡工業専門学校 商業実務専門課程医療秘書・福祉ビジネス学科 平成9年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
福岡工業専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

福岡県 福岡工業専門学校 商業実務専門課程営業実務学科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

福岡県 福岡工業専門学校 商業実務専門課程フラワービジネス学科 平成9年11月17日 ～ 平成22年9月13日 平成9年11月17日 廃止 平成22年9月13日 平成30年2月28日

福岡県 福岡工業専門学校 商業実務専門課程法律秘書学科 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

福岡県 福岡工業専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成12年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

福岡県 福岡工業専門学校
商業実務専門課程イングリッシュガーデニング学
科

平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
福岡工業専門学校 商業実務専門課程ガーデニング学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

福岡県 福岡工業専門学校 商業実務専門課程福祉ビジネス学科 平成12年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

福岡県 福岡工業専門学校 商業実務専門課程ガーデニング学科 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

福岡県 福岡工業専門学校 工業専門課程インターネット学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

福岡県 福岡工業専門学校 工業専門課程ネット技術者養成学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

福岡県 福岡工業専門学校 商業実務専門課程ｅ－ビジネス学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

福岡県 福岡工業専門学校
商業実務専門課程フラワー＆ガーデンDesigner学
科

平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

福岡県 福岡工業専門学校 商業実務専門課程ベンチャービジネス学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日
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福岡県 福岡工業専門学校 商業実務専門課程ネットビジネス学科 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

福岡県 福岡工業専門学校 商業実務専門課程ショップマネージメント学科 平成18年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

福岡県 福岡工業専門学校 商業実務専門課程リラクゼーション学科 平成19年2月1日 ～ 平成22年9月13日 平成19年2月22日 廃止 平成22年9月13日 平成30年2月28日

福岡県 福岡航空ビジネス専門学校 商業実務専門課程エアライン総合学科 平成19年2月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
スポーツ＆航空ビジネス専門学校 商業実務専門課程エアライン総合学科 平成23年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 福岡航空ビジネス専門学校 商業実務専門課程航空ハンドリング学科 平成19年2月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
スポーツ＆航空ビジネス専門学校 商業実務専門課程航空ハンドリング学科 平成23年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 福岡航空ビジネス専門学校 商業実務専門課程コンピュータ総合学科 平成19年2月1日 ～ 平成29年9月8日 平成19年2月22日 廃止 平成29年9月8日 平成30年2月28日

福岡県 福岡航空ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報秘書学科 平成18年4月1日 ～ 平成29年9月8日 平成19年2月22日 廃止 平成29年9月8日 平成30年2月28日

福岡県 福岡航空ビジネス専門学校 商業実務専門課程ショップマネジメント学科 平成18年4月1日 ～ 平成29年9月8日 平成19年2月22日 廃止 平成29年9月8日 平成30年2月28日

福岡県 福岡航空ビジネス専門学校 商業実務専門課程ブライダルビジネス学科 平成18年4月1日 ～ 平成29年9月8日 平成19年2月22日 廃止 平成29年9月8日 平成30年2月28日

福岡県 福岡国際医療福祉学院 医療専門課程言語聴覚学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

福岡県 福岡国際医療福祉学院 医療専門課程作業療法学科（昼間部） 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

福岡県 福岡国際医療福祉学院 医療専門課程視機能療法学科（昼間部） 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

福岡県 福岡国際医療福祉学院 医療専門課程理学療法学科（昼間部） 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

福岡県 福岡国際医療福祉学院 商業実務専門課程医療情報管理学科（昼間部） 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

福岡県 福岡国際医療福祉学院 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24年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成23年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 福岡国際医療福祉学院 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24年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成23年4月1日 平成25年1月29日

福岡県 福岡国際医療福祉学院 医療専門課程看護学科（３年課程全日制） 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

福岡県 福岡国際コミュニケーション専門学校 文化教養専門課程国際文化科 平成8年10月1日 ～ 平成30年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

福岡県 福岡国際コミュニケーション専門学校 文化教養専門課程日本語学科（２年コース） 平成25年1月29日 ～ 平成30年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

福岡県 福岡国際文化女学院 文化教養専門課程国際文化科 平成7年1月23日 ～ 平成8年9月30日 平成7年1月23日
名称変

更
福岡国際コミュニケーション専門学校 文化教養専門課程国際文化科 平成8年10月1日 平成17年12月26日

福岡県 福岡国土建設専門学校 工業専門課程測量設計科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
福岡国土建設専門学校 工業専門課程都市環境設計科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 福岡国土建設専門学校 工業専門課程緑地環境工学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
福岡国土建設専門学校 工業専門課程緑地造園科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

福岡県 福岡国土建設専門学校 工業専門課程緑地造園科 平成12年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

福岡県 福岡国土建設専門学校 工業専門課程緑のまちづくり科 平成17年3月3日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
福岡国土建設専門学校 工業専門課程国際環境科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

福岡県 福岡国土建設専門学校 工業専門課程測量技術特科 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
福岡国土建設専門学校 工業専門課程測量技術情報科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

福岡県 福岡国土建設専門学校 工業専門課程都市環境デザイン科 平成21年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
福岡国土建設専門学校 工業専門課程都市環境設計科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

福岡県 福岡国土建設専門学校 工業専門課程国際環境科 平成23年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
福岡国土建設専門学校 工業専門課程　国際環境デザイン科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

福岡県 福岡国土建設専門学校 工業専門課程測量技術情報科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日
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福岡県 福岡国土建設専門学校 工業専門課程都市環境設計科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

福岡県 福岡国土建設専門学校 工業専門課程　国際環境デザイン科 平成30年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成31年1月25日
名称変

更
福岡国土建設専門学校 工業専門課程　国際情報ビジネス科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

福岡県 福岡国土建設専門学校 工業専門課程　国際情報ビジネス科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

福岡県 福岡こども専門学校 教育社会福祉専門課程保育科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

福岡県 福岡こども専門学校 教育・社会福祉専門課程こども総合学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

福岡県 福岡コミュニケーションアート専門学校 文化教養専門課程スポーツコミュニケーション科 平成9年11月17日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成15年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 福岡コミュニケーションアート専門学校 文化教養専門課程プロミュージシャン科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

福岡県 福岡コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程商業音楽科 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

福岡県 福岡コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程マルチメディアアート科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
福岡コミュニケーションアート専門学校

文化・教養専門課程ビジュアルコミュニケー
ション科

平成12年4月1日 平成13年3月8日

福岡県 福岡コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程ペットビジネス科 平成12年2月8日 ～ 平成18年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 福岡コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程生活デザイン科 平成13年3月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 福岡コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程ビジュアルコミュニケーション
科

平成12年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 福岡コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程エディトリアルデザイン科 平成14年2月27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

福岡県 福岡コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程マルチメディアアート科 平成14年2月27日 ～ 平成20年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
福岡コミュニケーションアート専門学校

文化・教養専門課程クリエーティブコミュニ
ケーション科（昼間部）

平成20年4月1日 平成22年11月29日

福岡県 福岡コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程福祉コミュニケーション科 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 福岡コミュニケーションアート専門学校 文化・教養専門課程ペットビジネス科（夜間部） 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 福岡コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程クリエーティブコミュニケーショ
ン科（昼間部）

平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
福岡コミュニケーションアート専門学校

文化・教養専門課程クリエーティブデザイン
科（昼間部）

平成21年4月1日 平成22年11月29日

福岡県 福岡コミュニケーションアート専門学校
文化・教養専門課程クリエーティブデザイン科（昼
間部）

平成21年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
福岡デザインコミュニケーション専門学
校

文化・教養専門課程クリエーティブデザイン
科（昼間部）

平成22年4月1日 平成22年11月29日

福岡県 福岡市医師会看護専門学校 看護専門課程看護婦(士)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
福岡市医師会看護専門学校 看護専門課程看護婦・士科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

福岡県 福岡市医師会看護専門学校 看護専門課程看護婦・士科 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
福岡市医師会看護専門学校 看護専門課程看護師科 平成14年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 福岡市医師会看護専門学校 看護専門課程看護師科 平成14年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
福岡市医師会看護専門学校

看護専門課程第２看護学科（２年課程定時
制）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

福岡県 福岡市医師会看護専門学校 看護専門課程第１看護学科（３年課程） 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

福岡県 福岡市医師会看護専門学校 看護専門課程第２看護学科（２年課程定時制） 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

福岡県 福岡歯科衛生専門学校 歯科衛生士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

福岡県 福岡歯科大学附属歯科衛生専門学校 歯科衛生専門課程歯科衛生科 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

福岡県 福岡柔道整復専門学校 医療専門課程柔道整復科（昼） 平成14年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
福岡医療専門学校 医療専門課程柔道整復科（昼間部） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

福岡県 福岡柔道整復専門学校 医療専門課程柔道整復科（夜） 平成14年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
福岡医療専門学校 医療専門課程柔道整復科（夜間部） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

福岡県 福岡柔道整復専門学校 医療専門課程鍼灸科 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
福岡医療専門学校 医療専門課程鍼灸科 平成22年4月1日 平成22年11月29日
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福岡県 福岡商科医療福祉専門学校 商業実務専門課程ＯＡビジネス科 平成9年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

福岡県 福岡商科医療福祉専門学校 商業実務専門課程観光トラベル科 平成9年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

福岡県 福岡商科医療福祉専門学校 商業実務専門課程国際マネジメント科 平成9年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

福岡県 福岡商科医療福祉専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成9年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

福岡県 福岡商科医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療管理科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
福岡中央医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療管理科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

福岡県 福岡商科医療福祉専門学校 商業実務専門課程経営実務科 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

福岡県 福岡商科医療福祉専門学校 文化教養専門課程心理療法科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
福岡中央医療福祉専門学校 文化教養専門課程心理療法科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

福岡県 福岡商科専門学校 商業実務専門課程ＯＡビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
福岡商科医療福祉専門学校 商業実務専門課程ＯＡビジネス科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

福岡県 福岡商科専門学校 商業実務専門課程観光トラベル科 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
福岡商科医療福祉専門学校 商業実務専門課程観光トラベル科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

福岡県 福岡商科専門学校 商業実務専門課程国際マネジメント科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
福岡商科医療福祉専門学校 商業実務専門課程国際マネジメント科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

福岡県 福岡商科専門学校 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9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
福岡商科医療福祉専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

福岡県
福岡スクールオブミュージック＆ダンス専門
学校

文化・教養専門課程音楽プロデュース科（昼間部） 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

福岡県
福岡スクールオブミュージック＆ダンス専門
学校

文化・教養専門課程音楽プロデュース科（夜間部） 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

福岡県
福岡スクールオブミュージック＆ダンス専門
学校

文化・教養専門課程商業音楽科（昼間部） 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

福岡県
福岡スクールオブミュージック＆ダンス専門
学校

文化・教養専門課程商業音楽科（夜間部） 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

福岡県
福岡スクールオブミュージック＆ダンス専門
学校

文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科（昼間
部）

平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

福岡県
福岡スクールオブミュージック＆ダンス専門
学校

文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科（夜間
部）

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

福岡県
福岡スクールオブミュージック＆ダンス専門
学校

文化・教養専門課程プロミュージシャン科（昼間
部）

平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

福岡県
福岡スクールオブミュージック＆ダンス専門
学校

文化・教養専門課程プロミュージシャン科（夜間
部）

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

福岡県 福岡スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程アニメ・声優科 平成13年3月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 福岡スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程商業音楽科 平成13年3月1日 ～ 平成26年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
福岡スクールオブミュージック＆ダンス専
門学校

文化・教養専門課程商業音楽科（昼間部） 平成26年4月1日 平成27年2月19日

福岡県 福岡スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程ダンス＆ミュージカル科 平成13年3月1日 ～ 平成21年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
福岡スクールオブミュージック専門学校

文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科
（昼間部）

平成21年4月1日 平成22年11月29日

福岡県 福岡スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程プロミュージシャン科 平成13年3月1日 ～ 平成26年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
福岡スクールオブミュージック＆ダンス専
門学校

文化・教養専門課程プロミュージシャン科
（昼間部）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

福岡県 福岡スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程音楽プロデュース科 平成14年2月27日 ～ 平成26年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
福岡スクールオブミュージック＆ダンス専
門学校

文化・教養専門課程音楽プロデュース科
（昼間部）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

福岡県 福岡スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程プロミュージシャン科（夜間
部）

平成15年2月19日 ～ 平成26年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
福岡スクールオブミュージック＆ダンス専
門学校

文化・教養専門課程プロミュージシャン科
（夜間部）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

福岡県 福岡スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程音楽プロデュース科（夜間部） 平成22年11月29日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
福岡スクールオブミュージック＆ダンス専
門学校

文化・教養専門課程音楽プロデュース科
（夜間部）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

福岡県 福岡スクールオブミュージック専門学校 文化・教養専門課程商業音楽科（夜間部） 平成22年11月29日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
福岡スクールオブミュージック＆ダンス専
門学校

文化・教養専門課程商業音楽科（夜間部） 平成26年4月1日 平成27年2月19日

福岡県 福岡スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科（昼間
部）

平成21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
福岡スクールオブミュージック＆ダンス専
門学校

文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科
（昼間部）

平成26年4月1日 平成27年2月19日
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福岡県 福岡スクールオブミュージック専門学校
文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科（夜間
部）

平成22年11月29日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
福岡スクールオブミュージック＆ダンス専
門学校

文化・教養専門課程ダンス＆アクターズ科
（夜間部）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

福岡県 福岡税経専門学校 会計専門課程コンピュータビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

福岡県 福岡税経専門学校
会計専門課程ビジネスライセンス科(修業年限２年
の課程に限る。)

平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

福岡県 福岡税経専門学校 税理士専門課程税理士アカデミー科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

福岡県 福岡税経専門学校 税理士専門課程税理士選抜科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

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

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

福岡県 福岡赤十字看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成10年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福岡県 福岡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

福岡県 福岡中央医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療管理科 平成11年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 福岡中央医療福祉専門学校 文化教養専門課程心理療法科 平成11年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

福岡県 福岡中央美容学校 衛生専門課程美容科（昼間部） 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
ディーアート美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福岡県 福岡調理師専門学校 衛生専門課程調理師科 平成10年12月21日 ～ 平成20年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
福岡調理師専門学校 衛生専門課程調理師高度技術科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

福岡県 福岡調理師専門学校 衛生専門課程調理師高度技術科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

福岡県 福岡デザイン＆テクノロジー専門学校 文化・教養専門課程  クリエーティブデザイン科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

福岡県 福岡デザインコミュニケーション専門学校
文化・教養専門課程クリエーティブデザイン科（昼
間部）

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
福岡デザイン＆テクノロジー専門学校

文化・教養専門課程  クリエーティブデザイ
ン科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

福岡県 福岡デザインコミュニケーション専門学校
文化・教養専門課程クリエーティブデザイン科（夜
間部）

平成22年11月29日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

福岡県 福岡デザイン専門学校 デザイン専門課程環境デザイン科 平成10年12月21日 ～ 平成25年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

福岡県 福岡デザイン専門学校 デザイン専門課程視覚情報デザイン科 平成10年12月21日 ～ 平成25年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
福岡デザイン専門学校 デザイン専門課程クリエイティブデザイン科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

福岡県 福岡デザイン専門学校 デザイン専門課程クリエイティブデザイン科 平成25年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 福岡デザイン専門学校 デザイン専門課程総合デザイン科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

福岡県 福岡天神医療リハビリ専門学校 医療専門課程作業療法学科（夜間部） 平成21年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

福岡県 福岡天神医療リハビリ専門学校 医療専門課程柔道整復学科（昼間部） 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

福岡県 福岡天神医療リハビリ専門学校 医療専門課程柔道整復学科（夜間部） 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

福岡県 福岡天神医療リハビリ専門学校 医療専門課程鍼灸学科（昼間部） 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

福岡県 福岡天神医療リハビリ専門学校 医療専門課程鍼灸学科（夜間部） 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

福岡県 福岡天神医療リハビリ専門学校 医療専門課程理学療法学科（夜間部） 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

福岡県 福岡天神医療リハビリ専門学校
文化教養専門課程メディカルトレーナー学科（昼
間部）

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

福岡県 福岡天神医療リハビリ専門学校
文化教養専門課程メディカルトレーナー学科（夜
間部）

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
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福岡県 福岡天神医療リハビリ専門学校 医療専門課程作業療法学科（昼間部） 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

福岡県 福岡天神医療リハビリ専門学校 医療専門課程理学療法学科（昼間部） 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

福岡県 福岡ビューティーアート専門学校 衛生専門課程トータルビューティー科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

福岡県 福岡ビューティーアート専門学校 衛生専門課程美容科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

福岡県 福岡ビューティーアート専門学校 衛生専門課程ブライダルプロデュース科 平成21年2月27日 ～ 平成27年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成27年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 福岡ビューティーアート専門学校 衛生専門課程　ヘアメイク科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

福岡県 福岡美容専門学院福岡校 衛生専門課程美容科 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
福岡美容専門学校福岡校 衛生専門課程美容科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 福岡美容専門学校北九州校 衛生専門課程美容科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

福岡県 福岡美容専門学校福岡校 衛生専門課程美容科 平成16年4月1日 ～ 平成17年12月26日

福岡県 福岡ブライダル＆ホテル・観光専門学校 商業実務専門課程　心のおもてなし科 平成29年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成30年2月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

福岡県 福岡ブライダル＆ホテル・観光専門学校 商業実務専門課程　ブライダル総合科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 福岡ブライダル＆ホテル・観光専門学校 商業実務専門課程　ホテル＆旅行科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 福岡ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程トータルビューティ科（昼間部） 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

福岡県 福岡ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程美容師科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

福岡県 福岡ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程トータルビューティ科（夜間部） 平成21年2月27日 ～ 平成26年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成26年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 福岡ベルエポック美容専門学校
文化・教養専門課程ファッション＆ブライダル科
（昼間部）

平成22年11月29日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
福岡ベルエポック美容専門学校 文化・教養専門課程ブライダル科（昼間部） 平成25年4月1日 平成26年1月28日

福岡県 福岡ベルエポック美容専門学校 文化・教養専門課程ブライダル科（昼間部） 平成25年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成26年1月28日
名称変

更
福岡ベルエポック美容専門学校 文化・教養専門課程　ヘアメイク科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

福岡県 福岡ベルエポック美容専門学校 衛生専門課程美容師実践科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

福岡県 福岡ベルエポック美容専門学校 文化・教養専門課程　ヘアメイク科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

福岡県 福岡ホスピタリティ＆ブライダル専門学校 商業実務専門課程心のおもてなし科 平成28年2月29日 ～ 平成29年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
福岡ブライダル＆ホテル・観光専門学校 商業実務専門課程　ブライダル総合科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 福岡ホスピタリティ＆ブライダル専門学校 商業実務専門課程ブライダル総合科 平成28年2月29日 ～ 平成29年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
福岡ブライダル＆ホテル・観光専門学校 商業実務専門課程　ホテル＆旅行科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 福岡ホスピタリティ＆ブライダル専門学校 商業実務専門課程ホテル＆旅行科 平成28年2月29日 ～ 平成29年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
福岡ブライダル＆ホテル・観光専門学校 商業実務専門課程　心のおもてなし科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 福岡マルチメディア専門学校 工業専門課程ＣＡＤ学科 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

福岡県 福岡マルチメディア専門学校 工業専門課程情報処理学科 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

福岡県 福岡マルチメディア専門学校 工業専門課程電子工学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
福岡マルチメディア専門学校 工業専門課程エレクトロテクノロジー学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

福岡県 福岡マルチメディア専門学校 工業専門課程マルチメディアエンジニア学科 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

福岡県 福岡マルチメディア専門学校 工業専門課程マルチメディアデザイン学科 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

福岡県 福岡マルチメディア専門学校 工業専門課程インテリア学科 平成12年2月8日 ～ 平成21年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日
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福岡県 福岡マルチメディア専門学校 工業専門課程エレクトロテクノロジー学科 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

福岡県 福岡マルチメディア専門学校 工業専門課程ベンチャービジネス学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

福岡県 福岡マルチメディア専門学校 工業専門課程マルチメディアビジネス学科 平成16年2月17日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

福岡県 福岡マルチメディア専門学校 工業専門課程コンピュータミュージック学科 平成17年12月26日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

福岡県 福岡水巻看護助産学校 医療専門課程看護学科（３年課程全日制） 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

福岡県 福岡南美容専門学校 衛生専門課程美容師科（昼） 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

福岡県 福岡南美容専門学校 衛生専門課程理容師科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

福岡県 福岡南美容専門学校 衛生専門課程美容師科（夜間部） 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

福岡県 福岡南美容専門学校 衛生専門課程メイク科（２年制） 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成18年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 福岡南美容専門学校 衛生専門課程トータルビューティー科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

福岡県 福岡リゾートアンドスポーツ専門学校 社会体育専門課程健康スポーツ科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

福岡県 福岡リゾートアンドスポーツ専門学校 社会体育専門課程レジャースポーツ科 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
福岡リゾートアンドスポーツ専門学校 社会体育専門課程リゾートスポーツ科 平成10年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 福岡リゾートアンドスポーツ専門学校 社会体育専門課程リゾートスポーツ科 平成10年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

福岡県 福岡リゾートアンドスポーツ専門学校 社会体育専門課程アスレティックトレーナー科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

福岡県 福岡リゾートアンドスポーツ専門学校 社会体育専門課程スポーツトレーナー科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

福岡県 福岡リゾートアンドスポーツ専門学校 社会体育専門課程スポーツ保育科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

福岡県 福岡リハビリテーション専門学校 医療専門課程作業療法学科（昼間部） 平成17年12月26日 ～ 平成19年2月22日 平成17年12月26日 不適合 平成19年2月22日 平成19年2月22日

福岡県 福岡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（昼間部） 平成17年12月26日 ～ 平成19年2月22日 平成17年12月26日 不適合 平成19年2月22日 平成19年2月22日

福岡県 福岡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（夜間部） 平成17年12月26日 ～ 平成22年2月26日 平成17年12月26日 不適合 平成22年2月26日 平成22年2月26日

福岡県 福岡リハビリテーション専門学校 医療専門課程作業療法学科（夜間部） 平成20年2月26日 ～ 平成22年2月26日 平成20年2月26日 不適合 平成22年2月26日 平成22年2月26日

福岡県 福岡理容美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

福岡県 福岡理容美容専門学校 衛生専門課程　理容科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 福岡和白リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

福岡県 福岡和白リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科（昼間部） 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

福岡県 福岡和白リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科（夜間部） 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

福岡県 渕上医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科 平成13年3月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
Ｆ・Ｃ渕上医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

福岡県 渕上医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療情報管理科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成30年2月28日

福岡県 宗像看護専門学校 看護専門課程看護学科(第１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
宗像看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成15年4月1日 平成17年12月26日
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学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名

適用年月日
告示年月日 手続き

名称変更後 変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

福岡県 宗像看護専門学校 看護専門課程看護学科(第２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

福岡県 宗像看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成15年4月1日 ～ 平成17年12月26日

福岡県 柳川ハリウッド美容専門学校 美容専門課程美容科昼間部 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
ハリウッドワールド美容専門学校 美容専門課程美容科（昼間部） 平成14年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 八女筑後看護専門学校 看護専門課程看護婦科 平成8年12月4日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
八女筑後看護専門学校 看護専門課程看護科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

福岡県 八女筑後看護専門学校 看護専門課程看護科 平成9年4月1日 ～ 平成9年11月17日

福岡県 八幡医師会看護専門学院 看護専門課程看護婦科 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
八幡医師会看護専門学院

看護専門課程看護師科（夜間部）
看護専門課程看護師科

平成14年4月1日 平成17年12月26日

福岡県 八幡医師会看護専門学院 看護専門課程看護師科（夜間部） 平成14年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

福岡県 八幡医師会看護専門学院 看護専門課程看護師科 平成14年4月1日 ～ 平成20年2月26日

福岡県 八幡医師会看護専門学院 看護専門課程　看護師科３年課程 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

福岡県 読売九州理工専門学校 工業専門課程建設システム学科 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

福岡県 読売九州理工専門学校 工業専門課程建築学科 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

福岡県 読売九州理工専門学校 工業専門課程自動車学科 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

福岡県 読売九州理工専門学校 工業専門課程情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成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

福岡県 読売九州理工専門学校 工業専門課程情報システム学科 平成9年11月17日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

福岡県 読売福岡理工専門学校 工業専門課程建築学科 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

福岡県 読売福岡理工専門学校 工業専門課程情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成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

福岡県 読売福岡理工専門学校 工業専門課程電子学科 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

福岡県 和裁専門学校若葉学園 家政専門課程和裁科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

福岡県 早稲田電子専門学校福岡校 工業専門課程情報処理本科 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

福岡県 早稲田電子専門学校福岡校 工業専門課程コンピュータ・グラフィックス科 平成9年11月17日 ～ 平成17年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福岡県 早稲田電子専門学校福岡校 工業専門課程情報ビジネス科 平成9年11月17日 ～ 平成17年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日
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