
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

熊本県 ＩＥＣ九州国際カレッジ専門学校
文化教養専門課程国際介護コミュニケーション学
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
ＩＥＣ九州国際カレッジ専門学校

英語専門課程健康科学介護コミュニケー
ション学科

平成17年4月1日 平成17年12月26日

熊本県 ＩＥＣ九州国際カレッジ専門学校
文化教養専門課程国際情報科学コミュニケーショ
ン学科（昼間部）

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
ＩＥＣ九州国際カレッジ専門学校

英語専門課程コンピューターインフォシステ
ムコミュニケーション学科（昼間部）

平成17年4月1日 平成17年12月26日

熊本県 ＩＥＣ九州国際カレッジ専門学校
文化教養専門課程国際スポーツトレーナーコミュ
ニケーション学科（昼間部）

平成16年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
ＩＥＣ九州国際カレッジ専門学校 文化教養専門課程総合スポーツ科学学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

熊本県 ＩＥＣ九州国際カレッジ専門学校
英語専門課程健康科学介護コミュニケーション学
科

平成17年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

熊本県 ＩＥＣ九州国際カレッジ専門学校
英語専門課程コンピューターインフォシステムコ
ミュニケーション学科（昼間部）

平成17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

熊本県 ＩＥＣ九州国際カレッジ専門学校
英語専門課程スポーツインストラクターコミュニ
ケーション学科

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
ＩＥＣ九州国際カレッジ専門学校 文化教養専門課程総合スポーツ科学学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

熊本県 ＩＥＣ九州国際カレッジ専門学校 文化教養専門課程エアラインサービス学科 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

熊本県 ＩＥＣ九州国際カレッジ専門学校 文化教養専門課程総合スポーツ科学学科 平成22年4月1日 ～ 平成25年1月28日 平成22年11月29日 不適合 平成25年1月29日 平成25年1月29日

熊本県 ＩＥＣ九州国際カレッジ専門学校
文化教養専門課程アジア・太平洋コミュニケーショ
ン学科

平成23年12月22日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
専門学校ＩＥＣ熊本国際大学校

文化教養専門課程アジア・太平洋コミュニ
ケーション学科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

熊本県 ＩＥＣ国際外国語専門学校 英語専門課程国際英語通訳学科 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

熊本県 ＩＥＣ国際外国語専門学校 英語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

熊本県 ＩＥＣ国際外国語専門学校 英語専門課程国際ビジネス学科 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30年2月28日

熊本県 ＩＥＣ国際外国語専門学校
英語専門課程国際介護スポーツコミュニケーショ
ン学科

平成10年12月21日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
ＩＥＣ国際外国語専門学校

英語専門課程国際介護コミュニケーション
学科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

熊本県 ＩＥＣ国際外国語専門学校
英語専門課程国際エンターテイメントビジネス学
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 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

熊本県 ＩＥＣ国際外国語専門学校
英語専門課程ワールドトラベルビジネス学科（昼
間部）

平成12年2月8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

熊本県 ＩＥＣ国際外国語専門学校
英語専門課程国際スポーツトレーナーコミュニ
ケーション学科（昼間部）

平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
ＩＥＣ九州国際カレッジ専門学校

文化教養専門課程国際スポーツトレーナー
コミュニケーション学科（昼間部）

平成16年4月1日 平成17年3月9日

熊本県 ＩＥＣ国際外国語専門学校 英語専門課程国際介護コミュニケーション学科 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
ＩＥＣ九州国際カレッジ専門学校

文化教養専門課程国際介護コミュニケー
ション学科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

熊本県 ＩＥＣ国際外国語専門学校
英語専門課程国際情報科学コミュニケーション学
科（昼間部）

平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
ＩＥＣ九州国際カレッジ専門学校

文化教養専門課程国際情報科学コミュニ
ケーション学科（昼間部）

平成16年4月1日 平成17年3月9日

熊本県 天草市立本渡看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成18年3月27日 ～ 平成19年2月22日

熊本県
医療法人聖十字会西日本リハビリテーショ
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
西日本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10年4月1日 平成10年12月21日

熊本県
医療法人聖十字会西日本リハビリテーショ
ン学院

医療専門課程理学療法学科夜間部 平成7年11月30日 ～ 平成10年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
西日本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10年4月1日 平成10年12月21日

熊本県 上天草看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

熊本県 大原スポーツ公務員専門学校熊本校 文化・教養専門課程公務員本科２年制学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

熊本県 大原スポーツ公務員専門学校熊本校 文化・教養専門課程スポーツ学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

熊本県 大原保育医療福祉専門学校熊本校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

熊本県 大原保育医療福祉専門学校熊本校 教育・社会福祉専門課程保育福祉学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

熊本県 大原保育医療福祉専門学校熊本校 商業実務専門課程医療管理２年制学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28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

熊本県 大原簿記情報専門学校熊本校 商業実務専門課程経理本科２年制学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

熊本県 学校法人九州美容専門学校 衛生専門課程美容科 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
九州美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成25年4月1日 平成28年2月29日

熊本県 学校法人松本学園日本総合教育専門学校 教育・福祉専門課程こども学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

熊本県 九州音楽芸術専門学校 教養専門課程器楽科 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30年2月28日

熊本県 九州音楽芸術専門学校 教養専門課程声楽科 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30年2月28日

熊本県 九州音楽芸術専門学校 教養専門課程調律科 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30年2月28日

熊本県 九州技術教育専門学校 家政専門課程ファッションデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
九州技術教育専門学校 家政専門課程生活総合科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

熊本県 九州技術教育専門学校 工業専門課程情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
九州技術教育専門学校 工業専門課程総合情報マルチメディア科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

熊本県 九州技術教育専門学校 工業専門課程情報システム研究科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
九州技術教育専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

熊本県 九州技術教育専門学校 工業専門課程情報処理秘書科 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
九州技術教育専門学校 工業専門課程医療情報学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

熊本県 九州技術教育専門学校 家政専門課程生活総合科 平成8年4月1日 ～ 平成8年12月4日

熊本県 九州技術教育専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成8年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
九州技術教育専門学校 工業専門課程ＣＧデザイン学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

熊本県 九州技術教育専門学校 工業専門課程総合情報マルチメディア科 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
九州技術教育専門学校 工業専門課程情報システム工学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

熊本県 九州技術教育専門学校 工業専門課程ＣＧデザイン学科 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
九州技術教育専門学校 工業専門課程情報ビジネス学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

熊本県 九州技術教育専門学校 工業専門課程医療情報学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

熊本県 九州技術教育専門学校 工業専門課程情報システム工学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

熊本県 九州技術教育専門学校 工業専門課程情報ビジネス学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

熊本県 九州工科自動車専門学校 工業専門課程自動車整備科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

熊本県 九州工科自動車専門学校 工業専門課程国際自動車科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

熊本県 九州測量専門学校 工業専門課程土木建築科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

熊本県 九州測量専門学校 工業専門課程測量情報科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

熊本県 九州測量専門学校 工業専門課程　国際工学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

熊本県 九州中央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19年2月1日 ～ 平成30年2月28日 平成19年2月22日 不適合 平成30年2月28日 平成30年2月28日

熊本県 九州中央リハビリテーション学院 医療専門課程看護学科（３年課程） 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

熊本県 九州中央リハビリテーション学院 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

熊本県 九州動物学院 文化教養専門課程　動物看護学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

熊本県 九州動物学院 文化教養専門課程　動物管理学科 平成30年2月29日 ～ 平成30年2月28日

熊本県 九州美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成25年4月1日 ～ 平成28年2月29日
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学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名
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熊本県 九州和服飾専門学校 家政専門課程和裁科 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

熊本県 九州和服飾専門学校 家政専門課程和裁師範科 平成13年3月1日 ～ 平成21年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

熊本県 九州和服飾専門学校 家政専門課程和裁専攻科 平成13年3月1日 ～ 平成21年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

熊本県 熊本駅前看護リハビリテーション学院 医療専門課程看護学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

熊本県 熊本外語専門学校 教養専門課程英語科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

熊本県 熊本外語専門学校 教養専門課程中国語科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

熊本県 熊本外語専門学校 文化・教養専門課程エアライン科 平成22年11月29日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

熊本県 熊本外語専門学校 文化・教養専門課程国際観光科 平成22年11月29日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

熊本県 熊本外語専門学校 教養専門課程　国際科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

熊本県 熊本看護専門学校 看護専門課程看護科夜間部 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
熊本看護専門学校

２年課程（定時制）看護専門課程第２看護
学科

平成12年4月1日 平成13年3月8日

熊本県 熊本看護専門学校 看護専門課程第１看護学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
熊本看護専門学校 ３年課程看護専門課程第１看護学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

熊本県 熊本看護専門学校 ２年課程（定時制）看護専門課程第２看護学科 平成12年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

熊本県 熊本看護専門学校 ３年課程看護専門課程第１看護学科 平成12年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
熊本看護専門学校 ３年課程看護専門課程看護学科 平成27年4月1日 平成29年2月28日

熊本県 熊本看護専門学校 ３年課程看護専門課程看護学科 平成27年4月1日 ～ 平成29年2月28日

熊本県 熊本経理専門学校 商業実務専門課程商経科 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
熊本経理専門学校 商業実務専門課程商経学科Ⅰ部 平成11年4月1日 平成12年2月8日

熊本県 熊本経理専門学校 商業実務専門課程国際観光学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校熊本ビジネスカレッジ 商業実務専門課程国際観光学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

熊本県 熊本経理専門学校 商業実務専門課程商経学科Ⅰ部 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校熊本ビジネスカレッジ 商業実務専門課程ビジネスカレッジ科Ⅰ部 平成12年4月1日 平成13年3月8日

熊本県 熊本県立農業大学校 農業専門課程園芸学科 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
熊本県立農業大学校 農業専門課程野菜学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

熊本県 熊本県立農業大学校 農業専門課程畜産学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

熊本県 熊本県立農業大学校 農業専門課程農学科 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
熊本県立農業大学校 農業専門課程農業園芸学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

熊本県 熊本県立農業大学校 農業専門課程農業園芸学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

熊本県 熊本県立農業大学校 農業専門課程野菜学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

熊本県 熊本県立保育大学校 社会福祉専門課程保育学科 平成17年3月3日 ～ 平成21年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

熊本県 熊本工業専門学校 工業専門課程国際経営工学科 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

熊本県 熊本工業専門学校 工業専門課程自動車整備工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

熊本県 熊本工業専門学校 工業専門課程情報工学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
熊本工業専門学校 工業専門課程情報ネットワーク科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

熊本県 熊本工業専門学校 工業専門課程電気工学科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
熊本工業専門学校 工業専門課程電気システム科 平成17年4月1日 平成22年11月29日

熊本県 熊本工業専門学校 工業専門課程電子機械工学科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
熊本工業専門学校 工業専門課程機械システム科 平成17年4月1日 平成22年11月29日
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熊本県 熊本工業専門学校 文化教養専門課程国際ビジネス科 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30年2月28日

熊本県 熊本工業専門学校 工業専門課程情報ネットワーク科 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
熊本工業専門学校 工業専門課程情報クリエイター科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

熊本県 熊本工業専門学校 工業専門課程機械システム科 平成17年4月1日 ～ 平成22年11月29日

熊本県 熊本工業専門学校 工業専門課程情報クリエイター科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

熊本県 熊本工業専門学校 工業専門課程電気システム科 平成17年4月1日 ～ 平成22年11月29日

熊本県 熊本工業大学附属情報技術専門学校 工業専門課程コンピュータ学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
熊本工業大学附属情報技術専門学校 工業専門課程情報科学学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

熊本県 熊本工業大学附属情報技術専門学校 工業専門課程映像処理学科 平成7年11月30日 ～ 平成10年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
熊本工業大学附属情報技術専門学校 工業専門課程メディア・デザイン学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

熊本県 熊本工業大学附属情報技術専門学校 工業専門課程情報科学学科 平成9年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
熊本工業大学附属情報技術専門学校 工業専門課程システム・デザイン学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

熊本県 熊本工業大学附属情報技術専門学校 工業専門課程システム・デザイン学科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
崇城大学専門学校 工業専門課程システム・デザイン学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

熊本県 熊本工業大学附属情報技術専門学校 工業専門課程メディア・デザイン学科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
崇城大学専門学校 工業専門課程メディア・デザイン学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

熊本県 熊本市医師会看護専門学校 医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
熊本市医師会看護専門学校 医療専門課程　第２看護学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

熊本県 熊本市医師会看護専門学校 医療専門課程　第１看護学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

熊本県 熊本市医師会看護専門学校 医療専門課程　第２看護学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

熊本県 熊本歯科衛生士専門学院 医療専門課程歯科衛生士学科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

熊本県 熊本歯科技術専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

熊本県 熊本歯科技術専門学校 医療専門課程歯科技工士科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

熊本県 熊本社会福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

熊本県 熊本社会福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

熊本県 熊本情報経理専門学校 商業実務専門課程経営経理学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
熊本情報経理専門学校 商業実務専門課程情報経理学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

熊本県 熊本情報経理専門学校 商業実務専門課程情報経理学科 平成11年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
熊本情報経理専門学校 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9日

熊本県 熊本情報経理専門学校 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22年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
熊本情報経理専門学校 商業実務専門課程医療情報ビジネス科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

熊本県 熊本情報経理専門学校 商業実務専門課程医療情報ビジネス科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

熊本県 熊本市立総合ビジネス専門学校 専門課程総合ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

熊本県 熊本総合医療福祉学院 医療専門課程義肢装具学科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

熊本県 熊本総合医療福祉学院 医療専門課程救急救命学科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

熊本県 熊本総合医療福祉学院 医療専門課程臨床工学学科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

熊本県 熊本総合医療リハビリテーション学院 医療専門課程義肢装具学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

熊本県 熊本総合医療リハビリテーション学院 医療専門課程救急救命学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日
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熊本県 熊本総合医療リハビリテーション学院 医療専門課程臨床工学学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

熊本県 熊本デザイン専門学校 専門課程インテリアデザイン科 平成7年11月30日 ～ 平成22年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
熊本デザイン専門学校 工業専門課程建築・インテリアデザイン科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

熊本県 熊本デザイン専門学校 専門課程グラフィックデザイン科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

熊本県 熊本デザイン専門学校 文化教養専門課程ＣＡＤ建築デザイン科 平成10年12月21日 ～ 平成23年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

熊本県 熊本デザイン専門学校 文化教養専門課程マルチメディア科 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
熊本デザイン専門学校

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

熊本県 熊本デザイン専門学校 文化教養専門課程ファッションデザイン科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

熊本県 熊本デザイン専門学校 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17年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
熊本デザイン専門学校 文化教養専門課程メディアデザイン科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

熊本県 熊本デザイン専門学校 文化教養専門課程メディアデザイン科 平成17年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
熊本デザイン専門学校 文化教養専門課程映像デザイン科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

熊本県 熊本デザイン専門学校 工業専門課程建築・インテリアデザイン科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

熊本県 熊本デザイン専門学校 文化教養専門課程映像デザイン科 平成22年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
熊本デザイン専門学校 文化教養専門課程メディア映像デザイン科 平成25年4月1日 平成27年2月19日

熊本県 熊本デザイン専門学校 文化教養専門課程メディア映像デザイン科 平成25年4月1日 ～ 平成27年2月19日

熊本県 熊本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7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
熊本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4月1日 平成7年11月30日

熊本県 熊本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10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
熊本電子ビジネス専門学校 商業専門課程経営経理科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

熊本県 熊本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10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
熊本電子ビジネス専門学校 商業専門課程ビジネスキャリア科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

熊本県 熊本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4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
熊本電子ビジネス専門学校 工業専門課程ITエンジニア科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

熊本県 熊本電子ビジネス専門学校 工業専門課程ネットワークシステム科 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

熊本県 熊本電子ビジネス専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

熊本県 熊本電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス営業科 平成8年12月4日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

熊本県 熊本電子ビジネス専門学校 工業専門課程マルチメディアインストラクター科 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
熊本電子ビジネス専門学校

工業専門課程マルチメディアインターネット
科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

熊本県 熊本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イター科 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
熊本電子ビジネス専門学校 工業専門課程ゲームクリエイター科 平成20年4月1日 平成22年2月26日

熊本県 熊本電子ビジネス専門学校 商業専門課程経営経理科 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
熊本電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス経理科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

熊本県 熊本電子ビジネス専門学校 商業専門課程ビジネスキャリア科 平成10年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
熊本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28年3月31日 平成30年2月28日

熊本県 熊本電子ビジネス専門学校 工業専門課程マルチメディアインターネット科 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
熊本電子ビジネス専門学校 工業専門課程Ｗｅｂネットワーク科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

熊本県 熊本電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス経理科 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
熊本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17年4月1日 平成19年2月22日

熊本県 熊本電子ビジネス専門学校 工業専門課程Ｗｅｂネットワーク科 平成17年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
熊本電子ビジネス専門学校 工業専門課程ＷＥＢクリエイター科２年課程 平成20年4月1日 平成22年2月26日

熊本県 熊本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17年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

熊本県 熊本電子ビジネス専門学校 工業専門課程ＷＥＢクリエイター科２年課程 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
熊本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22年4月1日 平成22年11月29日

熊本県 熊本電子ビジネス専門学校 工業専門課程ゲームクリエイター科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
熊本電子ビジネス専門学校 工業専門課程　デジタルクリエイター科 平成23年4月1日 平成23年12月22日
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熊本県 熊本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
熊本電子ビジネス専門学校 工業専門課程ITビジネス科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

熊本県 熊本電子ビジネス専門学校 工業専門課程　デジタルクリエイター科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

熊本県 熊本電子ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療事務科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

熊本県 熊本電子ビジネス専門学校 工業専門課程ITエンジニア科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

熊本県 熊本電子ビジネス専門学校 工業専門課程ITビジネス科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

熊本県 熊本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28年4月1日 ～ 平成30年2月28日

熊本県 熊本ベルェベル美容専門学校 衛生専門課程カラービューティー科 平成10年12月21日 ～ 平成16年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
熊本ベルェベル美容専門学校 衛生専門課程メイク・エステ・ネイル科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

熊本県 熊本ベルェベル美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

熊本県 熊本ベルェベル美容専門学校 衛生専門課程メイク・エステ・ネイル科 平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
熊本ベルェベル美容専門学校 衛生専門課程トータルビューティー科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

熊本県 熊本ベルェベル美容専門学校 衛生専門課程トータルビューティー科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
熊本ベルェベル美容専門学校 衛生専門課程メイク・エステ・ネイル科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

熊本県 熊本ベルェベル美容専門学校 衛生専門課程メイク・エステ・ネイル科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

熊本県 熊本保育ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程幼児教育科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
西日本教育医療専門学校 教育・社会福祉専門課程こども未来学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

熊本県 熊本保育ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療福祉事務科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

熊本県 熊本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22年2月26日 平成7年1月23日 不適合 平成22年2月26日 平成22年2月26日

熊本県 熊本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22年2月26日 平成7年1月23日 不適合 平成22年2月26日 平成22年2月26日

熊本県 健康保険人吉看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成9年11月17日 ～ 平成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

熊本県 国立熊本病院附属看護学校 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熊本医療セ
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

熊本県 国立療養所菊池恵楓園附属看護学校 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

熊本県 国立療養所再春荘病院附属看護学校 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熊本再春荘
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

熊本県 湖東カレッジ教育芸術専門学校 教育社会福祉専門課程幼児指導者養成学科 平成14年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校湖東カレッジ唐人町校

教育社会福祉専門課程　幼児指導者養成
学科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

熊本県 湖東カレッジ教育芸術専門学校 文化教養専門課程クリエイティブ学科 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

熊本県 湖東カレッジ教育芸術専門学校 文化教養専門課程デザイン科 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

熊本県 湖東カレッジ教育芸術専門学校 文化教養専門課程美術学科 平成16年2月17日 ～ 平成23年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

熊本県 湖東カレッジ教育芸術専門学校 文化教養専門課程放送学科 平成16年2月17日 ～ 平成23年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

熊本県 湖東カレッジ教育芸術専門学校 文化教養専門課程映像学科 平成17年3月3日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

熊本県 湖東カレッジ教育芸術専門学校 文化教養専門課程芸術学科 平成20年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

熊本県 湖東カレッジ情報建築専門学校 工業専門課程ＣＡＤ応用学科 平成13年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

熊本県 湖東カレッジ情報建築専門学校 工業専門課程建築学科 平成13年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日
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熊本県 湖東カレッジ情報建築専門学校 工業専門課程情報システム学科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

熊本県 湖東カレッジ情報建築専門学校 工業専門課程情報処理学科 平成14年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

熊本県 湖東カレッジ情報建築専門学校 工業専門課程ＩＴ経済学科 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
専門学校湖東カレッジ 工業専門課程　ＩＴ経済学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

熊本県 常磐家政調理師専門学校 家政専門課程洋裁科 平成7年11月30日 ～ 平成11年1月30日 平成7年11月30日
名称変

更
常磐家政調理師専門学校 家政専門課程洋裁専攻科 平成11年1月31日 平成23年12月22日

熊本県 常磐家政調理師専門学校 家政専門課程和裁科 平成7年11月30日 ～ 平成11年1月30日 平成7年11月30日
名称変

更
常磐家政調理師専門学校 家政専門課程和裁専攻科 平成11年1月31日 平成23年12月22日

熊本県 常磐家政調理師専門学校 家政専門課程洋裁専攻科 平成11年1月31日 ～ 平成23年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

熊本県 常磐家政調理師専門学校 家政専門課程和裁専攻科 平成11年1月31日 ～ 平成23年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

熊本県 専修学校九州高等美容学校 衛生専門課程美容科 平成12年2月8日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専修学校九州美容専門学校 衛生専門課程　美容科 平成16年4月1日 平成23年12月22日

熊本県 専修学校九州美容専門学校 衛生専門課程　美容科 平成16年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
学校法人九州美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 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

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 工業専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 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

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 社会福祉専門課程健康福祉科 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
専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 社会福祉専門課程生涯スポーツ科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 社会福祉専門課程老人ケア科 平成7年1月23日 ～ 平成29年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 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
専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程医療事務管理学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

熊本県 専修学校熊本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

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程国際ホテル観光科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程国際ホテル科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程情報秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程経営経理学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 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
名称変

更
専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程オフィスキャリア科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程経営経理学科 平成8年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程経営ビジネス科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 社会福祉専門課程社会福祉学科 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

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 社会福祉専門課程生涯スポーツ科 平成10年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 社会福祉専門課程　健康スポーツ科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程医療事務管理学科 平成10年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程　医療事務情報管理科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程オフィスキャリア科 平成10年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程ビジネスクリエーター科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程国際ホテル科 平成10年4月1日 ～ 平成10年12月21日

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 社会福祉専門課程児童福祉教育科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 工業専門課程環境建設学科 平成13年3月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 工業専門課程情報システム科 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
専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 工業専門課程情報ネットワーク科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 工業専門課程マルチメディアデザイン科 平成14年2月27日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日
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熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程経営ビジネス科 平成13年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程　ビジネス総合学科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 社会福祉専門課程福祉デザイン科 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
専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 社会福祉専門課程地域福祉学科 平成15年4月1日 平成17年12月26日

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 工業専門課程情報ネットワーク科 平成16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

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 社会福祉専門課程地域福祉学科 平成15年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程国際経営管理情報科 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
専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程国際マネジメント学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程国際ホテル経営管理科 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

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程ビジネスクリエーター科 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

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程国際マネジメント学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 社会福祉専門課程　健康スポーツ科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程　医療事務情報管理科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

熊本県 専修学校熊本ＹＭＣＡ学院 商業実務専門課程　ビジネス総合学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

熊本県 専修学校熊本壺渓塾 文化教養専門課程公務員特別科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

熊本県 専修学校常盤学院 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

熊本県 専修学校モア・ヘアメイクカレッジ 衛生専門課程美容科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

熊本県 専門学校ＩＥＣ熊本国際大学校
文化教養専門課程アジア・太平洋コミュニケーショ
ン学科

平成24年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

熊本県 専門学校熊本ビジネスカレッジ 商業実務専門課程医療福祉事務科 平成13年3月1日 ～ 平成20年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
熊本保育ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療福祉事務科 平成20年4月1日 平成23年12月22日

熊本県 専門学校熊本ビジネスカレッジ 商業実務専門課程国際観光学科 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

熊本県 専門学校熊本ビジネスカレッジ 商業実務専門課程ビジネスカレッジ科Ⅰ部 平成12年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校熊本ビジネスカレッジ 商業実務専門課程カレッジ科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

熊本県 専門学校熊本ビジネスカレッジ 商業実務専門課程カレッジ科 平成15年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

熊本県 専門学校熊本ビジネスカレッジ 教育・社会福祉専門課程幼児教育科 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
熊本保育ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程幼児教育科 平成20年4月1日 平成23年12月22日

熊本県 専門学校公務員ゼミナール熊本校 文化教養専門課程公務員特別学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

熊本県 専門学校公務員ゼミナール熊本校 文化教養専門課程公務員特別学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

熊本県 専門学校湖東カレッジ 工業専門課程建築学科 平成8年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
湖東カレッジ情報建築専門学校 工業専門課程建築学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

熊本県 専門学校湖東カレッジ 工業専門課程コンピュータシステム科 平成8年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

熊本県 専門学校湖東カレッジ 工業専門課程コンピュータビジネス科 平成8年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

熊本県 専門学校湖東カレッジ 文化・教養専門課程幼児指導者養成科 平成8年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

熊本県 専門学校湖東カレッジ 工業専門課程総合情報メディア学科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校湖東カレッジ 工業専門課程情報メディア学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日
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熊本県 専門学校湖東カレッジ 工業専門課程情報メディア学科 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

熊本県 専門学校湖東カレッジ 工業専門課程ＣＡＤ応用学科 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
湖東カレッジ情報建築専門学校 工業専門課程ＣＡＤ応用学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

熊本県 専門学校湖東カレッジ 工業専門課程　ＩＴ経済学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

熊本県 専門学校湖東カレッジ唐人町校 工業専門課程情報システム工学科 平成8年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

熊本県 専門学校湖東カレッジ唐人町校 工業専門課程デザインＣＡＤ科 平成8年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
専門学校湖東カレッジ唐人町校 工業専門課程ＣＡＤグラフィック学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

熊本県 専門学校湖東カレッジ唐人町校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成8年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

熊本県 専門学校湖東カレッジ唐人町校 商業実務専門課程秘書経理科 平成8年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

熊本県 専門学校湖東カレッジ唐人町校 工業専門課程ＣＡＤグラフィック学科 平成9年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

熊本県 専門学校湖東カレッジ唐人町校 文化教養専門課程公務員特別専攻科 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

熊本県 専門学校湖東カレッジ唐人町校 文化教養専門課程クリエイティブ学科 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
湖東カレッジ教育芸術専門学校 文化教養専門課程クリエイティブ学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

熊本県 専門学校湖東カレッジ唐人町校 教育社会福祉専門課程　幼児指導者養成学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

熊本県 専門学校湖東カレッジ唐人町校 教育社会福祉専門課程幼稚園学科 平成23年12月22日 ～ 平成29年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
専門学校湖東カレッジ唐人町校 教育社会福祉専門課程　子ども学科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

熊本県 専門学校湖東カレッジ唐人町校 教育社会福祉専門課程　子ども学科 平成29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
専門学校湖東カレッジ唐人町校 教育社会福祉専門課程　こども学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

熊本県 専門学校湖東カレッジ唐人町校 教育社会福祉専門課程　こども学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

熊本県 専門学校東京ＣＰＡ会計学院熊本校 経理専門課程会計プロフェッション科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

熊本県 崇城大学専門学校 工業専門課程システム・デザイン学科 平成12年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
崇城大学専門学校 工業専門課程情報学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

熊本県 崇城大学専門学校 工業専門課程メディア・デザイン学科 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

熊本県 崇城大学専門学校 工業専門課程情報学科 平成19年4月1日 ～ 平成31年3月29日 平成20年2月26日 廃止 平成31年3月29日 令和2年2月29日

熊本県 常盤家政調理師専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 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
専修学校常盤学院 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成22年4月1日 平成23年12月22日

熊本県
独立行政法人国立病院機構熊本医療セン
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

熊本県
独立行政法人国立病院機構熊本再春荘病
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

熊本県
独立行政法人労働者健康福祉機構熊本労
災看護専門学校

医療専門課程看護科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

熊本県 西日本教育医療専門学校 医療専門課程視能訓練士学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

熊本県 西日本教育医療専門学校 教育・社会福祉専門課程こども未来学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

熊本県 西日本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10年4月1日 ～ 平成27年9月30日 平成10年12月21日 廃止 平成27年9月30日 平成28年2月29日

熊本県 西日本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10年4月1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

熊本県 日本情報処理専門学校 工業専門課程コンピュータシステム科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校湖東カレッジ 工業専門課程コンピュータシステム科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

熊本県 日本情報処理専門学校 工業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8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校湖東カレッジ 工業専門課程コンピュータビジネス科 平成8年4月1日 平成8年12月4日
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熊本県 日本情報処理専門学校 工業専門課程制御工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

熊本県 日本情報処理専門学校 文化・教養専門課程幼児指導者養成科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校湖東カレッジ 文化・教養専門課程幼児指導者養成科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

熊本県 日本情報処理専門学校 工業専門課程建築学科 平成7年11月30日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校湖東カレッジ 工業専門課程建築学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

熊本県 日本情報処理専門学校唐人町校 工業専門課程デザインＣＡＤ科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校湖東カレッジ唐人町校 工業専門課程デザインＣＡＤ科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

熊本県 日本情報処理専門学校唐人町校 商業実務専門課程国際秘書科 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
日本情報処理専門学校唐人町校 商業実務専門課程秘書経理科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

熊本県 日本情報処理専門学校唐人町校 工業専門課程情報システム工学科 平成7年11月30日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校湖東カレッジ唐人町校 工業専門課程情報システム工学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

熊本県 日本情報処理専門学校唐人町校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成7年11月30日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校湖東カレッジ唐人町校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

熊本県 日本情報処理専門学校唐人町校 商業実務専門課程秘書経理科 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
専門学校湖東カレッジ唐人町校 商業実務専門課程秘書経理科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

熊本県 八代看護学校 専門課程看護婦科 平成8年12月4日 ～ 平成14年2月28日 平成8年12月4日
名称変

更
八代看護学校 専門課程看護師科 平成14年3月1日 平成15年2月19日

熊本県 八代看護学校 専門課程看護師科 平成14年3月1日 ～ 平成15年2月19日

熊本県 ヒロ・デザイン専門学校 家政専門課程アパレルビジネス科１部 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
ヒロ・デザイン専門学校 服飾専門課程アパレルビジネス科１部 平成9年4月1日 平成9年11月17日

熊本県 ヒロ・デザイン専門学校 家政専門課程ファッションテクニカル科１部 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
ヒロ・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１部 平成9年4月1日 平成9年11月17日

熊本県 ヒロ・デザイン専門学校 服飾専門課程アパレルビジネス科１部 平成9年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
ヒロ・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16年4月1日 平成17年12月26日

熊本県 ヒロ・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１部 平成9年4月1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25年1月29日

熊本県 ヒロ・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16年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
ヒロ・デザイン専門学校 服飾専門課程アパレル総合科 平成26年4月1日 平成28年2月29日

熊本県 ヒロ・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17年12月26日 ～ 平成27年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
ヒロ・デザイン専門学校 服飾専門課程アパレルデザイン科 平成26年4月1日 平成28年2月29日

熊本県 ヒロ・デザイン専門学校 服飾専門課程ブライダル科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

熊本県 ヒロ・デザイン専門学校 服飾専門課程アパレル総合科 平成26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
ヒロ・デザイン専門学校 服飾専門課程ファッション流通ビジネス科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

熊本県 ヒロ・デザイン専門学校 服飾専門課程アパレルデザイン科 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31年1月25日

熊本県 ヒロ・デザイン専門学校 服飾専門課程ファッション流通ビジネス科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

熊本県 本渡市立看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月26日 平成7年1月23日
名称変

更
天草市立本渡看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成18年3月27日 平成19年2月22日

熊本県 メディカル・カレッジ青照館 医療専門課程言語聴覚療法学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年12月8日 平成16年2月17日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

熊本県 メディカル・カレッジ青照館 医療専門課程作業療法学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年12月8日 平成16年2月17日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

熊本県 メディカル・カレッジ青照館 医療専門課程理学療法学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年12月8日 平成16年2月17日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

熊本県 八代実業専門学校 商業実務専門課程情報経理科 平成7年1月23日 ～ 平成26年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
八代実業専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科（2年制） 平成26年4月1日 平成27年2月19日

熊本県 八代実業専門学校 商業実務専門課程福祉医療事務科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

熊本県 八代実業専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科（2年制） 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

熊本県 労働福祉事業団熊本労災看護専門学校 専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
独立行政法人労働者健康福祉機構熊本
労災看護専門学校

医療専門課程看護科 平成16年4月1日 平成17年3月9日
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熊本県 和洋学園専門学校 家政専門課程服装専攻科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

熊本県 和洋学園専門学校 家政専門課程服装専攻科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日
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