
修了者が高度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

愛知県 ＨＡＬ名古屋 コンピュータ総合専門課程ＣＧデザイン学科 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程ＣＧデザイン学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 コンピュータ総合専門課程ＷＥＢ開発学科 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
ＨＡＬ名古屋 コンピュータ総合専門課程ＷＥＢ総合学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 コンピュータ総合専門課程カーデザイン学科 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程カーデザイン学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 コンピュータ総合専門課程ゲーム開発学科 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程ゲーム開発学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 コンピュータ総合専門課程ゲーム制作学科 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程ゲーム制作学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 コンピュータ総合専門課程ゲームデザイン学科 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程ゲームデザイン学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 コンピュータ総合専門課程高度情報処理学科 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程高度情報処理学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 コンピュータ総合専門課程情報セキュリティ学科 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋

デジタル専門課程高度情報セキュリティ学
科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 コンピュータ総合専門課程デジタル映像学科 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
ＨＡＬ名古屋 コンピュータ総合専門課程３ＤＣＧ映像学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

愛知県 ＨＡＬ名古屋
コンピュータ総合専門課程ミュージック学科（四年
制）

平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程ミュージック学科（４年制） 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 コンピュータ総合専門課程ロボティクス学科 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程ロボット開発学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 コンピュータ総合専門課程３ＤＣＧ映像学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程デジタル映像学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 コンピュータ総合専門課程ＷＥＢ総合学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程ＷEB開発学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程ＣＧデザイン学科 平成22年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋

デジタル専門課程グラフィックデザイン学科
（４年制・昼間部）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程ＷEB開発学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程カーデザイン学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程ゲーム開発学科 平成22年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程ゲーム企画学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程ゲーム制作学科 平成22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
ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程　ゲーム４年制学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程ゲームデザイン学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程高度情報処理学科 平成22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
ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程　高度情報学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程高度情報セキュリティ学科 平成22年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成25年3月31日 平成27年2月19日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程デジタル映像学科 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
ＨＡＬ名古屋

デジタル専門課程ＣＧ映像アニメーション学
科

平成25年4月1日 平成26年1月28日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程ミュージック学科（４年制） 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程ロボット開発学科 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程　先端ロボット開発学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程先端ロボット開発学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程ＣＧ映像アニメーション学科 平成25年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋

デジタル専門課程ＣＧ映像学科（４年制・昼
間部）

平成28年4月1日 平成29年2月28日

愛知県 ＨＡＬ名古屋
デジタル専門課程グラフィックデザイン学科（４年
制・昼間部）

平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

（令和2年3月現在）

位 置 専　修　学　校　名 課　程　名
適用年月日

告示年月日 手続き
名称変更後 変更、廃止、不適合

年月日
変更、廃止、不適合

告示年月日

1 / 4 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

愛知県 ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程ゲーム企画学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程ＣＧ映像学科（４年制・昼間部） 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程アニメ・イラスト学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程　ゲーム４年制学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

愛知県 ＨＡＬ名古屋 デジタル専門課程　高度情報学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

愛知県 愛知総合看護福祉専門学校 医療専門課程保健看護学科 平成20年2月29日 ～ 平成20年2月29日

愛知県 明美文化服装専門学校 服飾・家政専門課程服装科 平成17年12月9日 ～ 平成17年12月9日

愛知県 大原簿記情報医療専門学校
商業実務専門課程公認会計士・税理士科（４年課
程）

平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

愛知県 大原簿記専門学校 商業実務専門課程税理士科 平成17年12月9日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月9日
名称変

更
大原簿記専門学校

商業実務専門課程公認会計士・税理士科
（四年課程）

平成18年4月1日 平成19年2月28日

愛知県 大原簿記専門学校
商業実務専門課程公認会計士・税理士科（四年
課程）

平成18年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月28日
名称変

更
大原簿記情報医療専門学校

商業実務専門課程公認会計士・税理士科
（４年課程）

平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 キクチ眼鏡専門学校 工業専門課程眼鏡光学科 平成17年12月9日 ～ 平成17年12月9日

愛知県 公務員・保育・介護・ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科Ⅰ 平成23年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科Ⅰ 平成26年4月1日 平成27年2月19日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ＣＧ映像学科 平成17年12月9日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月9日
名称変

更
コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程ＣＧ映像学科 平成19年4月1日 平成20年2月29日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ＣＧデザイン学科 平成17年12月9日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月9日
名称変

更
コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程ＣＧデザイン学科 平成19年4月1日 平成20年2月29日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ゲーム開発学科 平成17年12月9日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月9日
名称変

更
コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程ゲーム開発学科 平成19年4月1日 平成20年2月29日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ゲーム制作学科 平成17年12月9日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月9日
名称変

更
コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程ゲーム制作学科 平成19年4月1日 平成20年2月29日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程情報サイエンス工学科 平成17年12月9日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月9日
名称変

更
コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校

コンピュータ総合専門課程情報サイエンス
工学科

平成19年4月1日 平成20年2月29日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程情報マネジメント学科 平成17年12月9日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月9日
名称変

更
コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校

コンピュータ総合専門課程情報マネジメント
学科

平成19年4月1日 平成20年2月29日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程マルチメディア学科 平成17年12月9日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月9日
名称変

更
コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校

コンピュータ総合専門課程マルチメディア学
科

平成19年4月1日 平成20年2月29日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 工業専門課程ミュージック学科 平成17年12月9日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月9日
名称変

更
コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校

コンピュータ総合専門課程ミュージック学科
（４年制）

平成19年4月1日 平成20年2月29日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程ＣＧ映像学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月29日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋

コンピュータ総合専門課程デジタル映像学
科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程ＣＧデザイン学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月29日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋 コンピュータ総合専門課程ＣＧデザイン学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程ゲーム開発学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月29日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋 コンピュータ総合専門課程ゲーム開発学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程ゲーム制作学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月29日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋 コンピュータ総合専門課程ゲーム制作学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程情報サイエンス工学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月29日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋

コンピュータ総合専門課程高度情報処理学
科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程情報マネジメント学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月29日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋

コンピュータ総合専門課程情報セキュリティ
学科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校 コンピュータ総合専門課程マルチメディア学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月29日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋 コンピュータ総合専門課程ＷＥＢ開発学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日
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愛知県 コンピュータ総合学園ＨＡＬ専門学校
コンピュータ総合専門課程ミュージック学科（４年
制）

平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月29日
名称変

更
ＨＡＬ名古屋

コンピュータ総合専門課程ミュージック学科
（四年制）

平成20年4月1日 平成21年2月27日

愛知県 専門学校トヨタ名古屋自動車大学校 工業専門課程高度自動車科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月29日

愛知県 専門学校日産愛知自動車大学校 工業専門課程一級自動車工学科 平成20年2月29日 ～ 平成20年2月29日

愛知県 専門学校日産愛知自動車大学校 工業専門課程　自動車整備・トータルマスター科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

愛知県 専門学校日本デザイナー芸術学院
文化教養専門課程クリエイティブディレクション学
科

平成20年2月29日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月29日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

愛知県 中京法律専門学校 文化教養専門課程法律科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 トヨタ名古屋整備専門学校 工業専門課程高度自動車科 平成18年6月30日 ～ 平成19年3月31日 平成18年6月30日
名称変

更
専門学校トヨタ名古屋自動車大学校 工業専門課程高度自動車科 平成19年4月1日 平成20年2月29日

愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程情報セキュリティ学科 平成20年2月29日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月29日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

愛知県 トライデントコンピュータ専門学校 工業専門課程　サイバーセキュリティ学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

愛知県 トライデントスポーツ医療科学専門学校 医療専門課程理学療法学科 平成20年2月29日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月29日
名称変

更
トライデントスポーツ医療看護専門学校 医療専門課程理学療法学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

愛知県 トライデントスポーツ医療看護専門学校 医療専門課程理学療法学科 平成22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
名古屋平成看護医療専門学校 医療専門課程　理学療法学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

愛知県 名古屋医専 医療専門課程看護保健学科Ⅰ 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
名古屋医専 医療専門課程看護保健学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

愛知県 名古屋医専 医療専門課程看護保健学科Ⅱ 平成21年2月27日 ～ 平成28年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

愛知県 名古屋医専 医療専門課程作業療法学科（昼間部） 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 名古屋医専 医療専門課程視能療法学科（昼間部） 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 名古屋医専 医療専門課程理学療法学科（昼間部） 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 名古屋医専 医療専門課程臨床工学学科（昼間部） 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 名古屋医専 医療専門課程看護保健学科 平成24年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成25年1月29日
名称変

更
名古屋医専 医療専門課程　高度看護保健学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

愛知県 名古屋医専 医療専門課程高度専門看護学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

愛知県 名古屋医専 医療専門課程　高度看護保健学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

愛知県 名古屋医療福祉専門学校 医療専門課程作業療法学科 平成17年12月9日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月9日
名称変

更
理学・作業名古屋専門学校 医療専門課程作業療法学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛知県 名古屋医療福祉専門学校 医療専門課程理学療法学科Ⅰ 平成17年12月9日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月9日
名称変

更
理学・作業名古屋専門学校 医療専門課程理学療法学科Ⅰ 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛知県 名古屋医療福祉専門学校 医療専門課程理学療法学科Ⅱ 平成20年2月29日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月29日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程情報総合学科 平成17年12月9日 ～ 平成17年12月9日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成17年12月9日 ～ 平成25年3月31日 平成17年12月9日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程　ロボティクス創造学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

愛知県 名古屋工学院専門学校 工業専門課程ゲーム総合学科 平成26年1月28日 平成26年1月28日
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愛知県 名古屋情報メディア専門学校 工業専門課程総合情報（大学併修）学科 平成17年12月9日 ～ 平成17年12月9日

愛知県 名古屋デザイン＆テクノロジー専門学校
文化・教養専門課程スーパーゲームクリエーター
科

平成31年1月25日 ～

愛知県 名古屋福祉保育柔整専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科Ⅰ 平成17年12月9日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月9日
名称変

更
公務員・保育・介護・ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科Ⅰ 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛知県 名古屋平成看護医療専門学校 医療専門課程　理学療法学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

愛知県 名古屋モード学園
ファッション専門課程ファッションデザイン学科（４
年制）

平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛知県 日本医療福祉専門学校 医療専門課程理学療法学科（昼間部） 平成17年12月9日 ～ 平成25年3月29日 平成17年12月9日 廃止 平成25年3月31日 平成30年2月28日

愛知県 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科Ⅰ 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

愛知県 理学・作業名古屋専門学校 医療専門課程作業療法学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

愛知県 理学・作業名古屋専門学校 医療専門課程理学療法学科Ⅰ 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日
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