
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

埼玉県 ＣＡＤ製図専門学校 専門課程ＣＡＤ製図科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

埼玉県 ＣＡＤ製図専門学校 工業専門課程ＣＡＤＣＧ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
名称変

更
ＣＡＤ製図専門学校 工業専門課程ＣＡＤＣＧ科午前部 平成21年4月1日 平成22年2月26日

埼玉県 ＣＡＤ製図専門学校 工業専門課程ＣＡＤＣＧ科Ⅱ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
ＣＡＤ製図専門学校 工業専門課程ＣＡＤＣＧ科午後部 平成21年4月1日 平成22年2月26日

埼玉県 ＣＡＤ製図専門学校 工業専門課程ＣＡＤ製図科Ⅱ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
名称変

更
ＣＡＤ製図専門学校 工業専門課程ＣＡＤ製図科夜間部 平成25年4月1日 平成28年2月29日

埼玉県 ＣＡＤ製図専門学校 工業専門課程ＣＡＤＩＴ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
ＣＡＤ製図専門学校 工業専門課程ＣＡＤＩＴ科午前部 平成21年4月1日 平成22年2月26日

埼玉県 ＣＡＤ製図専門学校 工業専門課程ＣＡＤＩＴ科Ⅱ部 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
ＣＡＤ製図専門学校 工業専門課程ＣＡＤＩＴ科午後部 平成21年4月1日 平成22年2月26日

埼玉県 ＣＡＤ製図専門学校 工業専門課程ＣＡＤＣＧ科午後部 平成21年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成22年2月26日
名称変

更
ＣＡＤ製図専門学校 工業専門課程　ＣＡＤデザイン科午前部 平成31年4月1日 令和2年2月29日

埼玉県 ＣＡＤ製図専門学校 工業専門課程ＣＡＤＣＧ科午前部 平成21年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成22年2月26日
名称変

更
ＣＡＤ製図専門学校 工業専門課程　ＣＡＤデザイン科午後部 平成31年4月1日 令和2年2月29日

埼玉県 ＣＡＤ製図専門学校 工業専門課程ＣＡＤＩＴ科午後部 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

埼玉県 ＣＡＤ製図専門学校 工業専門課程ＣＡＤＩＴ科午前部 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

埼玉県 ＣＡＤ製図専門学校 工業専門課程ＣＡＤビジネス科午後部 平成26年1月28日 ～ 平成28年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成28年3月31日 平成30年2月28日

埼玉県 ＣＡＤ製図専門学校 工業専門課程ＣＡＤビジネス科午前部 平成26年1月28日 ～ 平成28年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成28年3月31日 平成30年2月28日

埼玉県 ＣＡＤ製図専門学校 工業専門課程ＣＡＤ製図科夜間部 平成25年4月1日 ～ 平成28年2月29日

埼玉県 ＣＡＤ製図専門学校 工業専門課程ＣＡＤビジネス科午後部（２年制） 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

埼玉県 ＣＡＤ製図専門学校 工業専門課程ＣＡＤビジネス科午前部（２年制） 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

埼玉県 ＣＡＤ製図専門学校 工業専門課程　ＣＡＤデザイン科午後部 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

埼玉県 ＣＡＤ製図専門学校 工業専門課程　ＣＡＤデザイン科午前部 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

埼玉県
EBARACONSERVATORY東京音楽療法専
門学校東京ピアノ調律アカデミー

専門課程音楽療法学科 平成18年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

埼玉県
EBARACONSERVATORY東京音楽療法専
門学校東京ピアノ調律アカデミー

専門課程ピアノ調律学科 平成18年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

埼玉県 葵メディカルアカデミー 医療専門課程歯科衛生科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

埼玉県 葵メディカルアカデミー 医療専門課程理学療法科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

埼玉県 秋草学園福祉教育専門学校 専門課程介護福祉科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

埼玉県 彰華学園情報文化専門学校 服飾・家政専門課程テクニカルモード科 平成18年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

埼玉県 彰華学園総合専門学校 専門課程服飾デザイン科（師範科） 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

埼玉県 彰華学園総合専門学校 専門課程介護福祉科 平成9年11月17日 ～ 平成18年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
彰華学園保育福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

埼玉県 彰華学園総合専門学校 専門課程テクニカルモード科 平成12年2月8日 ～ 平成18年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
彰華学園情報文化専門学校 服飾・家政専門課程テクニカルモード科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

埼玉県 彰華学園保育福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成18年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成21年3月31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

埼玉県 彰華学園保育福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 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
真英舎学院保育福祉専門学校 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2月26日

埼玉県 上尾市医師会上尾看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

埼玉県 上尾中央医療専門学校 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

埼玉県 上尾中央医療専門学校 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

埼玉県 上尾中央看護専門学校 看護専門課程第一学科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

埼玉県 上尾中央看護専門学校 看護専門課程第二学科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

埼玉県 朝霞地区看護専門学校 専門課程看護学科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

埼玉県 東萌保育専門学校 専門課程保育科 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24年3月31日 平成25年1月29日

埼玉県 アルスコンピュータ専門学校 工業専門課程情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

埼玉県 アルスコンピュータ専門学校 商業実務専門課程ＯＡビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
アルスコンピュータ専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

埼玉県 アルスコンピュータ専門学校 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

埼玉県 アルスコンピュータ専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月8日

埼玉県 アルスコンピュータ専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉保育科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

埼玉県 医学アカデミー 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17年12月26日

埼玉県 医学アカデミー 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3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
医学アカデミー

医療専門課程理学療法学科（専門士課程４
年制・昼間部）
医療専門課程理学療法学科（３年制・昼間

平成21年4月1日 平成28年2月29日

埼玉県 医学アカデミー 医療専門課程理学療法学科（３年制・昼間部） 平成21年4月1日 ～ 平成28年2月29日

埼玉県 医学アカデミー
医療専門課程理学療法学科（専門士課程４年制・
昼間部）

平成21年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成25年3月31日 平成29年2月28日

埼玉県
一般社団法人南埼玉郡市医師会久喜看護
専門学校

医療専門課程看護学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

埼玉県 入間看護専門学校 専門課程看護学科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

埼玉県 浦和医師会看護専門学校 専門課程看護学科 平成13年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

埼玉県 浦和学院専門学校 専門課程建築工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
浦和学院専門学校 専門課程建築学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

埼玉県 浦和学院専門学校 専門課程情報経理科 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
浦和学院専門学校 専門課程ＯＡビジネス科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

埼玉県 浦和学院専門学校 専門課程総合造形科 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
浦和学院専門学校 専門課程デザインアート科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

埼玉県 浦和学院専門学校 専門課程ＯＡビジネス科 平成7年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

埼玉県 浦和学院専門学校 専門課程看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

埼玉県 浦和学院専門学校 専門課程建築学科 平成7年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
浦和学院専門学校 専門課程福祉建築学科 平成12年4月1日 平成14年2月27日

埼玉県 浦和学院専門学校 専門課程デザインアート科 平成7年4月1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

埼玉県 浦和学院専門学校 専門課程医療情報科 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
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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

埼玉県 浦和学院専門学校 専門課程福祉建築学科 平成12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

埼玉県 浦和学院専門学校 専門課程福祉情報科 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

埼玉県 浦和市医師会看護専門学校 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
名称変

更
浦和医師会看護専門学校 専門課程看護学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

埼玉県 浦和情報文化専門学校 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
日本公務員ビジネス専門学校 専門課程情報ビジネス科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

埼玉県 浦和市立高等看護学院 専門課程看護科 平成7年11月30日 ～ 平成13年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
さいたま市立高等看護学院 専門課程看護科 平成13年4月1日 平成17年3月9日

埼玉県 浦和専門学校 専門課程鍼灸科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

埼玉県 浦和専門学校 専門課程鍼灸科Ⅱ部 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

埼玉県 浦和専門学校 医療専門課程視能訓練士科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

埼玉県 浦和専門学校 商業実務専門課程医療情報科午前部 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
浦和専門学校 商業実務専門課程情報ＩＴ科午前部 平成22年4月1日 平成22年11月29日

埼玉県 浦和専門学校 商業実務専門課程情報ＩＴ科午後部 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

埼玉県 浦和専門学校 商業実務専門課程情報ＩＴ科午前部 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

埼玉県 浦和専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科午前部 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

埼玉県 浦和専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科午後部 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

埼玉県 浦和美術専門学校 文化教養専門課程デザイン科 平成8年12月4日 ～ 平成22年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
浦和美術専門学校・高等専修学校 文化教養専門課程デザイン科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

埼玉県 浦和美術専門学校・高等専修学校 文化教養専門課程デザイン科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

埼玉県 浦和簿記専門学校
専門課程商業学科（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 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

埼玉県
江原音楽専修学校東京ピアノ調律アカデ
ミー

専門課程音楽学科昼間部 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
江原音楽療法専門学校東京ピアノ調律
アカデミー

専門課程音楽学科昼間部 平成8年4月1日 平成8年12月4日

埼玉県
江原音楽専修学校東京ピアノ調律アカデ
ミー

専門課程ピアノ調律学科 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
江原音楽療法専門学校東京ピアノ調律
アカデミー

専門課程ピアノ調律学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

埼玉県
江原音楽専修学校東京ピアノ調律アカデ
ミー

専門課程音楽療法学科 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
江原音楽療法専門学校東京ピアノ調律
アカデミー

専門課程音楽療法学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

埼玉県
江原音楽療法専門学校東京ピアノ調律アカ
デミー

専門課程音楽学科昼間部 平成8年4月1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

埼玉県
江原音楽療法専門学校東京ピアノ調律アカ
デミー

専門課程音楽療法学科 平成8年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東京音楽療法専門学校東京ピアノ調律
アカデミー

専門課程音楽療法学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

埼玉県
江原音楽療法専門学校東京ピアノ調律アカ
デミー

専門課程ピアノ調律学科 平成8年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
東京音楽療法専門学校東京ピアノ調律
アカデミー

専門課程ピアノ調律学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

埼玉県 大川学園医療福祉専門学校 専門課程介護福祉学科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

埼玉県 大川学園医療福祉専門学校 専門課程柔道整復学科（昼間部） 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

埼玉県 大川学園医療福祉専門学校 専門課程柔道整復学科（夜間部） 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

埼玉県 大川学園医療福祉専門学校 専門課程鍼灸学科（昼間部） 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

埼玉県 大川学園医療福祉専門学校 専門課程鍼灸学科（夜間部） 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

埼玉県 大川学園福祉教育専門学校 専門課程介護福祉科 平成9年11月17日 ～ 平成17年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
大川学園医療福祉専門学校 専門課程介護福祉学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日
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埼玉県 大原医療秘書福祉専門学校大宮校 教育社会福祉専門課程介護福祉学科 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
大原医療秘書福祉保育専門学校大宮校 教育社会福祉専門課程介護福祉学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

埼玉県 大原医療秘書福祉専門学校大宮校 商業実務専門課程医療事務学科 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
大原医療秘書福祉保育専門学校大宮校 商業実務専門課程医療事務学科（２年制） 平成24年4月1日 平成25年1月29日

埼玉県 大原医療秘書福祉専門学校大宮校 教育社会福祉専門課程福祉学科 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

埼玉県 大原医療秘書福祉専門学校大宮校 教育社会福祉専門課程介護福祉学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

埼玉県 大原医療秘書福祉専門学校大宮校 商業実務専門課程医療事務学科（２年制） 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

埼玉県 大原医療秘書福祉保育専門学校大宮校 教育社会福祉専門課程介護福祉学科 平成24年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
大原医療秘書福祉専門学校大宮校 教育社会福祉専門課程介護福祉学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

埼玉県 大原医療秘書福祉保育専門学校大宮校 教育社会福祉専門課程福祉学科 平成25年1月29日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

埼玉県 大原医療秘書福祉保育専門学校大宮校 商業実務専門課程医療事務学科（２年制） 平成24年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
大原医療秘書福祉専門学校大宮校 商業実務専門課程医療事務学科（２年制） 平成28年4月1日 平成29年2月28日

埼玉県 大原医療秘書福祉保育専門学校大宮校 教育社会福祉専門課程こども保育学科 平成26年1月28日 ～ 平成28年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

埼玉県 大原こども専門学校 教育社会福祉専門課程こども保育学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

埼玉県 大原こども専門学校 教育社会福祉専門課程福祉学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

埼玉県 大原情報ビジネス専門学校大宮校 商業実務専門課程コンピュータビジネス学科 平成15年2月19日 ～ 平成25年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

埼玉県 大原情報ビジネス専門学校大宮校 商業実務専門課程情報処理学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
大原情報ビジネス専門学校大宮校 商業実務専門課程情報技術学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

埼玉県 大原情報ビジネス専門学校大宮校 商業実務専門課程情報技術学科 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26年1月28日

埼玉県 大原法律公務員専門学校大宮校 文化教養専門課程法律行政学科２年制 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

埼玉県 大原法律専門学校大宮校 文化教養専門課程法律行政学科 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
大原法律公務員専門学校大宮校 文化教養専門課程法律行政学科２年制 平成14年4月1日 平成15年2月19日

埼玉県 大原簿記医療秘書専門学校大宮校 商業実務専門課程経理本科２年制 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
大原簿記専門学校大宮校 商業実務専門課程経理本科２年制 平成18年4月1日 平成19年2月22日

埼玉県 大原簿記医療秘書専門学校大宮校 商業実務専門課程経理本科４年制 平成16年4月1日 ～ 平成17年12月8日 平成17年3月9日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

埼玉県 大原簿記情報ビジネス専門学校大宮校 商業実務専門課程経理本科２年制 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

埼玉県 大原簿記専門学校大宮校 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16年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
大原簿記医療秘書専門学校大宮校 商業実務専門課程経理本科２年制 平成16年4月1日 平成17年3月9日

埼玉県 大原簿記専門学校大宮校 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16年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
大原簿記医療秘書専門学校大宮校 商業実務専門課程経理本科４年制 平成16年4月1日 平成17年3月9日

埼玉県 大原簿記専門学校大宮校 商業実務専門課程経理本科２年制 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
大原簿記情報ビジネス専門学校大宮校 商業実務専門課程経理本科２年制 平成24年4月1日 平成25年1月29日

埼玉県 大宮医師会看護専門学校 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

埼玉県 大宮医療秘書専門学校 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

埼玉県 大宮医療秘書専門学校 商業実務専門課程　診療情報管理士科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

埼玉県 大宮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
大宮医療秘書専門学校 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

埼玉県 大宮大原簿記専門学校 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
大原簿記専門学校大宮校 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8年12月4日

埼玉県 大宮大原簿記専門学校 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
大原簿記専門学校大宮校 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8年12月4日

埼玉県 大宮国際動物専門学校 動物管理専門課程Dogトレーナー学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日
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埼玉県 大宮国際動物専門学校 動物管理専門課程愛犬美容学科 平成16年2月17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26年1月28日

埼玉県 大宮国際動物専門学校 動物管理専門課程動物看護学科 平成16年2月17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26年1月28日

埼玉県 大宮国際動物専門学校 動物管理専門課程動物マネジメント学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
大宮国際動物専門学校 動物管理専門課程国際海洋・飼育学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

埼玉県 大宮国際動物専門学校 動物管理専門課程国際海洋・飼育学科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

埼玉県 大宮国際動物専門学校 動物管理専門課程動物看護・栄養学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

埼玉県 大宮国際動物専門学校 動物管理専門課程美容・デザイン学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

埼玉県 大宮国際動物専門学校 動物管理専門課程　美容・スモールペット学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

埼玉県 大宮国際動物専門学校
動物管理専門課程動物看護・エキゾチックペット
学科

平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

埼玉県 大宮こども専門学校 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

埼玉県 大宮こども専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

埼玉県 大宮市医師会看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
大宮医師会看護専門学校 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

埼玉県 大宮歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生科 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

埼玉県 大宮歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

埼玉県 大宮スイーツ＆カフェ専門学校 衛生専門課程スイーツパティシエ科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

埼玉県 大宮赤十字看護専門学校 専門課程看護科 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
大宮赤十字看護専門学校 専門課程看護学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

埼玉県 大宮赤十字看護専門学校 専門課程看護学科 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
さいたま赤十字看護専門学校 専門課程看護学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

埼玉県 大宮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
大宮ビューティーアンドブライダル専門学
校

衛生専門課程　トータルビューティー科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

埼玉県 大宮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

埼玉県 大宮ビューティーアート専門学校 衛生専門課程ウェディングプランナー科 平成31年1月25日 ～ 平成31年4月1日 平成31年1月25日
名称変

更
大宮ビューティーアンドブライダル専門学
校

衛生専門課程　ウェディングプランナー科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

埼玉県 大宮ビューティーアート専門学校 衛生専門課程美容科 平成31年1月25日 ～ 平成31年4月1日 平成31年1月25日
名称変

更
大宮ビューティーアンドブライダル専門学
校

衛生専門課程　美容科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

埼玉県 大宮ビューティーアート専門学校 衛生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1月25日 ～ 平成31年4月1日 平成31年1月25日
名称変

更
大宮ビューティーアンドブライダル専門学
校

衛生専門課程　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

埼玉県 大宮ビューティーアンドブライダル専門学校 衛生専門課程　ウェディングプランナー科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

埼玉県 大宮ビューティーアンドブライダル専門学校 衛生専門課程　トータルビューティー科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

埼玉県 大宮ビューティーアンドブライダル専門学校 衛生専門課程　美容科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

埼玉県 大宮ビューティーアンドブライダル専門学校
衛生専門課程　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

埼玉県 大宮服飾技術専門学校 専門課程被服科 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
大宮文化デザイン専門学校 服飾家政専門課程被服科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

埼玉県 大宮文化デザイン専門学校 服飾家政専門課程被服科 平成8年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
大宮文化デザイン専門学校 服飾家政専門課程服装デザイン科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

埼玉県 大宮文化デザイン専門学校 文化教養専門課程ＣＧデザイン科 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
大宮文化デザイン専門学校

文化教養専門課程ＣＧデザイン科午前部
文化教養専門課程ＣＧデザイン科午後部

平成24年4月1日 平成25年1月29日
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埼玉県 大宮文化デザイン専門学校 服飾家政専門課程服装デザイン科 平成16年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
大宮文化デザイン専門学校

服飾家政専門課程服装デザイン科午前部
服飾家政専門課程服装デザイン科午後部

平成24年4月1日 平成25年1月29日

埼玉県 大宮文化デザイン専門学校 服飾家政専門課程服装デザイン科午後部 平成24年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

埼玉県 大宮文化デザイン専門学校 服飾家政専門課程服装デザイン科午前部 平成24年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

埼玉県 大宮文化デザイン専門学校 文化教養専門課程ＣＧデザイン科午後部 平成24年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

埼玉県 大宮文化デザイン専門学校 文化教養専門課程ＣＧデザイン科午前部 平成24年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

埼玉県 大宮理容美容専門学校 衛生専門課程　美容科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

埼玉県 大宮理容美容専門学校 衛生専門課程　理容科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

埼玉県 越生工業技術専門学校 専門課程自動車整備専攻科 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
越生工業技術専門学校 専門課程自動車整備科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

埼玉県 越生工業技術専門学校 専門課程情報システム工学科 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
専門学校越生自動車大学校 専門課程情報システム工学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

埼玉県 越生工業技術専門学校 専門課程自動車整備科 平成14年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
越生工業技術専門学校 専門課程二級自動車整備科 平成20年4月1日 平成22年2月26日

埼玉県 越生工業技術専門学校 専門課程二級自動車整備科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
専門学校越生自動車大学校 専門課程二級自動車整備科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

埼玉県 春日部市立看護専門学校 専門課程看護学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

埼玉県 上福岡高等看護学院 医療専門課程看護学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

埼玉県 川口市立看護専門学校 看護専門課程第１看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

埼玉県 川口市立看護専門学校 看護専門課程第２看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

埼玉県 川口文化服装専門学校 専門課程服装科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

埼玉県 川越市医師会川越看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

埼玉県 川越市医師会看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成13年3月1日 ～ 平成24年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
川越市医師会川越看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

埼玉県 川越文化学園服装専門学校 専門課程家政本科昼間部 平成8年12月4日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
川越文化ファッション専門学校 専門課程服飾デザイン科昼間部 平成13年4月1日 平成14年2月27日

埼玉県 川越文化ファッション専門学校 専門課程服飾デザイン科昼間部 平成13年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

埼玉県 関東工業専門学校 専門課程自動車整備科 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
専門学校関東工業自動車大学校 専門課程自動車整備科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

埼玉県 関東福祉専門学校 教育・社会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

埼玉県 かんな福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

埼玉県 北里看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成8年12月4日 ～ 平成20年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
北里大学看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

埼玉県 北里大学看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

埼玉県 熊谷文化服装専門学校 専門課程服装学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

埼玉県 熊谷市医師会看護専門学校 専門課程看護学科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

埼玉県 グルノーブル美容専門学校 美容専門課程美容科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

6 / 17 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

埼玉県 グルノーブル美容専門学校 美容専門課程美容科Ⅱ部 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

埼玉県 呉竹医療専門学校 医療専門課程柔道整復科Ⅰ部 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

埼玉県 呉竹医療専門学校 医療専門課程柔道整復科Ⅱ部 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

埼玉県 呉竹医療専門学校 医療専門課程鍼灸科Ⅰ部 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

埼玉県 呉竹医療専門学校 医療専門課程鍼灸科Ⅱ部 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

埼玉県 呉竹医療専門学校 医療専門課程鍼灸マッサージ科Ⅰ部 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

埼玉県 小池学園東萌専門学校 専門課程家政科 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
小池学園東萌専門学校 専門課程ファッションアパレル科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

埼玉県 小池学園東萌専門学校 専門課程秘書科 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
小池学園東萌専門学校 専門課程経営ビジネス科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

埼玉県 小池学園東萌専門学校 専門課程経営ビジネス科 平成7年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

埼玉県 小池学園東萌専門学校 専門課程ファッションアパレル科 平成7年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
小池学園東萌専門学校 専門課程ファッション美容科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

埼玉県 小池学園東萌専門学校 専門課程英会話科 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

埼玉県 小池学園東萌専門学校 専門課程ファッション美容科 平成14年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

埼玉県
公益社団法人地域医療振興協会さいたま
看護専門学校

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

埼玉県 鴻巣服装専門学校 専門課程服飾学科 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
埼玉中央文化ビジネス専門学校 専門課程服飾学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

埼玉県 国際航空専門学校 専門課程航空技術科 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

埼玉県 国際航空専門学校 専門課程航空電子整備科 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
国際航空専門学校 専門課程エアロサポート科 平成12年4月1日 平成15年2月19日

埼玉県 国際航空専門学校 専門課程整備科 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
国際航空専門学校 専門課程航空整備科 平成16年4月1日 平成19年2月22日

埼玉県 国際航空専門学校 専門課程操縦科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

埼玉県 国際航空専門学校 専門課程ヘリコプタ整備科 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
国際航空専門学校 専門課程運航整備科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

埼玉県 国際航空専門学校 専門課程運航整備科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

埼玉県 国際航空専門学校 専門課程エアロサポート科 平成12年4月1日 ～ 平成15年2月19日

埼玉県 国際航空専門学校 専門課程航空整備科 平成16年4月1日 ～ 平成19年2月22日

埼玉県 国際情報経済専門学校 商業専門課程ＯＡ経理科 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
国際情報経済専門学校 専門課程ＯＡ経理科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

埼玉県 国際情報経済専門学校 商業専門課程ビジネス情報処理科 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
国際情報経済専門学校 専門課程ビジネス情報処理科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

埼玉県 国際情報経済専門学校 専門課程ＯＡ経理科 平成9年4月1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

埼玉県 国際情報経済専門学校 専門課程ビジネス情報処理科 平成9年4月1日 ～ 平成9年11月17日

埼玉県 国際情報経済専門学校 専門課程ビジネス秘書科 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

埼玉県 国際調理師専門学校 専門課程調理師高度技術学科 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
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埼玉県 国立埼玉病院附属看護学校 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埼玉病院附
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

埼玉県 国立障害者リハビリテーションセンター 専門課程あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう科 平成20年10月1日 ～ 平成22年2月26日

埼玉県 国立障害者リハビリテーションセンター 専門課程義肢装具学科 平成20年10月1日 ～ 平成22年2月26日

埼玉県 国立障害者リハビリテーションセンター学院 専門課程言語聴覚学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

埼玉県 国立障害者リハビリテーションセンター学院 専門課程視覚障害学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

埼玉県 国立障害者リハビリテーションセンター学院 専門課程手話通訳学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

埼玉県 国立障害者リハビリテーションセンター学院 専門課程リハビリテーション体育学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

埼玉県 国立身体障害者リハビリテーションセンター 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20年9月30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

専門課程あん摩マッサージ指圧、はり、きゅ
う科

平成20年10月1日 平成22年2月26日

埼玉県 国立身体障害者リハビリテーションセンター 専門課程義肢装具専門職員養成課程 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
国立身体障害者リハビリテーションセン
ター

専門課程義肢装具学科 平成11年4月1日 平成22年2月26日

埼玉県 国立身体障害者リハビリテーションセンター 専門課程義肢装具学科 平成11年4月1日 ～ 平成20年9月30日 平成12年2月8日
名称変

更
国立障害者リハビリテーションセンター 専門課程義肢装具学科 平成20年10月1日 平成22年2月26日

埼玉県 国立西埼玉中央病院附属看護学校 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西埼玉中央
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

埼玉県 国立療養所東埼玉病院附属看護学校 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東埼玉病院
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

埼玉県 越谷市立看護専門学校 専門課程看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成17年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

埼玉県 越谷保育専門学校 専門課程幼稚園教諭・保母養成学科（第１部） 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
越谷保育専門学校

専門課程幼稚園教諭保育士養成学科（第１
部）

平成11年4月1日 平成12年2月8日

埼玉県 越谷保育専門学校 専門課程幼稚園教諭・保母養成学科（第２部） 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
越谷保育専門学校

専門課程幼稚園教諭保育士養成学科（第２
部）

平成11年4月1日 平成12年2月8日

埼玉県 越谷保育専門学校 専門課程保育士養成学科（第１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
名称変

更
越谷保育専門学校 専門課程（第一部）保育士養成学科 平成15年4月1日 平成20年2月26日

埼玉県 越谷保育専門学校 専門課程幼稚園教諭保育士養成学科（第１部） 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
越谷保育専門学校

専門課程（第一部）幼稚園教諭保育士養成
学科

平成15年4月1日 平成20年2月26日

埼玉県 越谷保育専門学校 専門課程幼稚園教諭保育士養成学科（第２部） 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
越谷保育専門学校

専門課程（第二部）幼稚園教諭保育士養成
学科

平成15年4月1日 平成20年2月26日

埼玉県 越谷保育専門学校 専門課程（第一部）保育士養成学科 平成15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
越谷保育専門学校 専門課程第一部保育士養成学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

埼玉県 越谷保育専門学校 専門課程（第一部）幼稚園教諭保育士養成学科 平成15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
越谷保育専門学校

専門課程第一部幼稚園教諭保育士養成学
科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

埼玉県 越谷保育専門学校 専門課程（第二部）幼稚園教諭保育士養成学科 平成15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
越谷保育専門学校

専門課程第二部幼稚園教諭保育士養成学
科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

埼玉県 越谷保育専門学校 専門課程第一部保育士養成学科 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

埼玉県 越谷保育専門学校 専門課程第一部幼稚園教諭保育士養成学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

埼玉県 越谷保育専門学校 専門課程第二部幼稚園教諭保育士養成学科 平成20年4月1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28年2月29日

埼玉県 済生会川口看護専門学校 専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

埼玉県
埼玉医科大学付属総合医療センター看護
専門学校

専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

埼玉県 埼玉医療福祉会看護専門学校 医療専門課程第一学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

埼玉県 埼玉医療福祉会看護専門学校 医療専門課程第二学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日
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埼玉県 埼玉医療福祉専門学校 医療専門課程理学療法学科 平成16年2月17日 ～ 平成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

埼玉県 埼玉医療福祉専門学校 医療専門課程　理学療法学科（夜間部） 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

埼玉県 埼玉県栄養専門学校 専門課程栄養学科 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
埼玉県栄養専門学校 専門課程栄養士養成科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

埼玉県 埼玉県栄養専門学校 専門課程栄養士養成科 平成7年4月1日 ～ 平成7年11月30日

埼玉県 埼玉県製菓専門学校 衛生専門課程高度製菓技術科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

埼玉県 埼玉県調理師専門学校 衛生専門課程高度調理技術科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

埼玉県 埼玉県農業大学校 専門課程基本技術科（２年課程） 平成17年3月3日 ～ 平成27年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
埼玉県農業大学校 専門課程水田複合学科 平成27年3月31日 平成30年2月28日

埼玉県 埼玉県農業大学校 専門課程基本技術科（２年課程） 平成17年3月3日 ～ 平成27年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
埼玉県農業大学校 専門課程花植木学科 平成27年3月31日 平成30年2月28日

埼玉県 埼玉県農業大学校 専門課程基本技術科（２年課程） 平成17年3月3日 ～ 平成27年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
埼玉県農業大学校 専門課程野菜学科 平成27年3月31日 平成30年2月28日

埼玉県 埼玉県農業大学校 専門課程基本技術科（２年課程） 平成17年3月3日 ～ 平成27年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
埼玉県農業大学校 専門課程酪農学科 平成27年3月31日 平成30年2月28日

埼玉県 埼玉県農業大学校 専門課程水田複合学科 平成27年4月1日 ～ 平成30年2月28日

埼玉県 埼玉県農業大学校 専門課程花植木学科 平成27年4月1日 ～ 平成30年2月28日

埼玉県 埼玉県農業大学校 専門課程野菜学科 平成27年4月1日 ～ 平成30年2月28日

埼玉県 埼玉県農業大学校 専門課程酪農学科 平成27年4月1日 ～ 平成30年2月28日

埼玉県 埼玉県立北高等看護学院 医療専門課程看護学科 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
埼玉県立高等看護学院 医療専門課程看護学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

埼玉県 埼玉県立高等看護学院 医療専門課程看護学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

埼玉県 埼玉県立南高等看護学院 医療専門課程看護学科 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

埼玉県 埼玉県理容美容専門学校 専門課程美容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

埼玉県 埼玉県理容美容専門学校 専門課程理容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

埼玉県 埼玉工業専門学校 専門課程自動車整備科 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
埼玉工業専門学校 専門課程二級自動車整備科 平成15年4月1日 平成19年2月22日

埼玉県 埼玉工業専門学校 専門課程情報技術科 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

埼玉県 埼玉工業専門学校 専門課程自動車車体整備科（２年コース） 平成13年3月1日 ～ 平成19年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

埼玉県 埼玉工業専門学校 専門課程二級自動車整備科 平成15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
専門学校埼玉自動車大学校 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

埼玉県 埼玉工業大学専門学校 専門課程情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
埼玉工業大学専門学校 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

埼玉県 埼玉工業大学専門学校 専門課程ビジネス学科 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
埼玉工業大学専門学校 商業実務専門課程ビジネス学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

埼玉県 埼玉工業大学専門学校 工業専門課程環境技術学科 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

埼玉県 埼玉工業大学専門学校 工業専門課程工業技術学科 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

埼玉県 埼玉工業大学専門学校 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

9 / 17 ページ
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埼玉県 埼玉工業大学専門学校 商業実務専門課程ビジネス学科 平成9年4月1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

埼玉県 埼玉工業大学専門学校 工業専門課程建築環境学科 平成12年2月8日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

埼玉県 埼玉コンピュータ＆医療事務専門学校 工業専門課程情報テクノロジー科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

埼玉県 埼玉コンピュータ＆医療事務専門学校 工業専門課程情報メディア科 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
埼玉コンピュータ＆医療事務専門学校 工業専門課程クリエイター科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

埼玉県 埼玉コンピュータ＆医療事務専門学校 工業専門課程マスコミ・デジタル編集科 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
埼玉コンピュータ＆医療事務専門学校 工業専門課程デザイン科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

埼玉県 埼玉コンピュータ＆医療事務専門学校 商業実務専門課程ビジネス科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

埼玉県 埼玉コンピュータ＆医療事務専門学校 工業専門課程クリエイター科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

埼玉県 埼玉コンピュータ＆医療事務専門学校 工業専門課程デザイン科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

埼玉県 埼玉コンピュータ＆医療事務専門学校 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

埼玉県 埼玉歯科衛生専門学校 専門課程歯科衛生科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

埼玉県 埼玉歯科衛生専門学校 医療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

埼玉県 埼玉歯科技工士専門学校 専門課程歯科技工士学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

埼玉県 埼玉社会体育専門学校 専門課程社会体育科 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

埼玉県 さいたま柔整専門学校 専門課程柔道整復科（昼間部） 平成17年12月26日 ～ 平成28年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
さいたま柔整専門学校

医療専門課程柔道整復学科（昼間部Ⅰ科）
医療専門課程柔道整復学科（昼間部Ⅱ科）

平成28年4月1日 平成29年2月28日

埼玉県 さいたま柔整専門学校 専門課程柔道整復科（夜間部） 平成17年12月26日 ～ 平成28年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

埼玉県 さいたま柔整専門学校 医療専門課程柔道整復学科（昼間部Ⅰ科） 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

埼玉県 さいたま柔整専門学校 医療専門課程柔道整復学科（昼間部Ⅱ科） 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

埼玉県 さいたま市立高等看護学院 専門課程看護科 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月9日

埼玉県 さいたま赤十字看護専門学校 専門課程看護学科 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
さいたま赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

埼玉県 さいたま赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

埼玉県 埼玉中央文化ビジネス専門学校 専門課程服飾学科 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

埼玉県 埼玉中央文化ビジネス専門学校 専門課程経営ビジネス学科 平成8年12月4日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

埼玉県 埼玉中央文化ビジネス専門学校 専門課程情報処理ビジネス学科 平成8年12月4日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

埼玉県 埼玉動物海洋専門学校 文化・教養専門課程海洋生物飼育学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

埼玉県 埼玉動物海洋専門学校 文化・教養専門課程動物飼育学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

埼玉県 埼玉東洋医療専門学校 医療専門課程鍼灸科（Ⅰ部） 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
東洋医療福祉専門学校 医療専門課程鍼灸科（Ⅰ部） 平成21年4月1日 平成22年2月26日

埼玉県 埼玉東洋医療専門学校 医療専門課程鍼灸科（Ⅱ部） 平成15年2月19日 ～ 平成19年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

埼玉県 埼玉福祉・保育専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月27日
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埼玉県 埼玉福祉・保育専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科Ⅱ部 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

埼玉県 埼玉福祉・保育専門学校 社会福祉専門課程こども福祉科 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

埼玉県 埼玉福祉・保育専門学校 社会福祉専門課程こども福祉科Ⅱ部 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

埼玉県 埼玉福祉・保育専門学校 社会福祉専門課程社会福祉士科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

埼玉県 埼玉福祉・保育専門学校 社会福祉専門課程　保育士科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

埼玉県 埼玉福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科（昼間部） 平成9年11月17日 ～ 平成24年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
埼玉福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科（昼間部） 平成24年4月1日 平成25年1月29日

埼玉県 埼玉福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科（昼間部） 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
埼玉福祉専門学校 社会福祉専門課程　社会福祉士科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

埼玉県 埼玉福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科（夜間部） 平成10年12月21日 ～ 平成22年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

埼玉県 埼玉福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科（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
名称変

更
埼玉福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科Ⅱ部 平成25年4月1日 平成26年1月28日

埼玉県 埼玉福祉専門学校 社会福祉専門課程児童福祉科（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
埼玉福祉専門学校 社会福祉専門課程こども福祉科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

埼玉県 埼玉福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科（昼間部） 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
埼玉福祉・保育専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

埼玉県 埼玉福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科Ⅱ部 平成25年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
埼玉福祉・保育専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科Ⅱ部 平成29年4月1日 平成30年2月28日

埼玉県 埼玉福祉専門学校 社会福祉専門課程こども福祉科 平成25年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
埼玉福祉・保育専門学校 社会福祉専門課程こども福祉科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

埼玉県 埼玉福祉専門学校 社会福祉専門課程こども福祉科Ⅱ部 平成26年1月28日 ～ 平成29年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
埼玉福祉・保育専門学校 社会福祉専門課程こども福祉科Ⅱ部 平成29年4月1日 平成30年2月28日

埼玉県 埼玉福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉士科 平成25年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
埼玉福祉・保育専門学校 社会福祉専門課程社会福祉士科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

埼玉県 埼玉ベルエポック製菓専門学校 衛生専門課程パティシエ科 平成22年11月29日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
埼玉ベルエポック製菓調理専門学校 衛生専門課程パティシエ科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

埼玉県 埼玉ベルエポック製菓調理専門学校 衛生専門課程調理師科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

埼玉県 埼玉ベルエポック製菓調理専門学校 衛生専門課程パティシエ科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

埼玉県 斉藤学院専門学校 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 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

埼玉県 斉藤学院専門学校 専門課程介護福祉科 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
平成福祉教育専門学校 専門課程介護福祉学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

埼玉県 坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校 専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

埼玉県 坂戸理容美容専門学校 専門課程美容学科 平成12年2月8日 ～ 平成17年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校トータルビューティカレッジ川越 専門課程美容学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

埼玉県 坂戸理容美容専門学校 専門課程理容学科 平成12年2月8日 ～ 平成17年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校トータルビューティカレッジ川越 専門課程理容学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

埼玉県 幸手看護専門学校 専門課程看護学科２年課程（全日制） 平成28年2月29日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
幸手看護専門学校

専門課程　第二看護学科２年課程（全日
制）

平成29年4月1日 平成30年2月28日

埼玉県 幸手看護専門学校 専門課程　第二看護学科２年課程（全日制） 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

埼玉県 幸手看護専門学校 専門課程第一看護学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

埼玉県
社団法人南埼玉郡市医師会久喜看護専門
学校

医療専門課程看護学科 平成17年3月3日 ～ 平成24年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
一般社団法人南埼玉郡市医師会久喜看
護専門学校

医療専門課程看護学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

埼玉県 城西医療技術専門学校 専門課程診療放射線学科 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
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埼玉県 城西医療技術専門学校 専門課程理学療法学科 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

埼玉県 城西医療技術専門学校 専門課程作業療法学科 平成14年2月27日 ～ 平成21年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

埼玉県 白百合服飾専門学校 専門課程洋裁学科昼間部 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
白百合服飾専門学校 専門課程服飾デザイン科（昼間部） 平成16年4月1日 平成20年2月26日

埼玉県 白百合服飾専門学校 専門課程服飾デザイン科（昼間部） 平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

埼玉県 西武学園医学技術専門学校 専門課程栄養学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

埼玉県 西武学園医学技術専門学校 専門課程臨床検査学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

埼玉県 西武文理大学附属調理師専門学校 衛生専門課程調理学科（２年制） 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

埼玉県 専門学校東萌ビューティーカレッジ 衛生専門課程美容科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

埼玉県 専門学校越生自動車大学校 専門課程情報システム工学科 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
専門学校越生自動車大学校 工業専門課程情報システム科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

埼玉県 専門学校越生自動車大学校 専門課程二級自動車整備科 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
専門学校越生自動車大学校 工業専門課程自動車整備科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

埼玉県 専門学校越生自動車大学校 工業専門課程情報システム科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

埼玉県 専門学校越生自動車大学校 工業専門課程自動車整備科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

埼玉県 専門学校関東工業自動車大学校 工業専門課程　国際サービス・エンジニア科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

埼玉県 専門学校関東工業自動車大学校 専門課程自動車整備科 平成17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
専門学校関東工業自動車大学校 工業専門課程二級自動車整備科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

埼玉県 専門学校関東工業自動車大学校 工業専門課程二級自動車整備科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

埼玉県 専門学校埼玉自動車大学校 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

埼玉県 専門学校トータルビューティカレッジ川越 専門課程美容学科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

埼玉県 専門学校トータルビューティカレッジ川越 専門課程理容学科 平成17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

埼玉県 専門学校日本医科学大学校 医療専門課程視能訓練士科 平成22年5月13日 ～ 平成22年11月29日

埼玉県 専門学校日本医科学大学校 医療専門課程看護師科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

埼玉県 専門学校日本医科学大学校 医療専門課程看護師科 平成25年12月22日 ～ 平成23年12月22日

埼玉県 専門学校日本医科学大学校 商業実務専門課程医療情報管理科 平成27年2月19日 ～ 平成30年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
専門学校日本医科学大学校 商業実務専門課程　メディカル外語学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

埼玉県 専門学校日本医科学大学校 商業実務専門課程　メディカル外語学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

埼玉県 専門学校日本美術学校 専門課程彫刻学科 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
日本美術専門学校 専門課程彫刻科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

埼玉県 専門学校日本美術学校 専門課程洋画学科 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
日本美術専門学校 専門課程洋画科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

埼玉県 専門学校日本美術学校 専門課程日本画科 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
日本美術専門学校 専門課程日本画科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

埼玉県 専門学校浜西ファッションアカデミー 専門課程服飾学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

埼玉県 千草服装専門学校 専門課程服装科昼間部 平成8年12月4日 ～ 平成29年11月20日 平成8年12月4日 廃止 平成29年11月20日 平成30年2月28日
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埼玉県 秩父家政専門学校 専門課程編物科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

埼玉県 秩父家政専門学校 専門課程洋裁科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

埼玉県 秩父看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

埼玉県 中央情報専門学校 工業専門課程システムエンジニア科 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
中央情報専門学校 工業専門課程ネットワーク技術科 平成13年4月1日 平成17年12月26日

埼玉県 中央情報専門学校 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

埼玉県 中央情報専門学校 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

埼玉県 中央情報専門学校 商業実務専門課程ビジネス科 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

埼玉県 中央情報専門学校 専門課程情報ビジネス科 平成7年11月30日 ～ 平成30年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

埼玉県 中央情報専門学校 専門課程総合ビジネス科 平成7年11月30日 ～ 平成17年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

埼玉県 中央情報専門学校 工業専門課程システム開発・運用科 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

埼玉県 中央情報専門学校 工業専門課程ネットワーク技術科 平成13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

埼玉県 中央情報専門学校 工業専門課程マルチメディア制作科 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

埼玉県 中央情報専門学校 商業実務専門課程ＯＡビジネス・会計科 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

埼玉県 中央情報専門学校 工業専門課程システム管理科 平成19年2月1日 ～ 平成24年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
中央情報専門学校 工業専門課程情報システム学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

埼玉県 中央情報専門学校 商業実務専門課程ｅビジネス科 平成19年2月1日 ～ 平成24年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
中央情報専門学校 商業実務専門課程Ｗｅｂビジネス学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

埼玉県 中央情報専門学校 商業実務専門課程医療情報科 平成20年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

埼玉県 中央情報専門学校 工業専門課程情報システム学科 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
中央情報専門学校 工業専門課程ＩＴ・Ｗｅｂ学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

埼玉県 中央情報専門学校 商業実務専門課程Ｗｅｂビジネス学科 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
中央情報専門学校 商業実務専門課程ビジネスデザイン学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

埼玉県 中央情報専門学校 工業専門課程ＩＴ・Ｗｅｂ学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

埼玉県 中央情報専門学校 商業実務専門課程ビジネスデザイン学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

埼玉県 テクノ・ホルティ園芸専門学校 専門課程園芸学科 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
テクノ・ホルティ園芸専門学校 専門課程園芸１類学科 平成9年4月1日 平成19年2月22日

埼玉県 テクノ・ホルティ園芸専門学校 専門課程園芸１類学科 平成9年4月1日 ～ 平成19年2月22日

埼玉県 テクノ・ホルティ園芸専門学校 専門課程園芸２類学科 平成19年2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28年2月29日

埼玉県 桐蔭情報経理専門学校 商業実務専門課程事務経理科 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

埼玉県 東京ＩＴ会計法律専門学校大宮校 ビジネス専門課程ＩＴビジネス学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

埼玉県 東京ＩＴ会計法律専門学校大宮校 ビジネス専門課程会計学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

埼玉県 東京ＩＴ会計法律専門学校大宮校 法律専門課程法律学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

埼玉県 東京ＩＴ会計法律専門学校大宮校 法律専門課程法律社会学科（昼） 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日
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埼玉県
東京音楽療法専門学校東京ピアノ調律アカ
デミー

専門課程音楽療法学科 平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
EBARACONSERVATORY東京音楽療法
専門学校東京ピアノ調律アカデミー

専門課程音楽療法学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

埼玉県
東京音楽療法専門学校東京ピアノ調律アカ
デミー

専門課程ピアノ調律学科 平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
EBARACONSERVATORY東京音楽療法
専門学校東京ピアノ調律アカデミー

専門課程ピアノ調律学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

埼玉県 東京国際学園外語専門学校 専門課程日本語科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

埼玉県 東京国際学園外語専門学校 専門課程日本語本科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

埼玉県 東京国際学園外語専門学校 専門課程日本語教員養成科（第１部） 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

埼玉県 東京国際学園外語専門学校 専門課程日本語教員養成科（第２部） 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

埼玉県 東京国際学園外語専門学校 文化教養専門課程日本語ビジネスＩＴ科（第２部） 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

埼玉県 東京国際学園外語専門学校 文化教養専門課程　日本語ビジネスＩＴ科（第１部） 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

埼玉県 東都コンピュータ専門学校 工業専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東都コンピュータ専門学校 工業専門課程情報処理科２年制コース 平成8年4月1日 平成8年12月4日

埼玉県 東都コンピュータ専門学校 商業実務専門課程ＯＡビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東都コンピュータ専門学校 商業実務専門課程オフィスビジネス科 平成11年4月1日 平成13年3月8日

埼玉県 東都コンピュータ専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

埼玉県 東都コンピュータ専門学校 工業専門課程コンピュータグラフィックス科 平成8年12月4日 ～ 平成14年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

埼玉県 東都コンピュータ専門学校 工業専門課程情報処理科２年制コース 平成8年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

埼玉県 東都コンピュータ専門学校 工業専門課程情報処理科３年制コース 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

埼玉県 東都コンピュータ専門学校 商業実務専門課程オフィスビジネス科 平成11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

埼玉県 東都コンピュータ専門学校 工業専門課程マスコミ・デジタル編集科 平成14年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
埼玉コンピュータ＆医療事務専門学校 工業専門課程マスコミ・デジタル編集科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

埼玉県 東都コンピュータ専門学校 商業実務専門課程ビジネス科 平成14年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
埼玉コンピュータ＆医療事務専門学校 商業実務専門課程ビジネス科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

埼玉県 東都コンピュータ専門学校 工業専門課程情報テクノロジー科 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
埼玉コンピュータ＆医療事務専門学校 工業専門課程情報テクノロジー科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

埼玉県 東都コンピュータ専門学校 工業専門課程情報メディア科 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
埼玉コンピュータ＆医療事務専門学校 工業専門課程情報メディア科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

埼玉県 東武医学技術専門学校 専門課程医療秘書科 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
東武医学技術専門学校 専門課程医療ビジネス科 平成9年4月1日 平成17年12月26日

埼玉県 東武医学技術専門学校 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

埼玉県 東武医学技術専門学校 専門課程医療ビジネス科 平成9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

埼玉県 東洋医療福祉専門学校 医療専門課程鍼灸科（Ⅰ部） 平成21年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

埼玉県 東洋医療福祉専門学校 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
吉川福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

埼玉県
独立行政法人国立病院機構埼玉病院附属
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

埼玉県
独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病
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

埼玉県
独立行政法人国立病院機構東埼玉病院附
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

埼玉県 所沢看護専門学校 専門課程看護学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日
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埼玉県 所沢技芸専門学校 専門課程服装学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

埼玉県 所沢技芸専門学校 専門課程洋裁学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

埼玉県 所沢技芸専門学校 専門課程和裁学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

埼玉県 所沢文化服装専門学校 専門課程家政科昼間部 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

埼玉県 戸田中央看護専門学校 専門課程第二学科 平成7年11月30日 ～ 平成26年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

埼玉県 戸田中央看護専門学校 医療専門課程第一学科 平成19年2月1日 ～ 平成26年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
戸田中央看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

埼玉県 戸田中央看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

埼玉県 獨協医科大学附属看護専門学校三郷校 医療専門課程看護学科（昼間課程） 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

埼玉県 日本医科学衛生福祉専門学校 医療専門課程歯科衛生士科（２年制） 平成19年4月1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

埼玉県 日本医科学衛生福祉専門学校 医療専門課程視能訓練士科 平成19年4月1日 ～ 平成22年5月12日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校日本医科学大学校 医療専門課程視能訓練士科 平成22年5月13日 平成22年11月29日

埼玉県 日本医科学衛生福祉専門学校 衛生専門課程栄養士科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

埼玉県 日本医科学衛生福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉士科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

埼玉県 日本グローバル専門学校 商業実務専門課程　国際言語・ビジネス学科Ⅰ部 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

埼玉県 日本グローバル専門学校 商業実務専門課程　国際言語・ビジネス学科Ⅱ部 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

埼玉県 日本グローバル専門学校 商業実務専門課程　国際ビジネス学科Ⅰ部 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

埼玉県 日本グローバル専門学校 商業実務専門課程　国際ビジネス学科Ⅱ部 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

埼玉県 日本公務員ビジネス専門学校 専門課程情報ビジネス科 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

埼玉県 日本産業専門学校 専門課程医療秘書学科 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

埼玉県 日本産業専門学校 専門課程政経学科 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
日本産業専門学校 専門課程ビジネス教養学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

埼玉県 日本産業専門学校 専門課程ビジネス教養学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

埼玉県 日本商科学院専門学校 専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

埼玉県 日本商科学院専門学校 専門課程ＯＡビジネス科 平成7年11月30日 ～ 平成12年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

埼玉県 日本商科学院専門学校 専門課程情報会計科 平成7年11月30日 ～ 平成12年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

埼玉県 日本動物総合専門学校 看護総合学科 平成17年3月3日 ～ 平成24年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

埼玉県 日本美術専門学校 専門課程彫刻科 平成11年4月1日 ～ 平成30年6月5日 平成12年2月8日 廃止 平成30年6月5日 平成31年1月25日

埼玉県 日本美術専門学校 専門課程日本画科 平成11年4月1日 ～ 平成30年6月5日 平成12年2月8日 廃止 平成30年6月5日 平成31年1月25日

埼玉県 日本美術専門学校 専門課程洋画科 平成11年4月1日 ～ 平成30年6月5日 平成12年2月8日 廃止 平成30年6月5日 平成31年1月25日

埼玉県 日本美術専門学校 専門課程デザイン科 平成13年3月1日 ～ 平成28年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
日本美術専門学校

文化教養専門課程グラフィックデザイン科
文化教養専門課程コミックイラスト科

平成28年4月1日 平成29年2月28日
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埼玉県 日本美術専門学校 文化教養専門課程グラフィックデザイン科 平成28年4月1日 ～ 平成30年6月5日 平成29年2月28日 廃止 平成30年6月5日 平成31年1月25日

埼玉県 日本美術専門学校 文化教養専門課程コミックイラスト科 平成28年4月1日 ～ 平成30年6月5日 平成29年2月28日 廃止 平成30年6月5日 平成31年1月25日

埼玉県 ハンサム銀座理容美容専修学校 衛生専門課程美容科 平成17年12月26日 ～ 平成30年1月25日 平成17年12月26日
名称変

更
大宮理容美容専門学校 衛生専門課程　美容科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

埼玉県 ハンサム銀座理容美容専修学校 衛生専門課程理容科 平成17年12月26日 ～ 平成30年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
大宮理容美容専門学校 衛生専門課程　理容科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

埼玉県 飯能看護専門学校 専門課程高等看護科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

埼玉県 深谷大里看護専門学校 専門課程看護学科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

埼玉県 富士ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＯＡ事務学科 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

埼玉県 富士ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報会計学科 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

埼玉県 富士ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 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

埼玉県 文化学院芸術専門学校 芸術専門課程陶磁科 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

埼玉県 文化学院芸術専門学校 芸術専門課程美術科 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

埼玉県 平成福祉教育専門学校 専門課程介護福祉学科 平成11年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

埼玉県 平成福祉教育専門学校 専門課程社会福祉学科 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

埼玉県 平和学院衛生福祉専門学校 医療専門課程医療秘書技術科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

埼玉県 平和学院衛生福祉専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本医科学衛生福祉専門学校 医療専門課程歯科衛生士科（２年制） 平成19年4月1日 平成20年2月26日

埼玉県 平和学院衛生福祉専門学校 医療専門課程視能訓練士科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本医科学衛生福祉専門学校 医療専門課程視能訓練士科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

埼玉県 平和学院衛生福祉専門学校 衛生専門課程栄養士科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本医科学衛生福祉専門学校 衛生専門課程栄養士科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

埼玉県 平和学院衛生福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本医科学衛生福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉士科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

埼玉県 本庄児玉看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

埼玉県 本庄情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

埼玉県
ホンダインターナショナルテクニカルスクー
ル

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
名称変

更
ホンダテクニカルカレッジ関東 専門課程自動車整備科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

埼玉県
ホンダインターナショナルテクニカルスクー
ル

専門課程情報システム科 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

埼玉県
ホンダインターナショナルテクニカルスクー
ル

専門課程情報工学科 平成7年11月30日 ～ 平成16年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
ホンダインターナショナルテクニカルス
クール

専門課程システム工学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

埼玉県
ホンダインターナショナルテクニカルスクー
ル

専門課程システム工学科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
ホンダテクニカルカレッジ関東 専門課程システム工学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

埼玉県 ホンダテクニカルカレッジ関東 専門課程システム工学科 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
ホンダテクニカルカレッジ関東 専門課程自動車開発エンジニア科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

埼玉県 ホンダテクニカルカレッジ関東 専門課程自動車整備科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

埼玉県 ホンダテクニカルカレッジ関東 専門課程自動車開発エンジニア科 平成21年4月1日 ～ 平成31年3月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

埼玉県 ホンダテクニカルカレッジ関東 工業専門課程国際自動車整備科 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
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適用年月日
告示年月日 手続き

名称変更後 変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

埼玉県 真英舎学院保育福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程保育科 平成21年4月1日 ～ 平成26年11月20日 平成22年2月26日 廃止 平成26年11月20日 平成28年2月29日

埼玉県 ミス･パリ･ビューティ専門学校大宮校 専門課程（衛生）トータルビューティ学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

埼玉県 ミス･パリ･ビューティ専門学校大宮校 専門課程（衛生）美容学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

埼玉県 毛呂病院看護専門学校 医療専門課程看護学科 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
毛呂病院看護専門学校 医療専門課程第一学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

埼玉県 毛呂病院看護専門学校 医療専門課程第一学科 平成14年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
埼玉医療福祉会看護専門学校 医療専門課程第一学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

埼玉県 毛呂病院看護専門学校 医療専門課程第二学科 平成15年2月19日 ～ 平成28年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
埼玉医療福祉会看護専門学校 医療専門課程第二学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

埼玉県 山口文化服装専門学校 専門課程服装学科 平成17年12月26日 ～ 平成27年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

埼玉県 吉川福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

埼玉県 早稲田医療技術専門学校 医療専門課程看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成23年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

埼玉県 早稲田医療技術専門学校 医療専門課程作業療法学科 平成7年11月30日 ～ 平成23年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

埼玉県 早稲田医療技術専門学校 医療専門課程理学療法学科 平成7年11月30日 ～ 平成23年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

埼玉県 早稲田医療技術専門学校 医療専門課程義肢装具学科 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

埼玉県 早稲田大学川口芸術学校 芸術専門課程映像情報科 平成17年12月26日 ～ 平成25年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

埼玉県 蕨戸田市医師会看護専門学校 専門課程看護学科 平成10年12月21日 ～ 平成27年3月31日 平成10年12月21日 不適合 平成27年4月1日 平成28年2月29日

17 / 17 ページ


