
（別添2）

平成28年4月1日に変更のあったもの

専 修 学 校 名 課　程　名 専 修 学 校 名 課　程　名
東京都 草苑保育専門学校 保育専門課程　幼稚園教員・保

育士養成科（第１部）
草苑保育専門学校 保育専門課程　幼稚園教員・保

育士養成科

平成29年4月1日に変更のあったもの

専 修 学 校 名 課　程　名 専 修 学 校 名 課　程　名
北海道 専門学校札幌デザイナー学院 文化・教養専門課程　ファッ

ション・ビューティー学科
専門学校札幌デザイナー学院 文化教養専門課程　ファッショ

ン学科
文化教養専門課程　イラストま
んが学科
文化教養専門課程　デジタルク
リエイター学科

東京都 尚美ミュージックカレッジ専門
学校

音楽専門課程　ポップスコンテ
ンポラリー学科

尚美ミュージックカレッジ専門
学校

音楽専門課程　ジャズ・ポピュ
ラー学科

神奈川県 小田原高等看護専門学校 医療専門課程　看護学科 おだわら看護専門学校 医療専門課程　看護学科

大阪府 南海福祉専門学校 福祉専門課程　総合福祉科 南海福祉専門学校 福祉専門課程　介護社会福祉科

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

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

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

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30年4月1日に変更のあったもの

専 修 学 校 名 課　程　名 専 修 学 校 名 課　程　名
茨城県 リリーこども＆スポーツ専門学

校
保育福祉専門課程　こども未来
学科

リリーこども＆スポーツ専門学
校

保育福祉専門課程　こども未来
学科（３年制）

教育・社会福祉専門課程　社会
福祉学科

教育・社会福祉専門課程　社会
福祉学科

教育・社会福祉専門課程　心
理・精神保健福祉学科

教育・社会福祉専門課程　心
理・精神保健福祉学科

教育・社会福祉専門課程　介護
福祉学科

教育・社会福祉専門課程　介護
福祉学科

教育・社会福祉専門課程　こど
も福祉学科

教育・社会福祉専門課程　こど
も福祉学科

商業実務専門課程　環境・医療
福祉学科

商業実務専門課程　環境・医療
福祉学科

文化・教養専門課程　スポー
ツ・健康学科

文化・教養専門課程　スポー
ツ・健康学科

文化教養専門課程　フィギュア
造形学科

文化教養専門課程　フィギュア
原型学科

文化教養専門課程　声優学科 文化教養専門課程　アニメ声優
学科

神奈川県 湘南医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護
福祉科Ⅰ部

湘南医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護
福祉科

文化教養専門課程　ウェディン
グプランナー科

文化教養専門課程　ウェディン
グプランナー科

文化教養専門課程　ブライダル
コーディネーター科

文化教養専門課程　ブライダル
コーディネーター科

駿台観光アンド外語ビジネス専
門学校

外国語専門課程　国際ビジネス
専科

駿台観光アンド外語ビジネス専
門学校

外国語専門課程　国際ビジネス
専科（午前部）

高知県 国際デザイン・ビューティカ
レッジ

衛生関係専門課程　美容科（昼
間部）

国際デザイン・ビューティカ
レッジ

衛生関係専門課程　美容総合学
科

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

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

福岡医健・スポーツ専門学校 医療専門課程　救急救命科 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

長崎県 長崎医療こども専門学校 医療専門課程　柔道整復師学科
Ⅰ部

長崎医療こども専門学校 医療関係専門課程　柔道整復師
科

教育社会福祉専門課程　保育こ
ども学科

教育・社会福祉関係専門課程
保育こども科

商業実務専門課程　医療ビジネ
ス学科

商業実務関係専門課程　医療ビ
ジネス科

長崎情報ビジネス専門学校 教育・社会福祉関係専門課程
介護福祉科

教育・社会福祉関係専門課程
介護福祉科

工業関係専門課程　プログラム
マスター科

工業関係専門課程　情報ビジネ
ス科

専門学校デジタルアーツ東京 専門学校デジタルアーツ東京

江戸川学園流山おおたかの森専
門学校

江戸川学園おおたかの森専門学
校

千葉県

東京都

大阪府

福岡県

大阪ウェディング＆ブライダル
専門学校

大阪ウェディングアンドブライ
ダル専門学校

令和元年度専門士名称変更課程一覧

位置
変更前 変更後

位置
変更前 変更後

栃木県 国際情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程　デジタルク
リエイター学科（２年制）

国際情報ビジネス専門学校

位置
変更前 変更後



商業実務関係専門課程　国際ビ
ジネス科

商業実務関係専門課程　国際ビ
ジネス科

平成31年4月1日に変更のあったもの

専 修 学 校 名 課　程　名 専 修 学 校 名 課　程　名
北海道 釧路専門学校 教育・社会福祉専門課程　こど

も環境科
くしろせんもん学校 教育・社会福祉専門課程　こど

も環境科
教育・社会福祉専門課程　介護
環境科

教育・社会福祉専門課程　介護
環境科

札幌商工会議所付属専門学校 工業専門課程　システム会計学
科

札幌商工会議所付属専門学校 工業専門課程　経理・事務学科

専門課程　総合ビジネス学科 商業実務専門課程　営業販売学
科

札幌ブライダルアンドホテル観
光専門学校

衛生専門課程　ブライダルコー
ディネーター科

札幌ブライダルアンドホテル観
光専門学校

衛生専門課程　ブライダルヘア
メイクアンドドレス科

札幌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
（昼）

札幌ベルエポック製菓調理専門
学校

衛生専門課程　製菓・製パン・
ショコラ科

専門学校札幌マンガ・アニメ学
院

文化教養専門課程　マンガデザ
イン学科

札幌マンガ・アニメ＆声優専門
学校

文化教養専門課程　マンガデザ
イン学科

文化教養専門課程　アニメー
ションデザイン学科

文化教養専門課程　アニメー
ションデザイン学科

文化教養専門課程　声優学科 文化教養専門課程　声優学科

専門学校北海道福祉大学校 教育・社会福祉専門課程　介護
福祉学科

専門学校北海道福祉・保育大学
校

教育・社会福祉専門課程　介護
福祉学科

教育・社会福祉専門課程　保育
未来学科

教育・社会福祉専門課程　保育
未来学科

北海道エコ・動物自然専門学校 商業実務専門課程　動物看護師
学科

北海道エコ・動物自然専門学校 商業実務専門課程　動物看護・
ペット学科

北海道情報専門学校 工業専門課程　プログラマ科 北海道情報専門学校 工業専門課程　ＩＴシステム科

工業専門課程　マルチメディア
ＣＧ科

工業専門課程　ゲームＷｅｂ科

岩手県 盛岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程　ＷＥＢネット
ワーク科

盛岡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

仙台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

仙台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

専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程　まんがアニ
メ科

専門学校デジタルアーツ仙台 文化教養専門課程　イラスト・
マンガアニメ科

専門学校日本デザイナー芸術学
院仙台校

文化教養専門課程　デザイン芸
術学科

専門学校日本デザイナー芸術学
院

文化教養専門課程　デザイン芸
術学科

秋田県 秋田コアビジネスカレッジ 工業専門課程　高度ＩＴエンジ
ニア科

秋田コアビジネスカレッジ 工業専門課程　高度職業実践科

磐城共立高等看護学院 医療専門課程　看護学科 いわき市医療センター看護専門
学校

医療専門課程　看護学科

国際アート＆デザイン大学校 文化教養専門課程　声優科 国際アート＆デザイン大学校 文化教養専門課程　アニメ声優
科

国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　エネルギー工学
科

国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　高度電気エネル
ギー工学科

文化教養専門課程　トータル
ビューティ科

文化教養専門課程　エステ
ティック学科

文化教養専門課程　ブライダル
ビューティ科

文化教養専門課程　ブライダル
ビューティ学科

文化教養専門課程　ファッショ
ンビジネス科

文化教養専門課程　ファッショ
ン学科

足利デザイン・ビューティ専門
学校

文化教養専門課程　クリエイ
ティブ・デザイン科

足利デザイン・ビューティ専門
学校

文化教養専門課程　クリエイ
ティブデザイン科

荒川編物服飾専門学校 服飾・家政専門課程　ファッ
ションニット科昼間部

専門学校Ｔｏｃｈｉｇｉ　Ｇｌ
ｏｂａｌ　Ｆａｓｈｉｏｎ　Ｂ
ｕｓｉｎｅｓｓ　Ｃｏｌｌｅｇ
ｅ

服飾・家政専門課程　ファッ
ションビジネス科

国際介護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護
福祉学科

国際看護介護保育専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護
福祉学科

教育・社会福祉専門課程　こど
も学科

教育・社会福祉専門課程　こど
も学科

教育・社会福祉専門課程　こど
も保育学科

教育・社会福祉専門課程　こど
も保育学科

位置
変更前 変更後

福島県

国際ビューティ＆フード大学校国際ビューティファッション・
製菓大学校

栃木県

宮城県



教育・社会福祉専門課程　福祉
総合学科

教育・社会福祉専門課程　福祉
総合学科

商業実務専門課程　医療事務学
科

商業実務専門課程　医療事務学
科

国際テクニカルデザイン・自動
車専門学校

文化教養分野専門課程　アー
ティストプロモーション学科

国際テクニカルデザイン・自動
車専門学校

文化教養分野専門課程　エン
ターテインメント学科

太田情報商科専門学校 工業専門課程　デジタルデザイ
ン学科（３年制）

太田情報商科専門学校 工業専門課程　デザイン学科
（３年制）

群馬ブライダルビジネス専門学
校

商業実務専門課程　トラベル・
ハネムーン学科

ウェディング・ホテル＆ツーリ
ズム専門学校

商業実務専門課程　トラベル・
ハネムーン学科

商業実務専門課程　ブライダ
ル・ウエディング学科

商業実務専門課程　ブライダ
ル・ウエディング学科

商業実務専門課程　ホテル・旅
館・リゾート学科

商業実務専門課程　ホテル・旅
館・リゾート学科

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

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

衛生専門課程　トータルビュー
ティー科

衛生専門課程　トータルビュー
ティー科

衛生専門課程　美容科 衛生専門課程　美容科

衛生専門課程　ブライダルヘア
メイクアンドドレス科

衛生専門課程　ブライダルヘア
メイクアンドドレス科

ＣＡＤ製図専門学校 工業専門課程　ＣＡＤＣＧ科午
前部

ＣＡＤ製図専門学校 工業専門課程　ＣＡＤデザイン
科午前部

工業専門課程　ＣＡＤＣＧ科午
後部

工業専門課程　ＣＡＤデザイン
科午後部

千葉県 国際トラベル・ホテル・ブライ
ダル専門学校

商業実務専門課程　トラベル科
（昼間部）

国際トラベル・ホテル・ブライ
ダル専門学校

商業実務専門課程　観光科
（昼間部）

専門学校千葉県自動車総合大学
校

自動車専門課程　２級自動車整
備科

千葉県自動車整備専門学校 自動車専門課程　２級自動車整
備科

千葉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

千葉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

衛生専門課程　ブライダルプロ
デュース科

衛生専門課程　ブライダルプロ
デュース科

ハッピースイーツ製菓専門学校 衛生専門課程　パティシエ科 ハッピー製菓調理専門学校 衛生専門課程　パティシエ科

東京都 造形美術専門課程　視覚デザイ
ン科

造形美術専門課程　リビングプ
ロダクトデザイン科

造形美術専門課程　キャラク
ターデザイン科

造形美術専門課程　映像メディ
ア科

造形美術専門課程　イメージク
リエイション科

造形美術専門課程　絵画表現科

医療専門課程　ヒューマンサイ
エンス柔道整復学科（昼間部）

医療専門課程　ヒューマンサイ
エンス柔道整復学科（昼間部）

医療専門課程　ヒューマンサイ
エンス鍼灸学科（昼間部）

医療専門課程　ヒューマンサイ
エンス鍼灸学科（昼間部）

医療専門課程　歯科衛生学科
（昼間部）

医療専門課程　歯科衛生学科
（昼間部）

音楽専門課程　ミュージシャン
科Ⅰ部

音楽専門課程　音楽アーティス
ト科Ⅰ部

音楽専門課程　ミュージシャン
科Ⅱ部

音楽専門課程　音楽アーティス
ト科Ⅱ部

音楽専門課程　音楽スタッフ総
合科Ⅰ部

音楽専門課程　音楽芸能スタッ
フ科Ⅰ部

音楽専門課程　音楽スタッフ総
合科Ⅱ部

音楽専門課程　音楽芸能スタッ
フ科Ⅱ部

新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校 新宿医療専門学校

専門学校イーエスピーミュージ
カルアカデミー

専門学校ＥＳＰエンタテインメ
ント東京

阿佐ヶ谷美術専門学校 阿佐ヶ谷美術専門学校 造形美術専門課程　デザイン学
科

造形美術専門課程　コンテンツ
学科

造形美術専門課程　アート学科

栃木県

群馬県



音楽専門課程　ギタークラフト
科２年制Ⅰ部

音楽専門課程　楽器技術科２年
制Ⅰ部

音楽専門課程　ギタークラフト
科２年制Ⅱ部

音楽専門課程　楽器技術科２年
制Ⅱ部

服飾専門課程　ファッションデ
ザイン学科
服飾専門課程　ファッションテ
クニカル学科
服飾専門課程　ファッションビ
ジネス学科

服飾専門課程　ファションビジ
ネス科

ビジネス専門課程　ゲーム総合
学科

文化教養専門課程　ゲーム総合
学科

ビジネス専門課程　アニメ総合
学科

文化教養専門課程　アニメ総合
学科

商業実務専門課程　ウェディン
グプランナー科

商業実務専門課程　ウェディン
グプランナー科

商業実務専門課程　ブライダル
コーディネーター科

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

東京デザイン専門学校 デザイン専門課程　ディスプレ
イデザイン科

東京デザイン専門学校 デザイン専門課程　空間ディス
プレイデザイン科

東京福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉士
養成科

東京福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉士
短期養成科

文化・教養専門課程　映画俳優
科（昼間部一）

文化・教養専門課程　映画俳優
科（昼間部一）

文化・教養専門課程　映画俳優
科（昼間部二）

文化・教養専門課程　映画俳優
科（昼間部二）

文化・教養専門課程　映画製作
科（昼間部一）

文化・教養専門課程　映画製作
科（昼間部一）

文化・教養専門課程　映画製作
科（昼間部二）

文化・教養専門課程　映画製作
科（昼間部二）

日本外国語専門学校 外国語専門課程　キャビンアテ
ンダント・エアライン科

日本外国語専門学校 外国語専門課程　国際エアライ
ン科

日本プリンティングアカデミー 印刷専門課程　経営本科 日本プリンティングアカデミー 印刷専門課程　メディア・コン
テンツ学科

八王子栄養専門学校 栄養専門課程　栄養士科 大竹栄養専門学校 栄養専門課程　栄養士科

商業実務専門課程　エアライン
学科キャビンアテンダント科

商業実務専門課程　エアライン
学科グランドスタッフ科（昼間
部）

ヤマザキ動物専門学校 動物管理専門課程　動物看護学
科

ヤマザキ動物専門学校 動物管理専門課程　動物看護・
美容・トレーニング学科

早稲田文理専門学校 工業専門課程ＩｏＴ・組込みソ
フトウェア学科

早稲田文理専門学校 工業専門課程 ロボット・電子
機器制御学科

神奈川県 商業実務専門課程　医療ビジネ
ス学科

商業実務専門課程　医療ビジネ
ス学科

商業実務専門課程　観光学科 商業実務専門課程　観光学科

湘南医療福祉専門学校 医療専門課程　東洋療法専科Ⅰ
部

湘南医療福祉専門学校 医療専門課程　東洋療法専科

国際映像メディア専門学校 文化・教養専門課程　声優科 国際映像メディア専門学校 文化・教養専門課程　声優アク
ターズ科

国際調理製菓専門学校 衛生専門課程　健康調理学科 国際調理製菓専門学校 衛生専門課程　健康給食学科

文化・教養専門課程　動物看護
師・ペット栄養学科

文化・教養専門課程　動物看護
師・美容学科

文化・教養専門課程　動物福
祉・飼育学科

文化・教養専門課程　動物飼育
管理学科
文化・教養専門課程　海洋生
物・ドルフィン学科

文化・教養専門課程　ネイ
チャーアクアリウム学科

新潟工科専門学校 工業専門課程　ものづくり工学
科

新潟工科専門学校 工業専門課程　ものづくりデザ
イン科

新潟高度情報専門学校 工業専門課程　ゲーム開発専門
科

新潟高度情報専門学校 工業専門課程　ＣＧ・ゲームク
リエイター科

商業実務専門課程　エアライン
学科エアライン科（昼間部）

ホスピタリティツーリズム専門
学校

医療ビジネス観光情報専門学校 医療ビジネス観光福祉専門学校

新潟県

国際ペットワールド専門学校 国際ペットワールド専門学校

文化・教養専門課程　ネイ
チャーアクアリウム・海洋生物
学科

服飾専門課程　アパレル総合科

専門学校東京ネットウエイブ 専門学校東京クールジャパン

専門学校イーエスピーミュージ
カルアカデミー

専門学校ＥＳＰエンタテインメ
ント東京

専門学校　田中千代ファッショ
ンカレッジ

渋谷ファッション＆アート専門
学校

ホスピタリティツーリズム専門
学校

東京ウェディング＆ブライダル
専門学校

東京ウェディングアンドブライ
ダル専門学校

東京放送芸術＆映画・俳優専門
学校

東京映画・俳優＆放送芸術専門
学校



新潟こども医療専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育
科

新潟こども医療専門学校 教育・社会福祉専門課程　こど
も学科

新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程　システムクリ
エーター科

新潟コンピュータ専門学校 工業専門課程　情報システム科
（３年制）

商業実務専門課程　ｏｆｆｉｃ
ｅスペシャリスト学科

商業実務専門課程　オフィスビ
ジネス学科

商業実務専門課程　調剤薬局事
務学科

商業実務専門課程　調剤薬局・
登録販売者学科

富山県 富山情報ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程　幼児
教育学科

富山情報ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程　こど
も学科

石川県理容美容専門学校 衛生専門課程　ビューティー
アート科

石川県理容美容専門学校 衛生専門課程　インターナショ
ナル　ソーシャルビューティー
カナザワ科

専門学校金沢文化服装学院 服飾専門課程　アパレル造形デ
ザイン科（２年コース）

専門学校金沢文化服装学院 服飾専門課程　アパレル基礎科

医療専門課程　柔道整復学科
（午前の部）

医療専門課程　柔道整復学科
（午前の部）

医療専門課程　柔道整復学科
（午後の部）

医療専門課程　柔道整復学科
（午後の部）

医療専門課程　はりきゅう学科
（午前の部）

医療専門課程　はりきゅう学科

教育・社会福祉専門課程　介護
福祉学科

教育・社会福祉専門課程　介護
福祉学科

文化・教養専門課程　スポーツ
トレーナー学科

文化・教養専門課程　スポーツ
トレーナー学科

専門学校未来ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ホテル・観
光・ブライダル学科

専門学校未来ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ブライダ
ル・ホテル学科

長野美術専門学校 文化教養専門課程　研究科 長野美術専門学校 文化教養専門課程　プロジェク
トデザイン工科

岐阜県 医療専門課程　柔道整復科 医療専門課程　東洋医療学科
柔道整復科

医療専門課程　はり・きゅう科
（昼間課程）

医療専門課程　東洋医療学科
はり・きゅう科

静岡県立東部看護専門学校 専門課程　看護１学科 専門課程　看護１学科

専門課程　看護２学科 専門課程　看護２学科

専門学校　浜松デザインカレッジ 服飾・家政専門課程　ファッ
ション・コーディネート科

専門学校　浜松デザインカレッジ 服飾・家政専門課程
ファッション流通科

服飾・家政専門課程　メイク・
ネイル・ビューティー科

服飾・家政専門課程
メイク・ブライダル科

専門学校ルネサンス・ペット・
アカデミー

専門課程（文化・教養関係）
ドッグトレーニング・ウェルネ
ス科

専門学校ルネサンス・ペット・
アカデミー

専門課程（文化・教養関係）
ドッグ・ウェルネス科

愛知県 トライデント外国語・ホテル・
ブライダル専門学校

商業実務専門課程　ブライダル
学科

トライデント外国語・ホテル・
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

医療専門課程　看護学科 医療専門課程　看護学科

医療専門課程　柔道整復学科
（昼間部）

医療専門課程　柔道整復学科
（昼間部）

医療専門課程　柔道整復学科
（夜間部）

医療専門課程　柔道整復学科
（夜間部）

医療専門課程　はり・きゅう学
科（昼間部）

医療専門課程　はり・きゅう学
科（昼間部）

医療専門課程　はり・きゅう学
科（夜間部）

医療専門課程　はり・きゅう学
科（夜間部）

文化教養専門課程　トレーナー
学科

文化教養専門課程　トレーナー
学科

文化教養専門課程　プロフェッ
ショナルトレーナー学科

文化教養専門課程　プロフェッ
ショナルトレーナー学科

名古屋ウェディングアンドブラ
イダル専門学校

衛生専門課程　ブライダルコー
ディネーター科

名古屋ウェディングアンドブラ
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

名古屋医療情報専門学校 商業実務専門課程　ビジネス情
報学科

名古屋医療情報専門学校 商業実務専門課程　医薬情報ビ
ジネス学科

名古屋製菓専門学校 衛生専門課程　洋菓子科 名古屋製菓専門学校 衛生専門課程　洋菓子技術マス
ター科

名古屋ファッション・ビュー
ティー専門学校

服飾・家政専門課程　ファッ
ションビジネス科

名古屋ファッション・ビュー
ティー専門学校

服飾・家政専門課程　ビュー
ティービジネス科

名古屋ユマニテク歯科製菓専門
学校

医療専門課程　歯科衛生学科 名古屋ユマニテク歯科衛生専門
学校

医療専門課程　歯科衛生学科

滋賀県 甲賀健康医療専門学校 医療専門課程 柔道整復科 医療専門課程 柔道整復科

文化教養専門課程 スポーツ健
康科（２年課程）

文化教養専門課程 スポーツ健
康科（２年課程）

信州スポーツ医療福祉専門学校

新潟ビジネス専門学校 新潟ビジネス専門学校

新潟県

トライデントスポーツ医療看護
専門学校

ルネス紅葉スポーツ柔整専門学
校

岐阜保健大学医療専門学校岐阜保健短期大学医療専門学校

静岡県 静岡県立看護専門学校

名古屋平成看護医療専門学校

石川県

長野県 信州医療福祉専門学校



文化教養専門課程 スポーツ健
康科（３年課程）

文化教養専門課程 スポーツ健
康科（３年課程）

大阪ウェディングアンドブライ
ダル専門学校

文化教養専門課程　ブライダル
コーディネーター科

大阪ウェディングアンドブライ
ダル専門学校

文化教養専門課程　ブライダル
ヘアメイクアンドドレス科

ＯＣＡ大阪デザイン＆ＩＴ専門
学校

文化・教養専門課程　マンガ・
アニメ・小説科（昼間Ⅰ部）

ＯＣＡ大阪デザイン＆ＩＴ専門
学校

文化・教養専門課程　エンタテ
インメントコンテンツ科（昼間
Ⅰ部）

福祉専門課程　児童福祉科 福祉専門課程　児童福祉科

福祉専門課程　介護社会福祉科 福祉専門課程　介護社会福祉科

広島県 穴吹医療福祉専門学校 商業実務専門課程　医療事務学
科

穴吹医療福祉専門学校 商業実務専門課程　医療事務・
クラーク学科

商業実務専門課程　動物看護学
科

商業実務専門課程　動物美容学
科

広島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

広島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

専門課程　洋裁科（２年課程）

専門課程　和裁科（２年課程）

山陰中央専門大学校 工業専門課程　自動車総合学科
２級自動車整備士コース

山陰中央専門大学校 工業専門課程　自動車総合学科
２級整備士カスタマイズコース
工業専門課程　自動車総合学科
２級整備士モーターサイクル
コース

徳島県 ブレーメン愛犬クリエイティブ
専門学校

文化教養専門課程　ペットビジ
ネス学科

ブレーメン動物専門学校 文化教養専門課程　ペットビジ
ネス学科

愛媛県 河原ビューティモード専門学校 衛生専門課程　メイク・エス
テ・ネイル学科

河原ビューティモード専門学校 衛生専門課程　トータルビュー
ティ学科

河原ＩＴビジネス専門学校 工業関係専門課程　総合情報学
科

河原ＩＴビジネス専門学校 工業関係専門課程　ＩＴ・Ｗｅ
ｂシステム科

商業実務関係専門課程　総合ビ
ジネス学科

商業実務関係専門課程　医療秘
書科

大原簿記公務員専門学校愛媛校 商業実務関係専門課程　総合ビ
ジネス科

大原簿記公務員専門学校愛媛校 商業実務関係専門課程　経営経
理ビジネス科

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

麻生建築＆デザイン専門学校 工業専門課程　ものづくり科

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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

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）

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

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

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

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

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

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）

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

大分県 総合技術工学院 工業専門課程　情報処理学科 工業専門課程　情報処理学科

工業専門課程　情報マルチメ
ディア学科

工業専門課程　情報マルチメ
ディア学科

工業専門課程　モバイルシステ
ムクリエイト学科

工業専門課程　インターネット
システム学科

工業専門課程　３ＤＣＡＤクリ
エイト学科

工業専門課程　モバイルシステ
ムクリエイト学科

南海福祉看護専門学校

穴吹動物専門学校 穴吹動物専門学校

鳥取県

商業実務専門課程　動物健康管
理学科

専門学校米子女学園 米子ファッションビジネス学園 専門課程　ファッションビジネ
ス科

島根県

ＩＶＹ大分高度コンピュータ専
門学校

大阪府

南海福祉専門学校

ルネス紅葉スポーツ柔整専門学
校



大分経理専門学校 商業情報専門課程　ビジネス管
理科

専修学校大分経理専門学校 商業情報専門課程　ビジネス管
理科

商業情報専門課程　短大併修科 商業情報専門課程　短大併修科

宮崎県 宮崎医療福祉専門学校 商業実務専門課程　医療秘書学
科

宮崎医療福祉専門学校 商業実務専門課程　医療事務学
科

鹿児島県 奄美看護福祉専門学校 商業実務専門課程　医療秘書学
科

奄美看護福祉専門学校 商業実務専門課程　ビジネス情
報学科

川内市医師会立川内看護専門学
校

医療専門課程　看護科 川内市医師会立川内看護専門学
校

専門課程３年課程　看護学科

タラ看護専門学校 医療専門課程　看護学科 赤塚学園看護専門学校 医療専門課程　看護学科

タラ美容福祉専門学校 衛生専門課程　美容科 赤塚学園美容・デザイン専門学
校

衛生専門課程　美容科

南九州メディカルスタッフ専門
学校

商業実務課程　医療秘書科 南九州医療事務医療秘書専門学
校

商業実務課程　医療秘書科

スターウッドＢｅＢ美容専門学
校

文化・教養専門課程　ブライダ
ル学科

スターウッドＢｅＢ美容専門学
校

文化・教養専門課程　ビュー
ティーウエディング総合学科

専修学校沖縄大原簿記公務員専
門学校

商業実務専門課程　情報経理科
（２年制）

専修学校沖縄大原簿記公務員専
門学校

商業実務専門課程　総合ビジネ
ス科（２年制）

令和元年5月1日に変更のあったもの

専 修 学 校 名 課　程　名 専 修 学 校 名 課　程　名
群馬県 ＮＩＰＰＯＮおもてなし専門学

校高山校
商業実務専門課程　おもてなし
学科

ＮＩＰＰＯＮおもてなし専門学
校東京デュアラー校

商業実務専門課程　おもてなし
学科

令和元年8月1日に変更のあったもの

専 修 学 校 名 課　程　名 専 修 学 校 名 課　程　名
茨城県 朝日国際医療福祉専門学校 教育社会福祉専門課程　介護福

祉学科
ＡＯＩ国際福祉専門学校 教育社会福祉専門課程　介護福

祉学科

位置
変更前 変更後

位置
変更前 変更後

沖縄県


