
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
名称変更後

変更後 変更後

山形県 大原スポーツ公務員専門学校山形校 文化・教養専門課程　公務員学科（２年制） 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

山形県 大原スポーツ公務員専門学校山形校 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

山形県
大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校
山形校

教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

山形県
大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校
山形校

商業実務専門課程　経理本科２年制学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

山形県 国立療養所山形病院附属看護学校 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山形病院附
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

山形県 財団法人三友堂病院看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成25年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
三友堂看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

山形県 寒河江服装専門学校 家政専門課程　被服科 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

山形県 酒田看護専門学校 医療専門課程　看護科 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

山形県 酒田市立酒田看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

山形県 酒田調理師専門学校 衛生専門課程　高度技術調理師科 平成17年3月3日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
酒田調理師専門学校 衛生専門課程　高度調理技術科 平成22年4月1日 平成26年1月28日

山形県 酒田調理師専門学校 衛生専門課程　高度調理技術科 平成22年4月1日 ～ 平成26年1月28日

山形県 篠田看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成7年11月30日 ～ 令和4年3月31日 平成7年11月30日 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

山形県 新庄コアカレッジ 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

山形県 新庄コアカレッジ 工業専門課程　情報システム科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

山形県 新庄コアカレッジ 商業実務専門課程　医療ビジネス科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

山形県 新庄コアカレッジ 商業実務専門課程　ビジネスＩＴ科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

山形県 新庄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22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
新庄コアカレッジ 工業専門課程　情報システム科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

山形県 新庄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9年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
新庄コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　ビジネスＩＴ科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

山形県 新庄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
新庄コアカレッジ 商業実務専門課程　医療ビジネス科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

山形県 新庄コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　ビジネスＩＴ科 平成22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
新庄コアカレッジ 商業実務専門課程　ビジネスＩＴ科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

山形県 新庄コンピュータ専門学校 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
新庄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9年4月1日 平成9年11月17日

山形県 新庄コンピュータ専門学校 専門課程　建設情報システム科 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

山形県 新庄コンピュータ専門学校 専門課程　情報システム工学科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
新庄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22年4月1日 平成22年11月29日

山形県 専門学校山形Ｖ．カレッジ 衛生関係専門課程　ビューティビジネス科 平成20年2月26日 ～ 平成26年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校山形Ｖ．カレッジ 衛生関係専門課程　美容科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

山形県 専門学校山形Ｖ．カレッジ 衛生関係専門課程　美容科 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

山形県 専門学校山形Ｖ．カレッジ 工業関係専門課程　ＡＩ・情報システム科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

山形県 専門学校山形Ｖ．カレッジ 工業関係専門課程　ＩＣＴクリエイト科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

山形県 専門学校山形Ｖ．カレッジ 工業関係専門課程　建築科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

(令和5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
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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名称変更後

変更後 変更後
位置 専修学校名 課　程　名 適用年月日 告示年月日 手続き

変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

山形県 専門学校山形Ｖ．カレッジ 工業関係専門課程　システム工学科 平成20年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校山形Ｖ．カレッジ 工業関係専門課程　情報システム科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

山形県 専門学校山形Ｖ．カレッジ 工業関係専門課程　情報システム科 平成26年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
専門学校山形Ｖ．カレッジ

工業関係専門課程　ＡＩ・情報システム
科

令和3年4月1日 令和4年3月4日

山形県 専門学校山形Ｖ．カレッジ 工業関係専門課程　情報システム科 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
専門学校山形Ｖ．カレッジ 工業関係専門課程　システム工学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

山形県 専門学校山形Ｖ．カレッジ 商業実務関係専門課程　総合ビジネス科 平成20年2月26日 ～ 平成29年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

山形県 専門学校山形Ｖ．カレッジ
文化・教養関係専門課程　医薬事務・企業会計
科

令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

山形県 専門学校山形Ｖ．カレッジ
文化・教養関係専門課程　クリエイティブデザ
イン科

平成19年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校山形Ｖ．カレッジ

文化・教養関係専門課程　ファッショ
ン・プロモート科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

山形県 専門学校山形Ｖ．カレッジ 文化・教養関係専門課程　総合キャリア科 平成30年2月28日 ～ 令和2年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
専門学校山形Ｖ．カレッジ

文化・教養関係専門課程　医薬事務・企
業会計科

令和2年4月1日 令和3年2月24日

山形県 専門学校山形Ｖ．カレッジ
文化・教養関係専門課程　ファッション・プロ
モート科

平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

山形県 竹田家政専門学校 服飾・家政専門課程　グリーンデザイン科 平成13年3月1日 ～ 平成20年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

山形県 竹田家政専門学校 服飾・家政専門課程　チャイルドビジネス科 平成16年2月17日 ～ 平成20年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

山形県 竹田家政専門学校
服飾・家政専門課程　トータルファッション科
きものコース

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

山形県 竹田家政専門学校
服飾・家政専門課程　トータルファッション科
デザインコース

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

山形県 竹田家政専門学校 服飾・家政専門課程　洋裁科 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
竹田家政専門学校

服飾・家政専門課程　トータルファッ
ション科デザインコース

平成16年4月1日 平成17年3月9日

山形県 竹田家政専門学校 服飾・家政専門課程　和裁科 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
竹田家政専門学校

服飾・家政専門課程　トータルファッ
ション科きものコース

平成16年4月1日 平成17年3月9日

山形県 鶴岡家政専門学校 専門課程　洋裁研究科 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

山形県 鶴岡家政専門学校 専門課程　洋裁本科 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

山形県 鶴岡家政専門学校 専門課程　和裁本科昼間部 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

山形県 鶴岡市立荘内看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

山形県
独立行政法人国立病院機構山形病院附属
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

山形県 パリス文化服装専門学校 専門課程　服装Ａ科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

山形県 三友堂看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

山形県 明徳福祉専門学校 教育・社会福祉関係専門課程　介護福祉科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

山形県 山形医療技術専門学校 医療専門課程　作業療法学科 平成10年12月21日 ～ 平成17年12月8日 平成10年12月21日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

山形県 山形医療技術専門学校 医療専門課程　理学療法学科 平成10年12月21日 ～ 平成17年12月8日 平成10年12月21日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

山形県 山形県立農業大学校 農業専門課程　養成部稲作経営学科 平成20年2月26日 ～ 平成28年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
山形県立農林大学校 養成部稲作経営学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

山形県 山形県立農業大学校 農業専門課程　養成部園芸経営学科 平成20年2月26日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

山形県 山形県立農業大学校 農業専門課程　養成部畜産経営学科 平成20年2月26日 ～ 平成28年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
山形県立農林大学校 養成部畜産経営学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

山形県 山形県立農業大学校 養成部花き経営学科 平成27年2月19日 ～ 平成28年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
山形県立農林大学校 養成部花き経営学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

山形県 山形県立農業大学校 養成部果樹経営学科 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
山形県立農林大学校 養成部果樹経営学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日
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名称変更後

変更後 変更後
位置 専修学校名 課　程　名 適用年月日 告示年月日 手続き

変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

山形県 山形県立農業大学校 養成部農産加工経営学科 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
山形県立農林大学校 養成部農産加工経営学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

山形県 山形県立農業大学校 養成部野菜・花き経営学科 平成22年2月26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

山形県 山形県立農業大学校 養成部野菜経営学科 平成27年2月19日 ～ 平成28年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
山形県立農林大学校 養成部野菜経営学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

山形県 山形県立農林大学校 養成部果樹経営学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

山形県 山形県立農林大学校 養成部畜産経営学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

山形県 山形県立農林大学校 養成部農産加工経営学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

山形県 山形県立農林大学校 養成部花き経営学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

山形県 山形県立農林大学校 養成部野菜経営学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

山形県 山形県立農林大学校 養成部稲作経営学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

山形県 山形県立農林大学校 養成部林業経営学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

山形県
山形県理容生活衛生同業組合立山形ヘア
モード学院

衛生専門課程　理容科 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

山形県 山形厚生看護学校 医療専門課程　看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

山形県 山形国際ソフトウェア専門学校 専門課程　システム工学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

山形県 山形コンピュータビジネス専門学校 工業関係専門課程　情報システム科 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
山形総合ビジネス専門学校 工業関係専門課程　情報システム科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

山形県 山形コンピュータビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　ＯＡ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
山形総合ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　ＯＡビジネス科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

山形県 山形コンピュータビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　コンピュータ経営科 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
山形総合ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　経営ビジネス科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

山形県 山形コンピュータビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　リゾート観光科 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
山形総合ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　リゾート観光科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

山形県 山形歯科専門学校 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

山形県 山形歯科専門学校 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

山形県 山形情報経理専門学校 工業関係専門課程　情報科学科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

山形県 山形情報経理専門学校 商業実務専門課程　経理情報科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

山形県 山形女子専門学校 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28年1月15日 平成7年1月23日 廃止 平成28年1月15日 平成30年2月28日

山形県 山形市立病院済生館高等看護学院 医療専門課程　看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

山形県 山形総合ビジネス専門学校 工業関係専門課程　サイバーメディア科 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

山形県 山形総合ビジネス専門学校 工業関係専門課程　情報システム科 平成8年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
専門学校山形Ｖ．カレッジ 工業関係専門課程　情報システム科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

山形県 山形総合ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　ＯＡ事務科 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
山形総合ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　医療福祉事務科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

山形県 山形総合ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　ＯＡ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

山形県 山形総合ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　医療事務科 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
山形総合ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　ＯＡ事務科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

山形県 山形総合ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　医療福祉事務科 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
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名称変更後

変更後 変更後
位置 専修学校名 課　程　名 適用年月日 告示年月日 手続き

変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

山形県 山形総合ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　観光ビジネス科 平成11年4月1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

山形県 山形総合ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　経営ビジネス科 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
山形総合ビジネス専門学校

商業実務関係専門課程　経理マネジメン
ト科

平成17年4月1日 平成17年12月26日

山形県 山形総合ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　経理マネジメント科 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

山形県 山形総合ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　リゾート観光科 平成8年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
山形総合ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　観光ビジネス科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

山形県 山形総合ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　流通管理科 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

山形県 山形総合ビジネス専門学校
文化・教養関係専門課程　クリエーティブデザ
イン科

平成17年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校山形Ｖ．カレッジ

文化・教養関係専門課程　クリエイティ
ブデザイン科

平成19年4月1日 平成20年2月26日

山形県 山形総合ビジネス専門学校
文化・教養関係専門課程　コンピュータデザイ
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
名称変

更
山形総合ビジネス専門学校

文化・教養関係専門課程　クリエーティ
ブデザイン科

平成17年4月1日 平成17年12月26日

山形県 山形調理師専門学校 衛生専門課程　調理高度技術科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

山形県 山形デザイン専門学校 文化教養専門課程　インテリアデザイン科 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

山形県 山形デザイン専門学校 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

山形県 山形デザイン専門学校 文化教養専門課程　環境デザイン科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

山形県 山形デザイン専門学校 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

山形県 山形デザイン専門学校 文化教養専門課程　コンピュータデザイン科 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

山形県 山形デザイン専門学校
文化教養専門課程　ディスプレイデコレーター
デザイン科

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

山形県 山形デザイン専門学校 文化教養専門課程　ビジュアルデザイン科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

山形県 山形デザイン専門学校 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

山形県 山形ドレスメーカー専門学校 家政専門課程　洋裁科 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

山形県 山形美容専門学校
衛生専門課程　美容科（修業年限２年の課程に
限る）

平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日
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