
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

福島県 ＩＣビジネス専門学校 工業専門課程　行政情報学科 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
アイシービジネス専門学校 工業専門課程　行政情報学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

福島県 ＩＣビジネス専門学校 工業専門課程　情報システム学科 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
アイシービジネス専門学校 工業専門課程　情報システム学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

福島県 ＩＣビジネス専門学校 工業専門課程　電子情報処理学科 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
アイシービジネス専門学校 工業専門課程　電子情報処理学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

福島県 ｉキャリア医療福祉専門学校 医療専門課程　作業療法学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福島県 ｉキャリア医療福祉専門学校 医療専門課程　理学療法学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福島県 ｉキャリア医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　医療事務福祉学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福島県 ｉキャリア医療福祉専門学校 教育・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

福島県 ｉキャリア医療福祉専門学校 商業実務専門課程　情報ビジネス学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

福島県 アイシーケア専門学校 医療専門課程　作業療法士学科 平成17年12月26日 ～ 平成18年1月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校ＪＭＭＡＡＣＡＤＥＭＹ郡山 医療専門課程　作業療法士学科 平成18年2月1日 平成19年2月22日

福島県 アイシーケア専門学校 医療専門課程　理学療法士学科 平成17年12月26日 ～ 平成18年1月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校ＪＭＭＡＡＣＡＤＥＭＹ郡山 医療専門課程　理学療法士学科 平成18年2月1日 平成19年2月22日

福島県 アイシーケア専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成9年11月17日 ～ 平成18年1月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校ＪＭＭＡＡＣＡＤＥＭＹ郡山

教育・社会福祉専門課程　介護福祉士学
科

平成18年2月1日 平成19年2月22日

福島県 アイシービジネス専門学校 工業専門課程　行政情報学科 平成7年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

福島県 アイシービジネス専門学校 工業専門課程　情報システム学科 平成7年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

福島県 アイシービジネス専門学校 工業専門課程　電子情報処理学科 平成7年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

福島県 今泉女子専門学校 専門課程　家政科 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
今泉女子専門学校 専門課程　服飾科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

福島県 今泉女子専門学校 専門課程　服飾科 平成8年4月1日 ～ 平成8年12月4日

福島県 磐城学芸専門学校 商業実務専門課程　情報技術科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

福島県 磐城共立高等看護学院 医療専門課程　看護学科 平成10年12月21日 ～ 平成31年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
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 平成31年4月1日 令和2年2月29日

福島県 磐城高等芸術商科総合学園 商業実務専門課程　経営経済ビジネス情報科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

福島県 磐城高等商業学校 商業専門課程　経営経済ビジネス情報科 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
磐城高等芸術商科総合学園

商業実務専門課程　経営経済ビジネス情
報科

平成21年4月1日 平成22年2月26日

福島県 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 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

福島県 磐城ファッションビジネス専門学校
服飾・家政専門課程　ファッションビジネス洋
裁科

平成12年4月1日 ～ 平成19年12月6日 平成13年3月8日 廃止 平成19年12月6日 平成30年2月28日

福島県 磐城ファッションビジネス専門学校
服飾・家政専門課程　ファッションビジネス和
裁科

平成12年4月1日 ～ 平成19年12月6日 平成13年3月8日 廃止 平成19年12月6日 平成30年2月28日

福島県 いわき文化服飾専門学校 専門課程　服装科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

福島県 磐城和洋裁専門学校 家政専門課程　洋裁科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
磐城ファッションビジネス専門学校

服飾・家政専門課程　ファッションビジ
ネス洋裁科

平成12年4月1日 平成13年3月8日

福島県 磐城和洋裁専門学校 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
名称変

更
磐城ファッションビジネス専門学校

服飾・家政専門課程　ファッションビジ
ネス和裁科

平成12年4月1日 平成13年3月8日

福島県 太田看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成15年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福島県 太田看護専門学校 医療専門課程　看護学科第１部 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
太田看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成15年4月1日 平成30年2月28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

福島県 太田看護専門学校 医療専門課程　看護学科第２部 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成30年2月28日 廃止 平成15年3月31日 平成30年2月28日

福島県 大原看護専門学校 医療専門課程　看護科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

福島県 温知会看護学院 医療専門課程　看護科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

福島県 学校法人福島文化学園造形文化専門学校 専門課程　グラフィックデザイン専攻科 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

福島県 学校法人福島文化学園造形文化専門学校 専門課程　ファッション専攻科 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

福島県 ケイセン公務員ビジネス専門学校
商業実務専門課程　インターネットビジネス学
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
ケイセンビジネス公務員カレッジ

商業実務専門課程　インターネットビジ
ネス学科

平成19年4月1日 平成20年2月26日

福島県 ケイセン公務員ビジネス専門学校 商業実務専門課程　行政マネジメント学科 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
ケイセンビジネス公務員カレッジ

商業実務専門課程　行政マネジメント学
科

平成19年4月1日 平成20年2月26日

福島県 ケイセン公務員ビジネス専門学校 商業実務専門課程　コンピュータ会計学科 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
ケイセンビジネス公務員カレッジ

商業実務専門課程　コンピュータ会計学
科

平成19年4月1日 平成20年2月26日

福島県 ケイセン公務員ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報デザイン学科 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
ケイセンビジネス公務員カレッジ 商業実務専門課程　情報デザイン学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

福島県 ケイセン公務員ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ビジネスカレッジ学科 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
ケイセンビジネス公務員カレッジ

商業実務専門課程　ビジネスカレッジ学
科

平成19年4月1日 平成20年2月26日

福島県 ケイセンビジネス公務員カレッジ
商業実務専門課程　インターネットビジネス学
科

平成19年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

福島県 ケイセンビジネス公務員カレッジ 商業実務専門課程　行政マネジメント学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

福島県 ケイセンビジネス公務員カレッジ 商業実務専門課程　コンピュータ会計学科 平成19年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

福島県 ケイセンビジネス公務員カレッジ 商業実務専門課程　情報デザイン学科 平成19年4月1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

福島県 ケイセンビジネス公務員カレッジ 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

福島県 ケイセンビジネス公務員カレッジ 商業実務専門課程　ビジネスカレッジ学科 平成19年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

福島県 公立岩瀬病院附属高等看護学院 医療専門課程　看護学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

福島県 郡山看護専門学校
２年課程（全日制）（医療専門課程）　看護学
科

平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

福島県 郡山経済専門学校 商業実務専門課程　医療ビジネス学科 平成14年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成30年2月28日

福島県 郡山経済専門学校
商業実務専門課程　インターネットビジネス学
科

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
ケイセン公務員ビジネス専門学校

商業実務専門課程　インターネットビジ
ネス学科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

福島県 郡山経済専門学校 商業実務専門課程　行政マネジメント学科 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
ケイセン公務員ビジネス専門学校

商業実務専門課程　行政マネジメント学
科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

福島県 郡山経済専門学校
商業実務専門課程　国際コミュニケーション学
科

平成14年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成30年2月28日

福島県 郡山経済専門学校 商業実務専門課程　国際ビジネス学科 平成12年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
郡山経済専門学校

商業実務専門課程　国際コミュニケー
ション学科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

福島県 郡山経済専門学校 商業実務専門課程　国際流通学科 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
郡山経済専門学校 商業実務専門課程　国際ビジネス学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

福島県 郡山経済専門学校 商業実務専門課程　コンピュータ会計学科 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
ケイセン公務員ビジネス専門学校

商業実務専門課程　コンピュータ会計学
科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

福島県 郡山経済専門学校 商業実務専門課程　情報システム学科 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30年2月28日

福島県 郡山経済専門学校 商業実務専門課程　情報ビジネス学科 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30年2月28日

福島県 郡山経済専門学校 商業実務専門課程　福祉ビジネス学科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
郡山経済専門学校 商業実務専門課程　医療ビジネス学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

福島県 郡山経済専門学校 専門課程　会計学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27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

福島県 郡山経済専門学校 専門課程　行政事務学科上級 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

福島県 郡山健康科学専門学校 医療専門課程　応用理学療法学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

福島県 郡山健康科学専門学校 医療専門課程　作業療法学科 平成14年4月1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9日 平成17年12月9日

福島県 郡山健康科学専門学校 医療専門課程　柔道整復学科 平成20年2月26日 ～ 平成30年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
郡山健康科学専門学校

医療専門課程　メディカルスポーツ柔道
整復学科

平成30年4月1日 令和3年2月24日

福島県 郡山健康科学専門学校
医療専門課程　メディカルスポーツ柔道整復学
科

平成30年4月1日 ～ 令和3年2月24日

福島県 郡山健康科学専門学校 医療専門課程　理学療法学科 平成14年4月1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9日 平成17年12月9日

福島県 郡山健康科学専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成14年4月1日 ～ 平成16年2月17日

福島県 郡山健康科学専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども未来学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

福島県 郡山情報ビジネス公務員専門学校 教育社会福祉専門課程　こども保育科 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
国際ビジネス公務員大学校 教育社会福祉専門課程　こども保育科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 郡山情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　医療情報科 平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　医療情報科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 郡山情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　医療秘書科 平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　医療秘書科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 郡山情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　オフィスビジネス科 平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　オフィスビジネス科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 郡山情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　会計ビジネス科 平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　会計ビジネス科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 郡山情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　経営流通ビジネス科 平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　経営流通ビジネス科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 郡山情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　公務員科 平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　公務員科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 郡山情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　国際観光科 平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　国際観光科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 郡山情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　国際ビジネス科 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
国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　国際ビジネス科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 郡山情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　歯科アシスタント科 平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　歯科アシスタント科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 郡山情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　スポーツトレーナー科 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成29年2月28日
名称変

更
国際ビジネス公務員大学校

商業実務専門課程　スポーツトレーナー
科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 郡山情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　スポーツビジネス科 平成27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
郡山情報ビジネス公務員専門学校

商業実務専門課程　スポーツトレーナー
科

平成28年4月1日 平成29年2月28日

福島県 郡山情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　税理士・会計士科 平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　税理士・会計士科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 郡山情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　調剤ビジネス科 平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　調剤ビジネス科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 郡山情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　ブライダルプロデュース科 平成27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
郡山情報ビジネス公務員専門学校

商業実務専門課程　ホテル・ブライダル
科

平成28年4月1日 平成29年2月28日

福島県 郡山情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　ホテル・ブライダル科 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成29年2月28日
名称変

更
国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　ホテルビジネス科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 教育社会福祉専門課程　社会福祉科 平成13年3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

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 教育社会福祉専門課程　福祉科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
郡山情報ビジネス専門学校

教育社会福祉専門課程　福祉コミュニ
ケーション科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校
教育社会福祉専門課程　福祉コミュニケーショ
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 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 教育社会福祉専門課程　保育福祉科 平成15年2月19日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
郡山情報ビジネス専門学校 教育社会福祉専門課程　幼児保育科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校
教育社会福祉専門課程　幼児教育インストラク
ター科

平成13年3月1日 ～ 平成17年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

3 / 16 ページ



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

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 教育社会福祉専門課程　幼児保育科 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

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 工業専門課程　ＯＡプランナー科 平成8年12月4日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 工業専門課程　インテリアデザイン科 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 工業専門課程　グラフィックデザイン科 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 工業専門課程　建築デザイン科 平成8年12月4日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 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

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 工業専門課程　自動車工学科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 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

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 工業専門課程　電気電子工学科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 工業専門課程　土木測量工学科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 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

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 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

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　Ｗｅｂクリエーター科 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医薬ビジネス科 平成22年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療アシスタント科 平成17年3月3日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　歯科アシスタント科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療情報科 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
郡山情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　医療情報科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療情報ネットワーク科 平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療情報科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療秘書科 平成7年11月30日 ～ 平成27年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
郡山情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　医療秘書科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療福祉科 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

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療福祉ビジネス科 平成17年3月3日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療福祉科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　オフィスビジネス科 平成21年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
郡山情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　オフィスビジネス科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　会計ビジネス科 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
郡山情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　会計ビジネス科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　会計ビジネス科 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

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　行政法務ビジネス科 平成12年2月8日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　公務員科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経営マネジメント科 平成7年11月30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

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経営流通ビジネス科 平成23年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
郡山情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　経営流通ビジネス科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　広報プランニング科 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

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　公務員科 平成15年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
郡山情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　公務員科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　国際観光科 平成21年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
郡山情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　国際観光科 平成27年4月1日 平成28年2月29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

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　国際コミュニケーション科 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

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　歯科アシスタント科 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
郡山情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　歯科アシスタント科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報経理科 平成7年11月30日 ～ 平成21年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　オフィスビジネス科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ショップアドバイザー科 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
郡山情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程　ライフプロデュース
科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　スポーツビジネス科 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
郡山情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　スポーツビジネス科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　税務会計科 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
郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　会計ビジネス科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　税理士・会計士科 平成26年1月28日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
郡山情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　税理士・会計士科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　税理士科 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
郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　税務会計科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　調剤アシスタント科 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
郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　調剤ビジネス科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　調剤ビジネス科 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
郡山情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　調剤ビジネス科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　デジタル情報ビジネス科 平成14年2月27日 ～ 平成26年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　トラベルプランナー科 平成8年12月4日 ～ 平成21年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　国際観光科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程　販売サービス・マーケティ
ング科

平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経営流通ビジネス科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ブライダルプロデュース科 平成21年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
郡山情報ビジネス公務員専門学校

商業実務専門課程　ブライダルプロ
デュース科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ブライダルプロデュース科 平成17年3月3日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
郡山情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程　ホテル・ブライダル
科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　法律ビジネス科 平成17年3月3日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ホテル・ブライダル科 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
郡山情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程　ブライダルプロ
デュース科

平成21年4月1日 平成22年2月26日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ホテル観光科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ホテルリゾート科 平成8年12月4日 ～ 平成16年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　マルチビジネス科 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
郡山情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程　ショップアドバイ
ザー科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

福島県 郡山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ライフプロデュース科 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
郡山情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程　販売サービス・マー
ケティング科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程　ＣＧ科 平成15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
国際アート＆デザイン専門学校 工業専門課程　ＣＧ科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程　ＯＡプランナー科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程　インテリアデザイン科 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
国際アート＆デザイン専門学校 工業専門課程　インテリアデザイン科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程　オフィスシステム科 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

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程　グラフィックデザイン科 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
国際アート＆デザイン専門学校 工業専門課程　グラフィックデザイン科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程　ゲームシステム科 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

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程　建築工学科 平成12年4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

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程　建築デザイン科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
国際アート＆デザイン専門学校 工業専門課程　建築デザイン科 平成17年4月1日 平成17年12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

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程　建築デザイン科 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
郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程　建築工学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 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
郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程　ＣＧ科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程　自動車工学科 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

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程　情報システム科 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

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程　情報ネットワーク科 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

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程　デジタル映像・サウンド科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程　メディアデザイン科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程　電気電子工学科 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

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程　土木測量工学科 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

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程　マルチメディア科 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
郡山テクノデザイン専門学校

工業専門課程　デジタル映像・サウンド
科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 工業専門課程　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17年3月9日
名称変

更
国際アート＆デザイン専門学校 工業専門課程　メディアデザイン科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 文化教養専門課程　イラストレーション科 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
国際アート＆デザイン専門学校

文化教養専門課程　イラストレーション
科

平成17年4月1日 平成17年12月26日

福島県 郡山テクノデザイン専門学校
文化教養専門課程　インダストリアルデザイン
科

平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 文化教養専門課程　音楽プロデュース科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　音楽プロデュース科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 文化教養専門課程　クリエイティブ写真科 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
郡山テクノデザイン専門学校 文化教養専門課程　写真科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 文化教養専門課程　ゲームクリエイター科 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
国際アート＆デザイン専門学校

文化教養専門課程　ゲームクリエイター
科

平成17年4月1日 平成17年12月26日

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 文化教養専門課程　写真科 平成15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
国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　写真科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 文化教養専門課程　生活デザイン科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
郡山テクノデザイン専門学校 文化教養専門課程　ライフデザイン科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

福島県 郡山テクノデザイン専門学校
文化教養専門課程　デジタルコミュニケーショ
ン科

平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 文化教養専門課程　ビューティーモード科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 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

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 文化教養専門課程　ファッションビジネス科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 文化教養専門課程　マンガ科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　マンガ科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

福島県 郡山テクノデザイン専門学校 文化教養専門課程　ライフデザイン科 平成15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
国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　ライフデザイン科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

福島県 郡山ドレスメーカー専門学校 家政専門課程　洋裁科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成29年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

福島県 郡山ヘアメイクカレッジ 衛生専門課程　美容科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 工業専門課程　ＣＧ・アニメーション科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 工業専門課程　ＣＧアニメーション科 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
国際アート＆デザイン大学校 工業専門課程　ＣＧアニメーション科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 工業専門課程　ＣＧ映像科 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
国際アート＆デザイン専門学校 工業専門課程　ＣＧ科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 工業専門課程　ＣＧ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
国際アート＆デザイン専門学校 工業専門課程　ＣＧアニメーション科 平成25年4月1日 平成26年1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

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 工業専門課程　ＣＧ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
国際アート＆デザイン専門学校 工業専門課程　ＣＧ・アニメーション科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 工業専門課程　Ｗｅｂデジタルデザイン科 平成18年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
国際アート＆デザイン専門学校 工業専門課程　デジタルクリエイター科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 工業専門課程　インテリアデザイン科 平成17年4月1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

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 工業専門課程　グラフィックデザイン科 平成17年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
国際アート＆デザイン大学校 工業専門課程　グラフィックデザイン科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 工業専門課程　建築デザイン科 平成17年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 工業専門課程　デジタルクリエイター科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
国際アート＆デザイン専門学校 工業専門課程　ＣＧ映像科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 工業専門課程　メディアデザイン科 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
国際アート＆デザイン専門学校

工業専門課程　Ｗｅｂデジタルデザイン
科

平成18年4月1日 平成19年2月22日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　イラストレーション科 平成17年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
国際アート＆デザイン大学校

文化教養専門課程　イラストレーション
科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　映画・映像科 平成22年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　映像・写真科 平成18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
国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　写真科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　音楽・放送ビジネス科 平成22年11月29日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　音楽エンタテイメント科 平成18年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
国際アート＆デザイン専門学校

文化教養専門課程　ミュージック・音響
科

平成19年4月1日 平成20年2月26日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　音楽プロデュース科 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
国際アート＆デザイン専門学校

文化教養専門課程　音楽エンタテイメン
ト科

平成18年4月1日 平成19年2月22日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　音響・照明エンジニア科 平成26年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
国際アート＆デザイン大学校

文化教養専門課程　音響・照明エンジニ
ア科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　キャラクターデザイン科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　クラフトデザイン科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　ゲームクリエイター科 平成17年4月1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

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　コミックイラスト科 平成21年2月27日 ～ 平成29年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
国際アート＆デザイン大学校 文化教養専門課程　コミックイラスト科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　写真科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　写真科 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
国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　映像・写真科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　声優・俳優科 平成23年12月22日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　声優科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　声優科 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
国際アート＆デザイン大学校 文化教養専門課程　声優科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　タレントパフォーマンス科 平成26年1月28日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
国際アート＆デザイン専門学校

文化教養専門課程　ダンスパフォーマン
ス科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　ダンスパフォーマンス科 平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　トータルライフデザイン科 平成18年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
国際アート＆デザイン専門学校

文化教養専門課程　フラワー・雑貨デザ
イン科

平成19年4月1日 平成20年2月26日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校
文化教養専門課程　ファッション雑貨デザイン
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 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　フラワー・雑貨デザイン科 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
国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　クラフトデザイン科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　ペットグルーマー科 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
国際アート＆デザイン大学校 文化教養専門課程　ペット総合科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　マンガ科 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
国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　マンガクリエイト科 平成19年4月1日 平成20年2月26日
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福島県 国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　マンガクリエイト科 平成19年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
国際アート＆デザイン大学校 文化教養専門課程　マンガクリエイト科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　ミュージシャン科 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
国際アート＆デザイン大学校 文化教養専門課程　ミュージシャン科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　ミュージック・音響科 平成19年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
国際アート＆デザイン専門学校

文化教養専門課程　音響・照明エンジニ
ア科

平成26年4月1日 平成27年2月19日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校
文化教養専門課程　ライフスタイルコーディ
ネート科

平成22年11月29日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

福島県 国際アート＆デザイン専門学校 文化教養専門課程　ライフデザイン科 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
国際アート＆デザイン専門学校

文化教養専門課程　トータルライフデザ
イン科

平成18年4月1日 平成19年2月22日

福島県 国際アート＆デザイン大学校 工業専門課程　ＣＧマスター科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

福島県 国際アート＆デザイン大学校 工業専門課程　ＣＧアニメーション科 平成29年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
国際アート＆デザイン大学校 工業専門課程　アニメーション科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

福島県 国際アート＆デザイン大学校 工業専門課程　アニメーション科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

福島県 国際アート＆デザイン大学校 工業専門課程　グラフィックデザイン科 平成29年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
国際アート＆デザイン大学校 工業専門課程　メディアデザイン科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

福島県 国際アート＆デザイン大学校 工業専門課程　メディアデザイン科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

福島県 国際アート＆デザイン大学校 文化教養専門課程　ｅスポーツ科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

福島県 国際アート＆デザイン大学校 文化教養専門課程　ｅスポーツマスター科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

福島県 国際アート＆デザイン大学校
文化教養専門課程　ＹｏｕＴｕｂｅｒクリエイ
ト科

令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

福島県 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 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

福島県 国際アート＆デザイン大学校 文化教養専門課程　イラストレーション科 平成29年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成30年2月28日 廃止 令和3年3月31日 令和4年3月4日

福島県 国際アート＆デザイン大学校 文化教養専門課程　音響・照明エンジニア科 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
国際アート＆デザイン大学校

文化教養専門課程　音響・ミュージック
科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

福島県 国際アート＆デザイン大学校 文化教養専門課程　音響・ミュージック科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

福島県 国際アート＆デザイン大学校 文化教養専門課程　コミックイラスト科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福島県 国際アート＆デザイン大学校 文化教養専門課程　コミックマスター科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

福島県 国際アート＆デザイン大学校 文化教養専門課程　声優科 平成29年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
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 平成31年4月1日 令和2年2月29日

福島県 国際アート＆デザイン大学校 文化教養専門課程　ペット総合科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福島県 国際アート＆デザイン大学校 文化教養専門課程　マンガクリエイト科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福島県 国際アート＆デザイン大学校 文化教養専門課程　ミュージシャン科 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成30年2月28日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

福島県 国際医療看護福祉大学校 医療専門課程　救急救命士科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福島県 国際医療看護福祉大学校 医療専門課程　言語聴覚士科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福島県 国際医療看護福祉大学校 医療専門課程　臨床工学技士科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福島県 国際医療看護福祉大学校 教育・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

福島県 国際医療看護福祉大学校 医療専門課程　看護学科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

福島県 国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　ＡＩシステム科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日
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福島県 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 平成29年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
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

平成31年4月1日 令和2年2月29日

福島県 国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　ゲームグラフィック科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福島県 国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　ゲームソフト開発科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福島県 国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　建築ＣＡＤ設計科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福島県 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 平成31年4月1日 ～ 令和4年3月31日 令和2年2月29日
名称変

更
国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　国際電気科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

福島県 国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　国際ＩＴ・ゲーム科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福島県 国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　国際自動車科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福島県 国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　国際電気科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

福島県 国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　自動車工学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福島県 国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　自動車車体工学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福島県 国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　情報システム科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福島県 国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　情報システム工学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福島県 国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　情報電気科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

福島県 国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　電気エネルギー工学科 平成30年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成31年1月25日
名称変

更
国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　情報電気科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

福島県 国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　電気自動車工学科 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

福島県 国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　電気電子工学科 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
国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　電気エネルギー工学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

福島県 国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　ドローンスペシャリスト科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

福島県 国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　放射線工学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福島県 国際情報工科自動車大学校
文化教養専門課程　モバイルアプリケーション
科

平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程　１級自動車整備士科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程　ＩＴエンジニアリング科 平成15年2月19日 ～ 平成19年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
国際情報工科専門学校 工業専門課程　電気・設備科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程　医療情報システム科 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
専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　医療情報システム科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程　インターネット科 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

福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程　インテリア設計科 平成15年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程　オフィスシステム科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程　環境デザイン工学科 平成15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
国際情報工科専門学校 工業専門課程　造園・環境土木科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程　環境福祉工学科 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
国際情報工科専門学校 工業専門課程　環境デザイン工学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程　機械ＣＡＤ設計科 平成20年2月26日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校国際情報工科大学校

工業専門課程　自動車ＣＡＤエンジニア
科

平成21年4月1日 平成22年2月26日

福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程　ゲームエンタテインメント科 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
国際情報工科専門学校 工業専門課程　ゲームソフト開発科 平成20年4月1日 平成21年2月27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

福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程　ゲームシステム科 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
専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　ゲームシステム科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程　ゲームソフト開発科 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
専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　ゲームソフト開発科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程　建築ＣＡＤ設計科 平成16年2月17日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　建築ＣＡＤ設計科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程　建築技術科 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

福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程　建築工学科 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
国際情報工科専門学校 工業専門課程　インテリア設計科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程　自動車工学科 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
専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　自動車工学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程　車体工学科 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

福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程　情報システム科 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
専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　情報システム科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程　情報システム工学科 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
専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　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

福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程　情報ネットワーク科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程　造園・環境土木科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　造園・環境土木科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程　電気・設備科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　電気・設備科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程　土木測量工学科 平成15年2月19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

福島県 国際情報工科専門学校 工業専門課程　モータースポーツ科 平成17年3月3日 ～ 平成21年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　モータースポーツ科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福島県 国際情報工科専門学校 文化教養専門課程　ＣＧワークス科 平成17年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

福島県 国際情報工科専門学校 文化教養専門課程　インターネットオフィス科 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
国際情報工科専門学校 文化教養専門課程　情報総合ビジネス科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

福島県 国際情報工科専門学校 文化教養専門課程　音楽・音響科 平成17年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

福島県 国際情報工科専門学校 文化教養専門課程　情報総合ビジネス科 平成17年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校国際情報工科大学校 文化教養専門課程　情報処理ビジネス科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福島県 国際情報工科専門学校
文化教養専門課程　デジタル・コミックプロ
デュース科

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

福島県 国際情報工科専門学校 文化教養専門課程　デジタルアーツ科 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
国際情報工科専門学校 文化教養専門課程　ＣＧワークス科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

福島県 国際情報工科専門学校 文化教養専門課程　トータルライフアート科 平成17年3月3日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

福島県 国際情報工科専門学校 文化教養専門課程　パフォーマンス科 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

福島県 国際情報工科専門学校
文化教養専門課程　ミュージックエンタテイン
メント科

平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
国際情報工科専門学校 文化教養専門課程　音楽・音響科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

福島県 国際ビジネス公務員大学校 教育社会福祉専門課程　こども保育科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福島県 国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　医療情報科 平成29年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　医療ビジネス科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

福島県 国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　医療ビジネス科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

福島県 国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　医療秘書科 平成29年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成30年2月28日 廃止 令和2年3月31日 令和3年2月24日

福島県 国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　オフィスビジネス科 平成29年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　総合ビジネス科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

福島県 国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　会計ビジネス科 平成29年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成30年2月28日 廃止 令和3年3月31日 令和4年3月4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

福島県 国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　観光科 平成30年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成31年1月25日
名称変

更
国際ビジネス公務員大学校

商業実務専門課程　国際ホテル・ツーリ
ズム科２年課程

令和3年4月1日 令和4年3月4日

福島県 国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　経営流通ビジネス科 平成29年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　販売ビジネス科 平成31年4月1日 令和3年2月24日

福島県 国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　公務員科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福島県 国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　国際観光科 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
国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　観光科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

福島県 国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　国際ツーリズム科 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
国際ビジネス公務員大学校

商業実務専門課程　国際ホテル・ツーリ
ズム科

令和2年4月1日 令和5年1月27日

福島県 国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　国際ビジネス科 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成30年2月28日 不適合 平成30年4月1日 令和5年1月27日

福島県 国際ビジネス公務員大学校
商業実務専門課程　国際ビジネスマネジメント
科

令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

福島県 国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　国際ホテル・ツーリズム科 令和2年4月1日 ～ 令和4年3月31日 令和5年1月27日 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

福島県 国際ビジネス公務員大学校
商業実務専門課程　国際ホテル・ツーリズム科
２年課程

令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日 令和4年3月4日
名称変

更
国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　ホテル観光科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

福島県 国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　国際ホテル観光科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

福島県 国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　歯科アシスタント科 平成29年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成30年2月28日 廃止 令和2年3月31日 令和3年2月24日

福島県 国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　情報ビジネス科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

福島県 国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　スポーツトレーナー科 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
国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　スポーツビジネス科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

福島県 国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　スポーツビジネス科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

福島県 国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　税理士・会計士科 平成29年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成30年2月28日 廃止 令和2年3月31日 令和3年2月24日

福島県 国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　総合ビジネス科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

福島県 国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　調剤ビジネス科 平成29年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成30年2月28日 廃止 令和2年3月31日 令和3年2月24日

福島県 国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　販売ビジネス科 平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日 令和3年2月24日 廃止 令和2年3月31日 令和4年3月4日

福島県 国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　ホテル観光科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

福島県 国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　ホテルビジネス科 平成29年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
国際ビジネス公務員大学校 商業実務専門課程　国際ホテル観光科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

福島県 国際ビューティ＆フード大学校 衛生専門課程　パティシエ学科 平成31年4月1日 ～ 令和3年2月24日

福島県 国際ビューティ＆フード大学校 衛生専門課程　美容学科 平成31年4月1日 ～ 令和3年2月24日

福島県 国際ビューティ＆フード大学校 衛生専門課程　フード学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

福島県 国際ビューティ＆フード大学校 衛生専門課程　ブーランジェ学科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

福島県 国際ビューティ＆フード大学校 文化教養専門課程　エステティック学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日 令和2年2月29日
名称変

更
国際ビューティ＆フード大学校

文化教養専門課程　トータルビューティ
学科

令和2年4月1日 令和3年2月24日

福島県 国際ビューティ＆フード大学校 文化教養専門課程　トータルビューティ学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

福島県 国際ビューティ＆フード大学校 文化教養専門課程　ファッション学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

福島県 国際ビューティ＆フード大学校
文化教養専門課程　ブライダルコーディネート
学科

令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

福島県 国際ビューティ＆フード大学校 文化教養専門課程　ブライダルビューティ学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日 令和2年2月29日
名称変

更
国際ビューティ＆フード大学校

文化教養専門課程　ブライダルコーディ
ネート学科

令和2年4月1日 令和3年2月24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

福島県 国際ビューティ＆フード大学校 文化教養専門課程　メイク・ネイル学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日 令和3年2月24日 廃止 令和2年3月31日 令和4年3月4日

福島県 国際ビューティ・ファッション専門学校 衛生専門課程　パティシエ学科 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
国際ビューティファッション・製菓大
学校

衛生専門課程　パティシエ学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 国際ビューティ・ファッション専門学校 衛生専門課程　美容学科 平成17年3月3日 ～ 平成29年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
国際ビューティファッション・製菓大
学校

衛生専門課程　美容学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 国際ビューティ・ファッション専門学校 文化教養専門課程　トータルビューティ科 平成16年2月17日 ～ 平成29年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
国際ビューティファッション・製菓大
学校

文化教養専門課程　トータルビューティ
科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 国際ビューティ・ファッション専門学校 文化教養専門課程　ファッション技術科 平成21年2月27日 ～ 平成25年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

福島県 国際ビューティ・ファッション専門学校 文化教養専門課程　ファッションデザイン科 平成16年2月17日 ～ 平成29年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
国際ビューティファッション・製菓大
学校

文化教養専門課程　ファッションデザイ
ン科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 国際ビューティ・ファッション専門学校 文化教養専門課程　ファッションビジネス科 平成16年2月17日 ～ 平成29年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
国際ビューティファッション・製菓大
学校

文化教養専門課程　ファッションビジネ
ス科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 国際ビューティ・ファッション専門学校 文化教養専門課程　ブライダルビューティ科 平成21年2月27日 ～ 平成29年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
国際ビューティファッション・製菓大
学校

文化教養専門課程　ブライダルビュー
ティ科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 国際ビューティ・ファッション専門学校 文化教養専門課程　モデル科 平成20年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

福島県
国際ビューティファッション・製菓大学
校

衛生専門課程　パティシエ学科 平成29年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
国際ビューティ＆フード大学校 衛生専門課程　パティシエ学科 平成31年4月1日 令和3年2月24日

福島県
国際ビューティファッション・製菓大学
校

衛生専門課程　美容学科 平成29年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
国際ビューティ＆フード大学校 衛生専門課程　美容学科 平成31年4月1日 令和3年2月24日

福島県
国際ビューティファッション・製菓大学
校

文化教養専門課程　トータルビューティ科 平成29年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
国際ビューティ＆フード大学校 文化教養専門課程　エステティック学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

福島県
国際ビューティファッション・製菓大学
校

文化教養専門課程　ファッションデザイン科 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

福島県
国際ビューティファッション・製菓大学
校

文化教養専門課程　ファッションビジネス科 平成29年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
国際ビューティ＆フード大学校 文化教養専門課程　ファッション学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

福島県
国際ビューティファッション・製菓大学
校

文化教養専門課程　ブライダルビューティ科 平成29年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
国際ビューティ＆フード大学校

文化教養専門課程　ブライダルビュー
ティ学科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

福島県
国際ビューティファッション・製菓大学
校

文化教養専門課程　メイク・ネイル学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年3月31日 平成31年1月25日
名称変

更
国際ビューティ＆フード大学校 文化教養専門課程　メイク・ネイル学科 平成31年4月1日 令和3年2月24日

福島県 国際メディカルテクノロジー専門学校 医療専門課程　救急救命士科 平成17年3月3日 ～ 平成29年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
国際医療看護福祉大学校 医療専門課程　救急救命士科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 国際メディカルテクノロジー専門学校 医療専門課程　言語聴覚士科 平成17年3月3日 ～ 平成29年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
国際医療看護福祉大学校 医療専門課程　言語聴覚士科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 国際メディカルテクノロジー専門学校 医療専門課程　鍼灸師科 平成17年3月3日 ～ 平成26年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

福島県 国際メディカルテクノロジー専門学校 医療専門課程　臨床工学技士科 平成17年3月3日 ～ 平成29年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
国際医療看護福祉大学校 医療専門課程　臨床工学技士科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 国際メディカルテクノロジー専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 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
国際医療看護福祉大学校 教育・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

福島県 財団法人太田綜合病院附属看護専門学校 専門課程　看護科第１部 平成7年11月30日 ～ 平成14年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
太田看護専門学校 医療専門課程　看護学科第１部 平成14年4月1日 平成30年2月28日

福島県 財団法人太田綜合病院附属看護専門学校 専門課程　看護科第２部 平成7年11月30日 ～ 平成14年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
太田看護専門学校 医療専門課程　看護学科第２部 平成14年4月1日 平成30年2月28日

福島県 財団法人星総合病院附属高等看護学院 専門課程　看護科 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
ポラリス保健看護学院 医療専門課程　看護学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

福島県 ジェイク医療福祉技術専門学校 医療専門課程　作業療法学科 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
郡山健康科学専門学校 医療専門課程　作業療法学科 平成14年4月1日 平成16年2月17日

福島県 ジェイク医療福祉技術専門学校 医療専門課程　理学療法学科 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
郡山健康科学専門学校 医療専門課程　理学療法学科 平成14年4月1日 平成16年2月17日

福島県 ジェイク医療福祉技術専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
郡山健康科学専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成14年4月1日 平成16年2月17日

福島県 ジェイク国際ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉本科 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

福島県 ジェイク国際ビジネス専門学校
教育・社会福祉専門課程　スポーツ健康教育本
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
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福島県 ジェイク国際ビジネス専門学校 工業専門課程　ＣＧゲームクリエイト本科 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

福島県 ジェイク国際ビジネス専門学校 工業専門課程　キャド建築本科 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

福島県 ジェイク国際ビジネス専門学校 工業専門課程　情報マルチメディア本科 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30年2月28日

福島県 ジェイク国際ビジネス専門学校 工業専門課程　マルチメディア本科 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

福島県 ジェイク国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療事務秘書本科 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

福島県 ジェイク国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　会計本科 平成8年12月4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

福島県 ジェイク国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　金融流通ビジネス本科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

福島県 ジェイク国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報会計本科 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

福島県 ジェイク国際ビジネス専門学校 専門課程　情報システム本科 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

福島県 ジェイク国際ビジネス専門学校 文化・教養専門課程　マスコミ広告本科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

福島県 しらかわ介護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

福島県 仁愛看護専門学校 医療専門課程　看護科 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
仁愛看護福祉専門学校 医療専門課程　看護科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

福島県 仁愛看護福祉専門学校 医療専門課程　看護科 平成21年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
温知会看護学院 医療専門課程　看護科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

福島県 仁愛看護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成22年11月29日 ～ 令和4年3月31日 平成22年11月29日 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

福島県 専門学校ＪＭＭＡＡＣＡＤＥＭＹ郡山 医療専門課程　作業療法士学科 平成18年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東北医療福祉専門学校 医療専門課程　作業療法学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

福島県 専門学校ＪＭＭＡＡＣＡＤＥＭＹ郡山 医療専門課程　理学療法士学科 平成18年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東北医療福祉専門学校 医療専門課程　理学療法学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

福島県 専門学校ＪＭＭＡＡＣＡＤＥＭＹ郡山 教育・社会福祉専門課程　介護福祉士学科 平成18年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
東北医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

福島県 専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　３Ｄ－ＣＡＤデザイン科 平成24年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

福島県 専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　医療情報システム科 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

福島県 専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　エネルギー工学科 平成26年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
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 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　ゲームグラフィック科 平成25年1月29日 ～ 平成29年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　ゲームグラフィック科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　ゲームシステム科 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

福島県 専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　ゲームソフト開発科 平成21年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　ゲームソフト開発科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　建築ＣＡＤ設計科 平成21年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　建築ＣＡＤ設計科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　国際ＩＴ・ゲーム科 平成29年2月28日 ～ 平成29年3月31日 平成29年2月28日
名称変

更
国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　国際ＩＴ・ゲーム科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　国際自動車科 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
国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　国際自動車科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　自動車ＣＡＤエンジニア科 平成21年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　３Ｄ－ＣＡＤデザイン科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

福島県 専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　自動車工学科 平成21年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　自動車工学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　自動車車体工学科 平成22年2月26日 ～ 平成29年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　自動車車体工学科 平成29年4月1日 平成30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

福島県 専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　情報システム科 平成21年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　情報システム科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　情報システム工学科 平成21年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　情報システム工学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　造園・環境土木科 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
専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　造園土木科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

福島県 専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　造園土木科 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

福島県 専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　地域環境学科 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

福島県 専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　電気・設備科 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
専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　電気電子工学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

福島県 専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　電気応用技術科 平成23年12月22日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　エネルギー工学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

福島県 専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　電気自動車工学科 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
国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　電気自動車工学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　電気電子工学科 平成22年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　電気電子工学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　放射線工学科 平成25年1月29日 ～ 平成29年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
国際情報工科自動車大学校 工業専門課程　放射線工学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 専門学校国際情報工科大学校 工業専門課程　モータースポーツ科 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

福島県 専門学校国際情報工科大学校 文化教養専門課程　Ｗｅｂアプリケーション科 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
専門学校国際情報工科大学校

文化教養専門課程　モバイルアプリケー
ション科

平成25年4月1日 平成26年1月28日

福島県 専門学校国際情報工科大学校 文化教養専門課程　情報処理ビジネス科 平成21年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
専門学校国際情報工科大学校

文化教養専門課程　Ｗｅｂアプリケー
ション科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

福島県 専門学校国際情報工科大学校
文化教養専門課程　モバイルアプリケーション
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
国際情報工科自動車大学校

文化教養専門課程　モバイルアプリケー
ション科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 相馬看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

福島県 竹田看護専門学校 医療専門課程　看護科第Ⅰ部 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
竹田看護専門学校 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

福島県 竹田看護専門学校 医療専門課程　看護科第Ⅱ部 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

福島県 竹田看護専門学校 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

福島県 東都国際ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福島県 東都国際ビジネス専門学校
教育・社会福祉専門課程　スポーツ福祉健康学
科

平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福島県 東都国際ビジネス専門学校
教育社会福祉専門課程　ウェルネストレーナー
学科

平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

福島県 東都国際ビジネス専門学校 教育社会福祉専門課程　健康福祉学科 平成17年12月26日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
東都国際ビジネス専門学校

教育社会福祉専門課程　ウェルネスト
レーナー学科

平成18年4月1日 平成19年2月22日

福島県 東都国際ビジネス専門学校 工業専門課程　ＩＴメディア学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福島県 東都国際ビジネス専門学校
工業専門課程　コンピュータグラフィックス学
科

平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福島県 東都国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療事務学科 平成17年4月1日 ～ 平成19年2月22日

福島県 東都国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療事務秘書学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東都国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療事務学科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

福島県 東都国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報経理学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福島県 東都国際ビジネス専門学校
文化教養専門課程　ウエディングプランナー学
科

平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

福島県 東都国際ビジネス専門学校
文化教養専門課程　トリマー・トータルケア学
科

平成17年4月1日 ～ 平成19年2月22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

福島県 東都国際ビジネス専門学校 文化教養専門課程　トリマー学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
東都国際ビジネス専門学校

文化教養専門課程　トリマー・トータル
ケア学科

平成17年4月1日 平成19年2月22日

福島県 東北医療福祉専門学校 医療専門課程　作業療法学科 平成20年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
ｉキャリア医療福祉専門学校 医療専門課程　作業療法学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 東北医療福祉専門学校 医療専門課程　理学療法学科 平成20年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
ｉキャリア医療福祉専門学校 医療専門課程　理学療法学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 東北医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　医療事務福祉学科 平成22年11月29日 ～ 平成29年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
ｉキャリア医療福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程　医療事務福祉
学科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 東北医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成20年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
ｉキャリア医療福祉専門学校 教育・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

福島県 東北歯科専門学校 専門課程　歯科衛生士科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

福島県 東北歯科専門学校 専門課程　歯科技工士科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

福島県
独立行政法人国立病院機構福島病院附属
看護学校

医療専門課程　看護学科 平成19年2月1日 ～ 令和3年3月31日 平成19年2月22日 廃止 令和3年3月31日 令和4年3月4日

福島県 日本調理技術専門学校 衛生専門課程　製菓衛生師科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

福島県 日本調理技術専門学校 専門課程　調理師本科二年制 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

福島県 フィジカルムーブメント専門学校 文化・教養専門課程　健康・運動学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

福島県 福島医療専門学校 医療専門課程　歯科衛生士科（昼間部） 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

福島県 福島医療専門学校 医療専門課程　歯科衛生士科（夜間部） 平成19年2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

福島県 福島医療専門学校 医療専門課程　柔整科（昼間部） 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

福島県 福島医療専門学校 医療専門課程　柔整科（夜間部） 平成18年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成28年3月31日 平成30年2月28日

福島県 福島医療専門学校 医療専門課程　鍼灸科（昼間部） 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

福島県 福島医療専門学校 医療専門課程　鍼灸科（夜間部） 平成18年4月1日 ～ 令和2年4月1日 平成19年2月22日 廃止 令和2年4月1日 令和4年3月4日

福島県 福島介護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

福島県 福島看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

福島県
福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生
総合病院付属高等看護学院

３年課程（医療専門課程）　看護学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

福島県
福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生
総合病院付属高等看護学院

医療専門課程　看護科 平成13年3月1日 ～ 平成17年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
福島県厚生農業協同組合連合会白河厚
生総合病院付属高等看護学院

医療専門課程　看護学科 平成17年4月1日 平成20年2月26日

福島県
福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生
総合病院付属高等看護学院

医療専門課程　看護学科 平成17年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
福島県厚生農業協同組合連合会白河厚
生総合病院付属高等看護学院

３年課程（医療専門課程）　看護学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

福島県 福島県農業総合センター農業短期大学校 農学部本科　園芸学科 平成21年2月27日 ～ 平成29年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
福島県農業総合センター農業短期大学
校

農業経営部　花き経営学科
農業経営部　果樹経営学科
農業経営部 野菜経営学科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 福島県農業総合センター農業短期大学校 農学部本科　畜産学科 平成21年2月27日 ～ 平成29年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
福島県農業総合センター農業短期大学
校

農業経営部　畜産経営学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 福島県農業総合センター農業短期大学校 農学部本科　農産学科 平成21年2月27日 ～ 平成29年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
福島県農業総合センター農業短期大学
校

農業経営部　水田経営学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

福島県 福島県農業総合センター農業短期大学校 農業経営部　果樹経営学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福島県 福島県農業総合センター農業短期大学校 農業経営部　水田経営学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福島県 福島県農業総合センター農業短期大学校 農業経営部　畜産経営学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福島県 福島県農業総合センター農業短期大学校 農業経営部　野菜経営学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日
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福島県 福島県農業総合センター農業短期大学校 農業経営部　花き経営学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

福島県 福島県理工専門学校 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

福島県 福島県立会津若松看護専門学院 医療専門課程　看護学科 平成8年12月4日 ～ 平成25年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

福島県 福島県立医科大学医学部附属看護学校 医療専門課程　看護学科 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

福島県 福島県立医科大学附属看護学校 医療専門課程　看護学科 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
福島県立医科大学医学部附属看護学校 医療専門課程　看護学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

福島県 福島県立総合衛生学院 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

福島県 福島県立総合衛生学院 医療専門課程　歯科衛生学科 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

福島県 福島県立総合衛生学院 医療専門課程　歯科技工学科 平成7年11月30日 ～ 平成22年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

福島県 福島県立総合衛生学院 医療専門課程　臨床検査学科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

福島県 福島柔整鍼灸専門学校 医療専門課程　柔整科昼間部 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
福島医療専門学校 医療専門課程　柔整科（昼間部） 平成18年4月1日 平成19年2月22日

福島県 福島柔整鍼灸専門学校 医療専門課程　柔整科夜間部 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
福島医療専門学校 医療専門課程　柔整科（夜間部） 平成18年4月1日 平成19年2月22日

福島県 福島柔整鍼灸専門学校 医療専門課程　鍼灸科（昼） 平成17年3月3日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
福島医療専門学校 医療専門課程　鍼灸科（昼間部） 平成18年4月1日 平成19年2月22日

福島県 福島柔整鍼灸専門学校 医療専門課程　鍼灸科（夜） 平成17年3月3日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
福島医療専門学校 医療専門課程　鍼灸科（夜間部） 平成18年4月1日 平成19年2月22日

福島県 福島情報ビジネスカレッジ 工業専門課程　情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年12月13日 平成7年1月23日 廃止 平成16年12月13日 平成30年2月28日

福島県 福島情報ビジネスカレッジ 商業専門課程　情報会計学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年12月13日 平成7年1月23日 廃止 平成16年12月13日 平成30年2月28日

福島県 福島情報ビジネスカレッジ 商業専門課程　情報秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年12月13日 平成7年1月23日 廃止 平成16年12月13日 平成30年2月28日

福島県 福島ダンス専門学校 文化・教養専門課程　ダンス科 平成16年2月17日 ～ 平成20年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
フィジカルムーブメント専門学校 文化・教養専門課程　健康・運動学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

福島県 ポラリス保健看護学院 医療専門課程　看護学科 平成10年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
ポラリス保健看護学院 医療専門課程　保健看護学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

福島県 ポラリス保健看護学院 医療専門課程　保健看護学科 平成14年4月1日 ～ 平成17年12月8日 平成15年2月19日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

福島県 松村看護専門学校 医療専門課程　看護科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

福島県 横山和洋女子専門学校 専門課程　家政専門部師範科 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30年2月28日
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