
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

茨城県 （専）日本航空操縦大学校 工業専門課程　操縦科 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

茨城県 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 令和2年4月1日 ～ 令和4年3月4日

茨城県 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 令和1年8月1日 ～ 令和2年3月31日 令和2年2月29日
名称変

更
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 令和2年4月1日 令和4年3月4日

茨城県 アール医療福祉専門学校 医療専門課程　看護学科（３年課程） 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

茨城県 アール医療福祉専門学校 医療専門課程　作業療法学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年12月8日 平成17年3月3日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

茨城県 アール医療福祉専門学校 医療専門課程　理学療法学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年12月8日 平成17年3月3日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

茨城県 アール医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　医療秘書学科 平成24年4月1日 ～ 平成30年2月27日 平成25年1月29日 不適合 平成30年2月28日 平成30年2月28日

茨城県 アール医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

茨城県 アール医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　健康スポーツ学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

茨城県 アール医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　福祉医療学科 平成13年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
アール医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　医療秘書学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

茨城県 アール医療福祉専門学校 商業実務専門課程　ＩＴビジネス学科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

茨城県 アール医療福祉専門学校 商業実務専門課程　医療事務学科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

茨城県 アール情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療秘書学科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

茨城県 アール情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　行政ビジネス学科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

茨城県 アール情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報通信学科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

茨城県 アール情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

茨城県 アール福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
アール医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

茨城県 アール福祉専門学校 社会福祉専門課程　健康スポーツ学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
アール医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　健康スポーツ学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

茨城県 アール福祉専門学校 社会福祉専門課程　福祉医療学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
アール医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　福祉医療学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

茨城県 晃陽栄養専門学校 専門課程　栄養士学科 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
晃陽看護栄養専門学校 専門課程　栄養士学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

茨城県 晃陽看護栄養専門学校 医療専門課程　救急救命学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

茨城県 晃陽看護栄養専門学校 看護専門課程　看護学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

茨城県 晃陽看護栄養専門学校 専門課程　栄養士学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

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 平成30年2月28日 ～ 令和1年7月31日 平成30年2月28日
名称変

更
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 令和1年8月1日 令和2年2月29日

茨城県 アジア動物看護理学療法専門学校 文化教養専門課程　動物看護理学療法学科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

茨城県 アジア動物専門学校 文化教養専門課程　動物総合学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

茨城県 アジア動物専門学校 文化教養専門課程　動物理学療法看護学科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月31日 令和4年3月4日 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

茨城県 アジア動物ペットスタイリスト専門学校 文化教養専門課程　ペットスタイリスト学科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27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

茨城県 茨城音楽専門学校 音楽専門課程　音楽科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

茨城県 茨城音楽専門学校 音楽療法専門課程　音楽療法科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

茨城県 茨城県きぬ看護専門学校 専門課程　看護学科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

茨城県 茨城県結城看護専門学校 専門課程　看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

茨城県 茨城県立中央看護専門学院 看護専門課程　看護学科 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
茨城県立中央看護専門学校 看護専門課程　看護学科３年課程 平成16年4月1日 平成17年3月9日

茨城県 茨城県立中央看護専門学校 看護専門課程　看護学科２年課程 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

茨城県 茨城県立中央看護専門学校 看護専門課程　看護学科３年課程 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

茨城県 茨城県立つくば看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

茨城県 茨城県立農業大学校 農業専門課程　園芸学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

茨城県 茨城県立農業大学校 農業専門課程　花き園芸学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

茨城県 茨城県立農業大学校 農業専門課程　果樹園芸学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

茨城県 茨城県立農業大学校 農業専門課程　経営情報学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

茨城県 茨城県立農業大学校 農業専門課程　研究科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

茨城県 茨城県立農業大学校 農業専門課程　畜産学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

茨城県 茨城県立農業大学校 農業専門課程　農学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

茨城県 茨城県立農業大学校 農業専門課程　野菜園芸学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

茨城県 茨城県立水戸看護専門学院 看護専門課程　第一看護学科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

茨城県 茨城県立水戸看護専門学院 看護専門課程　第二看護学科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

茨城県
茨城県理容環境衛生同業組合立茨城県理
容専修学校

理容昼間専門課程　理容科 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
茨城県理容生活衛生同業組合立茨城県
理容専修学校

理容昼間専門課程　理容科 平成12年4月1日 平成17年3月9日

茨城県
茨城県理容生活衛生同業組合立茨城県中
央理容美容専門学校

昼間専門課程　美容科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

茨城県
茨城県理容生活衛生同業組合立茨城県中
央理容美容専門学校

昼間専門課程　理容科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

茨城県
茨城県理容生活衛生同業組合立茨城県理
容専修学校

理容昼間専門課程　理容科 平成12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
茨城県理容生活衛生同業組合立茨城県
中央理容美容専門学校

昼間専門課程　理容科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

茨城県 茨城コンピュータ専門学校 商業専門課程　情報処理科 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
茨城情報専門学校 商業専門課程　情報処理学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

茨城県 茨城コンピュータ専門学校 商業専門課程　情報マネジメント学科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
茨城情報専門学校 商業専門課程　情報マネジメント学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

茨城県 茨城歯科専門学校 歯科医療専門課程　歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

茨城県 茨城歯科専門学校 歯科医療専門課程　歯科技工士科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

茨城県 茨城情報専門学校 商業専門課程　情報処理学科 平成11年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

茨城県 茨城情報専門学校 商業専門課程　情報マネジメント学科 平成11年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

茨城県 いばらき中央福祉専門学校 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
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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

茨城県 いばらきどうぶつ専門学校 商業実務専門課程　愛犬美容学科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

茨城県 いばらきどうぶつ専門学校 商業実務専門課程　家庭犬訓練士学科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

茨城県 茨城北西看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

茨城県 茨城北西看護専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

茨城県 茨城理容美容専門学校 専門課程　美容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

茨城県 茨城理容美容専門学校 専門課程　理容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

茨城県 医療専門学校水戸メディカルカレッジ 医療専門課程　言語聴覚療法学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

茨城県 医療専門学校水戸メディカルカレッジ 医療専門課程　理学療法学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

茨城県 大原医療福祉専門学校水戸校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成27年2月19日 ～ 令和3年3月31日 平成27年2月19日 廃止 令和3年3月31日 令和4年3月4日

茨城県 大原医療福祉専門学校水戸校 商業実務専門課程　医療事務学科 平成27年2月19日 ～ 令和3年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
大原医療ホテル観光専門学校水戸校 商業実務専門課程　医療事務学科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

茨城県 大原医療ホテル観光専門学校水戸校 商業実務専門課程　医療事務学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

茨城県 大原医療ホテル観光専門学校水戸校 商業実務専門課程　ホテル観光学科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

茨城県 大原簿記情報公務員専門学校水戸校 商業実務専門課程　経理本科２年制学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

茨城県 大原簿記情報公務員専門学校水戸校 文化教養専門課程　法律行政科２年制学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

茨城県 関東理工自動車専門学校 工業専門課程　自動車整備科 平成7年1月23日 ～ 平成24年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成24年3月31日 平成30年2月28日

茨城県 関東理工専門学校 工業専門課程　空港自動車科 平成8年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

茨城県 関東理工専門学校 工業専門課程　空調電気設備科 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

茨城県 関東理工専門学校 工業専門課程　航空機体整備科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

茨城県 関東理工専門学校 工業専門課程　航空整備科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

茨城県 関東理工専門学校 工業専門課程　航空操縦科 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
関東理工専門学校 工業専門課程　空港自動車科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

茨城県 関東理工専門学校 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

茨城県 鯉淵学園 専門課程　生活栄養科学科 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

茨城県 鯉淵学園 専門課程　農業経営科学科 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

茨城県 鯉淵学園 専門課程　本科生活栄養科 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

茨城県 鯉淵学園 専門課程　本科農業科 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

茨城県 鯉淵学園農業栄養専門学校 専門課程　アグリビジネス科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

茨城県 鯉淵学園農業栄養専門学校 専門課程　食農環境科 平成22年2月26日 ～ 平成27年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
鯉淵学園農業栄養専門学校 専門課程　アグリビジネス科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

茨城県 鯉淵学園農業栄養専門学校 専門課程　食品栄養科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

茨城県 晃陽看護栄養専門学校 医療専門課程　歯科衛生士学科 令和2年2月29日 ～ 令和2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

茨城県 晃陽看護栄養専門学校 専門課程　グランシェフ学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

茨城県 国立霞ヶ浦病院附属看護学校 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霞ヶ浦医療
センター附属看護学校

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

茨城県 国立水戸病院附属看護学校 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水戸医療セ
ンター附属看護学校

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

茨城県 駿優国際医療ビジネス専門学校 教育社会福祉専門課程　医療ビジネス学科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

茨城県 白土ドレスメーカー専門学校 服装専門課程　洋裁本科昼間部 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

茨城県 白土ドレスメーカー専門学校 服装専門課程　洋裁本科夜間部 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

茨城県 専門学校つくば自動車大学校 工業専門課程　国際自動車整備士科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

茨城県 専門学校つくば自動車大学校 工業専門課程　自動車工学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

茨城県 専門学校つくば自動車大学校 工業専門課程　車体整備士科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

茨城県 専門学校文化デザイナー学院
産業デザイン専門課程　インテリア＆家具クラ
フト学科

令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

茨城県 専門学校文化デザイナー学院
産業デザイン専門課程　インテリアデザイン学
科

平成25年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
専門学校文化デザイナー学院

産業デザイン専門課程　インテリア＆家
具クラフト学科

令和2年4月1日 令和3年2月24日

茨城県 専門学校文化デザイナー学院 産業デザイン専門課程　建築インテリア学科 平成19年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校文化デザイナー学院

産業デザイン専門課程　インテリアデザ
イン学科

平成25年4月1日 平成26年1月28日

茨城県 専門学校文化デザイナー学院 産業デザイン専門課程　建築士学科 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
専門学校文化デザイナー学院

産業デザイン専門課程　雑貨インテリア
学科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

茨城県 専門学校文化デザイナー学院
産業デザイン専門課程　広告プロモーションデ
ザイン学科

平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

茨城県 専門学校文化デザイナー学院 産業デザイン専門課程　雑貨インテリア学科 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
専門学校文化デザイナー学院

産業デザイン専門課程　ショップコー
ディネート学科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

茨城県 専門学校文化デザイナー学院
産業デザイン専門課程　ショップコーディネー
ト学科

平成23年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
専門学校文化デザイナー学院

産業デザイン専門課程　ファッション
コーディネート学科

平成25年4月1日 平成26年1月28日

茨城県 専門学校文化デザイナー学院
産業デザイン専門課程　ファッション＆ブライ
ダルビューティ学科

令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

茨城県 専門学校文化デザイナー学院
産業デザイン専門課程　ファッションコーディ
ネート学科

平成25年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
専門学校文化デザイナー学院

産業デザイン専門課程　ファッション＆
ブライダルビューティ学科

令和3年4月1日 令和4年3月4日

茨城県 専門学校文化デザイナー学院 産業デザイン専門課程　メディアデザイン学科 平成19年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

茨城県 専門学校水戸自動車大学校 工業専門課程　自動車整備学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

茨城県 専門学校水戸自動車大学校 工業専門課程　車体整備学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

茨城県 専門学校水戸ビューティカレッジ 衛生専門課程　総合ビューティ学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

茨城県 専門学校水戸ビューティカレッジ 衛生専門課程　美容学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

茨城県 つくばアジア福祉専門学校 教育社会福祉専門課程　介護福祉学科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

茨城県 筑波医療福祉専門学校 教育社会福祉専門課程　医療事務学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

茨城県 筑波医療福祉専門学校 教育社会福祉専門課程　介護福祉学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

茨城県 つくば栄養医療調理製菓専門学校 専門課程　栄養士学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

茨城県 つくば栄養医療調理製菓専門学校 専門課程　救急救命学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

茨城県 つくば栄養医療調理製菓専門学校 専門課程　専門調理師学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

4 / 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
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変更、廃止、不適合
告示年月日

茨城県 つくば栄養調理製菓専門学校 医療専門課程　救急救命学科 平成22年11月29日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
つくば栄養医療調理製菓専門学校 専門課程　救急救命学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

茨城県 つくば栄養調理製菓専門学校 衛生専門課程　栄養士学科 平成22年11月29日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
つくば栄養医療調理製菓専門学校 専門課程　栄養士学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

茨城県 つくば栄養調理製菓専門学校 衛生専門課程　専門調理師学科 平成22年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
つくば栄養医療調理製菓専門学校 専門課程　専門調理師学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

茨城県 筑波学園看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

茨城県 筑波学園看護専門学校 医療専門課程　第二看護学科 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
筑波学園看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

茨城県 筑波学園高等看護学院 看護専門課程　看護学科 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
筑波学園看護専門学校 医療専門課程　第二看護学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

茨城県 筑波研究学園専門学校 教育・社会福祉専門課程　健康スポーツ学科 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
筑波研究学園専門学校

教育・社会福祉専門課程　健康福祉ス
ポーツ学科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

茨城県 筑波研究学園専門学校 教育・社会福祉専門課程　健康福祉学科 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
筑波研究学園専門学校

教育・社会福祉専門課程　健康スポーツ
学科

平成21年4月1日 平成22年2月26日

茨城県 筑波研究学園専門学校
教育・社会福祉専門課程　健康福祉スポーツ学
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 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

茨城県 筑波研究学園専門学校
教育・社会福祉専門課程　こども未来学科幼児
スポーツコース

平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

茨城県 筑波研究学園専門学校
教育・社会福祉専門課程　こども未来学科幼児
保育コース

平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

茨城県 筑波研究学園専門学校 教育・社会福祉専門課程　幼児保育学科 平成19年2月1日 ～ 平成30年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
筑波研究学園専門学校

教育・社会福祉専門課程　こども未来学
科幼児スポーツコース
教育・社会福祉専門課程 こども未来学

平成30年4月1日 平成31年1月25日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　ＩＴものつくり学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　インターネット通信学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　グラフィックデザイン学科 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
筑波研究学園専門学校 工業専門課程　プロダクトデザイン学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　経営情報学科 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　経営情報学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　経理会計学科 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　経理会計学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　建築学科 平成13年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
筑波研究学園専門学校

工業専門課程　建築環境学科（建築設計
デザインコース）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

茨城県 筑波研究学園専門学校
工業専門課程　建築環境学科（建築設計デザイ
ンコース）

平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

茨城県 筑波研究学園専門学校
工業専門課程　建築環境学科（建築土木施工
コース）

平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　建築デザイン学科 平成15年2月19日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
筑波研究学園専門学校

工業専門課程　建築環境学科（建築土木
施工コース）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　建築デザイン学科 平成8年12月4日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
筑波研究学園専門学校 工業専門課程　建築学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　システム工学科 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
筑波研究学園専門学校 工業専門課程　情報システム工学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　自動車工学科 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
筑波研究学園専門学校 工業専門課程　二級自動車整備工学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

茨城県 筑波研究学園専門学校
工業専門課程　自動車整備工学科車体整備士
コース

平成22年11月29日 ～ 令和3年3月31日 平成22年11月29日 廃止 令和3年3月31日 令和4年3月4日

茨城県 筑波研究学園専門学校
工業専門課程　自動車整備工学科二級整備士
コース

平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　情報システム学科 平成7年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
筑波研究学園専門学校 工業専門課程　システム工学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　情報システム工学科 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
筑波研究学園専門学校 工業専門課程　情報メディア工学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　情報システム工学科 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
筑波研究学園専門学校 工業専門課程　電子情報工学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日
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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

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　情報処理学科 平成12年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　情報処理学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　情報処理学科 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　情報通信学科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　情報デザイン学科 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　情報ビジネス学科 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　情報メディア工学科 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

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　測量情報学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　測量設計学科 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
筑波研究学園専門学校 工業専門課程　測量情報学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　電子機械工学科 平成20年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
筑波研究学園専門学校 工業専門課程　ものつくり学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　電子技術学科 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

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　電子情報工学科 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
筑波研究学園専門学校 工業専門課程　電子機械工学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　電子情報工学科 平成8年4月1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

茨城県 筑波研究学園専門学校
工業専門課程　電子制御（メカトロニクス）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
筑波研究学園専門学校 工業専門課程　電子制御学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　電子制御学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　電子制御学科 平成7年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　電子制御工学科 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
筑波研究学園専門学校 工業専門課程　電子情報工学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

茨城県 筑波研究学園専門学校 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

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　土木環境学科 平成15年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成23年3月31日 平成30年2月28日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　土木工学科 平成13年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
筑波研究学園専門学校 工業専門課程　土木環境学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　土木設計学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
筑波研究学園専門学校 工業専門課程　土木工学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　二級自動車整備工学科 平成19年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
筑波研究学園専門学校

工業専門課程　自動車整備工学科二級整
備士コース

平成23年4月1日 平成23年12月22日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　プロダクトデザイン学科 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
筑波研究学園専門学校

商業実務専門課程　グラフィックデザイ
ン学科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　マルチメディア学科 平成8年12月4日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
筑波研究学園専門学校 工業専門課程　情報処理学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

茨城県 筑波研究学園専門学校 工業専門課程　ものつくり学科 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
筑波研究学園専門学校 工業専門課程　ＩＴものつくり学科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　Ｗｅｂデザイン学科 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

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　医療情報学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　医療情報学科 平成8年12月4日 ～ 平成23年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　医療情報管理学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　医療情報管理学科 平成23年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　医療情報学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　医療秘書学科 平成21年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　医療情報管理学科 平成23年4月1日 平成23年12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

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　医療福祉学科 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
筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　福祉情報学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　行政情報学科 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
筑波研究学園専門学校

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 令和5年1月27日

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　行政情報学科 平成10年12月21日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　公務員受験学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

茨城県 筑波研究学園専門学校 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23年3月31日 令和5年1月27日
名称変

更
筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　グラフィックデザイン学科 平成23年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　流通デザイン学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　経営情報学科 平成27年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成28年2月29日 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　経営情報学科 平成8年4月1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

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　経理会計学科 平成8年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　公務員・ビジネス学科 平成25年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　公務員受験学科 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
筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　行政情報学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　商経情報学科 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
筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　商経トラベル学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　商経トラベル学科 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
筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　商経ビジネス学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　商経ビジネス学科 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
筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　情報経理学科 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
筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　商経情報学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　情報経理学科 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　情報処理学科 平成15年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　経営情報学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　情報秘書学科 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

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　情報メディア学科 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
筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　Ｗｅｂデザイン学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　診療情報管理学科 平成19年2月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　医療情報管理学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成23年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
筑波研究学園専門学校

商業実務専門課程　公務員・ビジネス学
科

平成25年4月1日 平成26年1月28日

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　総合福祉学科 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

茨城県 筑波研究学園専門学校
商業実務専門課程　総合福祉学科介護福祉コー
ス

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
筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　総合福祉学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

茨城県 筑波研究学園専門学校
商業実務専門課程　総合福祉学科福祉情報コー
ス

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
筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　福祉情報学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　福祉情報学科 平成15年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　福祉情報学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　福祉ビジネス学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　福祉ビジネス学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　医療福祉学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　流通・トラベル学科 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

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　流通デザイン学科 平成25年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

茨城県 筑波研究学園専門学校 商業実務専門課程　流通ビジネス学科 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
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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

茨城県 筑波研究学園専門学校 情報系専門課程　経営情報処理学科 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
筑波研究学園専門学校 工業専門課程　経営情報学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

茨城県 筑波研究学園専門学校 情報系専門課程　国際情報学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

茨城県 筑波研究学園専門学校 情報系専門課程　情報経理学科 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
筑波研究学園専門学校 工業専門課程　経理会計学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

茨城県 筑波研究学園専門学校 情報系専門課程　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
筑波研究学園専門学校 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

茨城県 筑波研究学園専門学校 情報系専門課程　情報システム工学科 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
筑波研究学園専門学校 工業専門課程　情報システム工学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

茨城県 筑波研究学園専門学校 情報系専門課程　情報デザイン学科 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
筑波研究学園専門学校 工業専門課程　情報デザイン学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

茨城県 筑波研究学園専門学校 情報系専門課程　情報秘書学科 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
筑波研究学園専門学校 工業専門課程　情報ビジネス学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

茨城県 筑波研究学園専門学校 情報系専門課程　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
筑波研究学園専門学校 工業専門課程　情報処理学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

茨城県 筑波研究学園専門学校 情報系専門課程　電子制御学科 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
筑波研究学園専門学校 工業専門課程　電子制御学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

茨城県 筑波研究学園専門学校 情報系専門課程　電子制御工学科 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
筑波研究学園専門学校 工業専門課程　電子制御工学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

茨城県 つくば国際ペット専門学校 文化・教養課程　通信制ペット学科（１０月） 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

茨城県 つくば国際ペット専門学校 文化・教養課程　通信制ペット学科（４月） 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

茨城県 つくば国際ペット専門学校 文化・教養専門課程　動物管理学科 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
つくば国際ペット専門学校

文化・教養専門課程　ペットビジネス学
科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

茨城県 つくば国際ペット専門学校 文化・教養専門課程　ペットビジネス学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

茨城県 つくば歯科衛生・マイスター専門学校 工業専門課程　自動車整備科 平成20年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

茨城県 つくば歯科衛生・マイスター専門学校 歯科衛生士専門課程　歯科衛生士科 平成17年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
つくば歯科衛生専門学校 歯科衛生士専門課程　歯科衛生士科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

茨城県 つくば歯科衛生専門学校 歯科衛生士専門課程　歯科衛生士科 平成23年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
つくば歯科福祉専門学校 歯科衛生士専門課程　歯科衛生士科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

茨城県 つくば歯科衛生専門学校 歯科衛生士専門課程　歯科衛生士科 平成8年12月4日 ～ 平成17年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
つくば歯科衛生・マイスター専門学校 歯科衛生士専門課程　歯科衛生士科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

茨城県 つくば歯科福祉専門学校 歯科衛生士専門課程　歯科衛生士科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

茨城県 つくば歯科福祉専門学校 保育士専門課程　保育士科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

茨城県 つくば自動車整備専門学校 工業専門課程　国際自動車整備士科 平成30年2月28日 ～ 平成30年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
専門学校つくば自動車大学校 工業専門課程　国際自動車整備士科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

茨城県 つくば自動車整備専門学校 工業専門課程　自動車工学科 平成19年2月1日 ～ 平成30年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校つくば自動車大学校 工業専門課程　自動車工学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

茨城県 つくば自動車整備専門学校 工業専門課程　車体整備士科 平成22年11月29日 ～ 平成30年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
専門学校つくば自動車大学校 工業専門課程　車体整備士科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

茨城県 筑波情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療秘書学科 平成12年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
アール情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療秘書学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

茨城県 筑波情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　行政ビジネス学科 平成12年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
アール情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　行政ビジネス学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

茨城県 筑波情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報通信学科 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
アール情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報通信学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

茨城県 筑波情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成12年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
アール情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

茨城県 筑波情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　マルチメディア学科 平成12年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
筑波情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報通信学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

茨城県 筑波情報ビジネス専門学校 専門課程　医療秘書学科 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
筑波情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療秘書学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日
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茨城県 筑波情報ビジネス専門学校 専門課程　医療福祉学科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
筑波情報ビジネス専門学校 専門課程　医療秘書学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

茨城県 筑波情報ビジネス専門学校 専門課程　行政ビジネス学科 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
筑波情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　行政ビジネス学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

茨城県 筑波情報ビジネス専門学校 専門課程　経営ビジネス科 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
筑波情報ビジネス専門学校 専門課程　総合ビジネス学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

茨城県 筑波情報ビジネス専門学校 専門課程　経営マネジメント学科 平成10年4月1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

茨城県 筑波情報ビジネス専門学校 専門課程　情報経理科 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
筑波情報ビジネス専門学校 専門課程　経営マネジメント学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

茨城県 筑波情報ビジネス専門学校 専門課程　情報処理研究科 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

茨城県 筑波情報ビジネス専門学校 専門課程　情報処理本科 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
筑波情報ビジネス専門学校 専門課程　マルチメディア学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

茨城県 筑波情報ビジネス専門学校 専門課程　総合ビジネス学科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
筑波情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

茨城県 筑波情報ビジネス専門学校 専門課程　秘書科 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
筑波情報ビジネス専門学校 専門課程　医療福祉学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

茨城県 筑波情報ビジネス専門学校 専門課程　マルチメディア学科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
筑波情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　マルチメディア学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

茨城県 筑波総合福祉専門学校 教育社会福祉専門課程　医療福祉学科 平成17年12月26日 ～ 令和2年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
筑波医療福祉専門学校 教育社会福祉専門課程　医療事務学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

茨城県 筑波総合福祉専門学校 教育社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成17年12月26日 ～ 令和2年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
筑波医療福祉専門学校 教育社会福祉専門課程　介護福祉学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

茨城県 つくば調理製菓専門学校 専門課程　専門調理師学科 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
つくば栄養調理製菓専門学校 衛生専門課程　専門調理師学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

茨城県 つくばビジネスカレッジ専門学校 工業専門課程　ＣＧデザイン学科 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
つくばビジネスカレッジ専門学校

工業専門課程　グラフィックデザイン学
科

平成19年4月1日 平成20年2月26日

茨城県 つくばビジネスカレッジ専門学校 工業専門課程　グラフィックデザイン学科 平成19年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
つくばビジネスカレッジ専門学校 工業専門課程　ビジュアルデザイン学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

茨城県 つくばビジネスカレッジ専門学校 工業専門課程　デジタルメディア学科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
つくばビジネスカレッジ専門学校 工業専門課程　ＣＧデザイン学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

茨城県 つくばビジネスカレッジ専門学校 工業専門課程　ビジュアルデザイン学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

茨城県 つくばビジネスカレッジ専門学校 工業専門課程　マルチメディア学科 平成9年11月17日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
つくばビジネスカレッジ専門学校 工業専門課程　デジタルメディア学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

茨城県 つくばビジネスカレッジ専門学校 商業実務専門課程　医療ビジネス学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

茨城県 つくばビジネスカレッジ専門学校 商業実務専門課程　経営ビジネス学科 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
つくばビジネスカレッジ専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

茨城県 つくばビジネスカレッジ専門学校 商業実務専門課程　情報経理学科 平成9年11月17日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
つくばビジネスカレッジ専門学校 商業実務専門課程　情報処理学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

茨城県 つくばビジネスカレッジ専門学校 商業実務専門課程　情報処理学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

茨城県 つくばビジネスカレッジ専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

茨城県 つくばビジネスカレッジ専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成13年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
つくばビジネスカレッジ専門学校 商業実務専門課程　販売ビジネス学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

茨城県 つくばビジネスカレッジ専門学校 商業実務専門課程　販売ビジネス学科 平成19年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
つくばビジネスカレッジ専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

茨城県 つくばビジネスカレッジ専門学校 商業実務専門課程　福祉ビジネス学科 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

茨城県 つくばビジネスカレッジ専門学校 商業実務専門課程　ブライダルビジネス学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

茨城県 つくば福祉専門学校 専門課程　介護福祉科 平成13年3月1日 ～ 平成23年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

茨城県 筑波保育医療専門学校 教育社会福祉専門課程　こども学科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日
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茨城県 筑波保育医療専門学校 教育社会福祉専門課程　幼児保育学科 平成25年1月29日 ～ 令和2年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
筑波保育経理専門学校 教育社会福祉専門課程　こども学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

茨城県 筑波保育医療専門学校 商業実務専門課程　ＩＣＴ学科 平成22年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
筑波保育医療専門学校 専門課程　情報ビジネス学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

茨城県 筑波保育医療専門学校 商業実務専門課程　医療秘書学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

茨城県 筑波保育医療専門学校 商業実務専門課程　オフィス事務管理学科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

茨城県 筑波保育医療専門学校 商業実務専門課程　経理会計学科 平成22年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

茨城県 筑波保育医療専門学校 商業実務専門課程　経理ビジネス学科 平成31年1月25日 ～ 令和2年3月31日 平成31年1月25日
名称変

更
筑波保育経理専門学校 商業実務専門課程　経理ビジネス学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

茨城県 筑波保育医療専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

茨城県 筑波保育医療専門学校 商業実務専門課程　メディカル事務管理学科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

茨城県 筑波保育医療専門学校 専門課程　情報ビジネス学科 平成27年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

茨城県 筑波保育経理専門学校 教育社会福祉専門課程　こども学科 令和2年4月1日 ～ 令和4年3月31日 令和3年2月24日
名称変

更
筑波保育医療専門学校 教育社会福祉専門課程　こども学科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

茨城県 筑波保育経理専門学校 商業実務専門課程　経理ビジネス学科 令和2年4月1日 ～ 令和4年3月31日 令和3年2月24日
名称変

更
筑波保育医療専門学校

商業実務専門課程　オフィス事務管理学
科

令和4年4月1日 令和5年1月27日

茨城県 土浦看護専門学校 医療専門課程　看護学科（２年課程） 平成27年2月19日 ～ 平成30年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

茨城県 土浦看護専門学校 医療専門課程　看護学科（３年課程） 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

茨城県 土浦協同病院附属看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

茨城県 土浦情報経理専門学校 商業実務専門課程　経理会計学科 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
筑波保育医療専門学校 商業実務専門課程　経理会計学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

茨城県 土浦情報経理専門学校 商業実務専門課程　情報処理学科 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
筑波保育医療専門学校 商業実務専門課程　ＩＣＴ学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

茨城県 土浦情報経理専門学校 商業実務専門課程　情報ビジネス学科 平成9年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
土浦情報経理専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

茨城県 土浦情報経理専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成15年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
筑波保育医療専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成22年4月1日 平成23年12月22日

茨城県 土浦情報経理専門学校 商業実務専門課程　福祉医療学科 平成15年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
筑波保育医療専門学校 商業実務専門課程　医療秘書学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

茨城県 土浦情報経理専門学校 商業実務専門課程　福祉ビジネス学科 平成8年12月4日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
土浦情報経理専門学校 商業実務専門課程　福祉医療学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

茨城県 土浦情報経理専門学校 情報経理専門課程　経理会計学科 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
土浦情報経理専門学校 商業実務専門課程　経理会計学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

茨城県 土浦情報経理専門学校 情報経理専門課程　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
土浦情報経理専門学校 商業実務専門課程　情報処理学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

茨城県 土浦情報経理専門学校 情報経理専門課程　情報ビジネス学科 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
土浦情報経理専門学校 商業実務専門課程　情報ビジネス学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

茨城県 土浦情報経理専門学校 情報経理専門課程　秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

茨城県 東海学院文化教養専門学校 専門課程　教養学科 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

茨城県 東海学院文化教養専門学校 専門課程　教養学科（４月入学コース） 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

茨城県 東海学院文化教養専門学校
文化教養専門課程　教養学科（１０月入学コー
ス）

平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

茨城県 東京医科大学霞ヶ浦看護専門学校 看護専門課程　看護科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

茨城県
独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療セ
ンター附属看護学校

看護専門課程　看護学科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成17年3月31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

茨城県
独立行政法人国立病院機構水戸医療セン
ター附属看護学校

看護専門課程　看護学科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
独立行政法人国立病院機構水戸医療セ
ンター附属桜の郷看護学校

看護専門課程　看護学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

茨城県
独立行政法人国立病院機構水戸医療セン
ター附属桜の郷看護学校

看護専門課程　看護学科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

茨城県 取手歯科衛生専門学校 歯科衛生士専門課程　歯科衛生士科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

茨城県 中川学園調理技術専門学校 調理専門課程　調理技術専門学科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

茨城県 成田航空専門学校 工業専門課程　空港サポート科 平成23年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
成田つくば航空専門学校 工業専門課程　空港サポート科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

茨城県 成田航空専門学校 工業専門課程　航空運航システム科 平成23年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

茨城県 成田航空専門学校 工業専門課程　航空技術科 平成23年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

茨城県 成田航空専門学校 工業専門課程　航空機体整備科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
成田航空専門学校 工業専門課程　航空技術科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

茨城県 成田航空専門学校 工業専門課程　航空サポート科 平成16年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
成田航空専門学校 工業専門課程　空港サポート科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

茨城県 成田航空専門学校 工業専門課程　航空整備科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
成田つくば航空専門学校 工業専門課程　航空整備科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

茨城県 成田航空専門学校 工業専門課程　航空操縦科 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

茨城県 成田航空専門学校 工業専門課程　航空電子科 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
成田航空専門学校 工業専門課程　航空電子整備科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

茨城県 成田航空専門学校 工業専門課程　航空電子整備科 平成16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

茨城県 成田航空専門学校 工業専門課程　航空ビジネス科 平成23年12月22日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

茨城県 成田航空専門学校 工業専門課程　航空保安科 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
成田航空専門学校 工業専門課程　航空保安システム科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

茨城県 成田航空専門学校 工業専門課程　航空保安システム科 平成16年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
成田航空専門学校 工業専門課程　航空運航システム科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

茨城県 成田航空専門学校 工業専門課程　航空輸送科 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
成田航空専門学校 工業専門課程　航空サポート科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

茨城県 成田航空専門学校 工業専門課程　ヘリコプタ整備科 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

茨城県 成田国際航空専門学校 工業専門課程　グランドサポート学科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

茨城県 成田国際航空専門学校 工業専門課程　航空整備学科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

茨城県 成田国際航空専門学校 商業実務専門課程　国際ビジネス学科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

茨城県 成田つくば航空専門学校 工業専門課程　エアラインサービス学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成31年1月25日 廃止 平成31年3月31日 令和5年1月27日

茨城県 成田つくば航空専門学校 工業専門課程　空港サポート科 平成25年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
成田つくば航空専門学校 工業専門課程　航空ビジネス学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

茨城県 成田つくば航空専門学校 工業専門課程　グランドサポート学科 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
成田国際航空専門学校 工業専門課程　グランドサポート学科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

茨城県 成田つくば航空専門学校 工業専門課程　航空工学科（２年制） 平成28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5年1月27日

茨城県 成田つくば航空専門学校 工業専門課程　航空工学科（３年制） 平成28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5年1月27日

茨城県 成田つくば航空専門学校 工業専門課程　航空システム学科（２年制） 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
成田つくば航空専門学校 工業専門課程　航空工学科（２年制） 平成28年4月1日 平成30年2月28日

茨城県 成田つくば航空専門学校 工業専門課程　航空システム学科（３年制） 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
成田つくば航空専門学校 工業専門課程　航空工学科（３年制） 平成28年4月1日 平成30年2月28日

茨城県 成田つくば航空専門学校 工業専門課程　航空整備科 平成25年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
成田つくば航空専門学校 工業専門課程　航空整備学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日
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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

茨城県 成田つくば航空専門学校 工業専門課程　航空整備学科 平成27年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
成田国際航空専門学校 工業専門課程　航空整備学科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

茨城県 成田つくば航空専門学校 工業専門課程　航空ビジネス学科 平成27年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
成田つくば航空専門学校

工業専門課程　エアラインサービス学科
工業専門課程　グランドサポート学科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

茨城県 日本医療秘書専門学校 専門課程　医療情報科 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30年2月28日

茨城県 日本医療秘書専門学校 専門課程　医療秘書科 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30年2月28日

茨城県 日本危機管理専門学校 危機管理専門課程　危機管理学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

茨城県 日本危機管理専門学校 動物医療専門課程　動物医療学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成30年2月28日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

茨城県 日本グローバルビジネス専門学校
商業ビジネス専門課程　言語・ビジネス学科Ⅰ
部

令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

茨城県 日本グローバルビジネス専門学校
商業ビジネス専門課程　言語・ビジネス学科Ⅱ
部

令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

茨城県 日本グローバルビジネス専門学校 商業ビジネス専門課程　国際ビジネス学科Ⅰ部 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

茨城県 日本グローバルビジネス専門学校 商業ビジネス専門課程　国際ビジネス学科Ⅱ部 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

茨城県 日本グローバルビジネス専門学校
商業ビジネス専門課程　ビジネスマネジメント
学科Ⅰ部

令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

茨城県 日本グローバルビジネス専門学校
商業ビジネス専門課程　ビジネスマネジメント
学科Ⅱ部

令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

茨城県 日本生物資源危機管理専門学校 生物資源危機管理専門課程　危機管理学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
日本危機管理専門学校 危機管理専門課程　危機管理学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

茨城県 日本生物資源危機管理専門学校 生物資源危機管理専門課程　生物資源学科 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
日本生物資源危機管理専門学校

生物資源危機管理専門課程　危機管理学
科

平成28年4月1日 平成30年2月28日

茨城県 日本生物資源危機管理専門学校 動物医療専門課程　動物医療学科 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
日本危機管理専門学校 動物医療専門課程　動物医療学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

茨城県 日本生物資源専門学校 生物資源専門課程　生物資源学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
日本生物資源危機管理専門学校

生物資源危機管理専門課程　生物資源学
科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

茨城県 日本生物資源専門学校 動物医療専門課程　動物医療学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
日本生物資源危機管理専門学校 動物医療専門課程　動物医療学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

茨城県 日本農業実践学園 専門課程　経営部本科 平成7年1月23日 ～ 平成24年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本農業実践学園 専門課程　本科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

茨城県 日本農業実践学園 専門課程　生活部本科 平成7年1月23日 ～ 平成24年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本農業実践学園 専門課程　本科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

茨城県 日本農業実践学園 専門課程　農業専門士科 平成31年4月1日 ～ 令和3年2月24日

茨城県 日本農業実践学園 専門課程　本科 平成24年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
日本農業実践学園 専門課程　農業専門士科 平成31年4月1日 令和3年2月24日

茨城県 白十字看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

茨城県 白十字看護専門学校 看護専門課程　看護科 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
白十字看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

茨城県 箱田ドレスメーカー専門学校 服飾専門課程　服飾本科 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30年2月28日

茨城県 東日本情報専門学校 商業実務専門課程　情報貿易実務学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

茨城県 日立高等技芸専門学校 家政専門課程　洋裁科昼間部 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

茨城県 日立高等技芸専門学校 家政専門課程　洋裁科夜間部 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

茨城県 日立高等技芸専門学校 家政専門課程　和裁科昼間部 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

茨城県 日立高等技芸専門学校 家政専門課程　和裁科夜間部 平成8年12月4日 ～ 平成8年12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

茨城県 日立製作所日立看護専門学校 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

茨城県 日立製作所日立看護専門学校 専門課程　看護学科 平成8年12月4日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
日立製作所日立看護専門学校 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

茨城県 日立メディカルセンター看護専門学校 看護専門課程　看護学科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

茨城県 日立メディカルセンター看護専門学校 看護専門課程　第１看護学科 令和3年2月24日 ～ 令和4年3月31日 令和3年2月24日
名称変

更
日立メディカルセンター看護専門学校 看護専門課程　看護学科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

茨城県 日立メディカルセンター看護専門学校 看護専門課程　第２看護学科 令和2年4月1日 ～ 令和4年3月31日 令和3年2月24日 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

茨城県 日立メディカルセンター看護専門学校 専門課程　看護学科 平成21年2月27日 ～ 令和2年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
日立メディカルセンター看護専門学校 看護専門課程　第２看護学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

茨城県 古河コンピュータ専門学校 情報処理専門課程　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
古河テクノビジネス専門学校 情報処理専門課程　ＯＡビジネス科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

茨城県 古河コンピュータ専門学校 情報処理専門課程　情報システム工学科 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
古河テクノビジネス専門学校 情報処理専門課程　情報システム工学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

茨城県 古河テクノビジネス専門学校 工業専門課程　情報システム工学科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月9日

茨城県 古河テクノビジネス専門学校 工業専門課程　デジタルクリエイト学科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月9日

茨城県 古河テクノビジネス専門学校 工業専門課程　ビジネスＩＴ学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

茨城県 古河テクノビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療ビジネス学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

茨城県 古河テクノビジネス専門学校 情報処理専門課程　ＯＡビジネス科 平成9年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
古河テクノビジネス専門学校 工業専門課程　デジタルクリエイト学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

茨城県 古河テクノビジネス専門学校 情報処理専門課程　情報システム工学科 平成9年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
古河テクノビジネス専門学校 工業専門課程　情報システム工学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

茨城県 文化学院芸術工科専門学校
産業デザイン専門課程　ＣＧクリエイション学
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
文化学院芸術工科専門学校

産業デザイン専門課程　コンピュータグ
ラフィックス学科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

茨城県 文化学院芸術工科専門学校
産業デザイン専門課程　インターネットスペ
シャリスト学科

平成14年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
文化学院芸術工科専門学校

産業デザイン専門課程　メディアデザイ
ン学科

平成16年4月1日 平成17年12月26日

茨城県 文化学院芸術工科専門学校 産業デザイン専門課程　建築インテリア学科 平成14年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校文化デザイナー学院

産業デザイン専門課程　建築インテリア
学科

平成19年4月1日 平成20年2月26日

茨城県 文化学院芸術工科専門学校 産業デザイン専門課程　建築士学科 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
専門学校文化デザイナー学院 産業デザイン専門課程　建築士学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

茨城県 文化学院芸術工科専門学校
産業デザイン専門課程　建築スペースデザイン
学科

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
文化学院芸術工科専門学校

産業デザイン専門課程　建築インテリア
学科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

茨城県 文化学院芸術工科専門学校
産業デザイン専門課程　広告プロモーションデ
ザイン学科

平成10年12月21日 ～ 平成19年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校文化デザイナー学院

産業デザイン専門課程　広告プロモー
ションデザイン学科

平成19年4月1日 平成20年2月26日

茨城県 文化学院芸術工科専門学校
産業デザイン専門課程　コンピュータグラ
フィックス学科

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

茨城県 文化学院芸術工科専門学校 産業デザイン専門課程　マルチメディア学科 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
文化学院芸術工科専門学校

産業デザイン専門課程　インターネット
スペシャリスト学科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

茨城県 文化学院芸術工科専門学校
産業デザイン専門課程　マルチメディアデザイ
ン学科

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
文化学院芸術工科専門学校

産業デザイン専門課程　マルチメディア
学科

平成12年4月1日 平成13年3月8日

茨城県 文化学院芸術工科専門学校 産業デザイン専門課程　メディアデザイン学科 平成16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
専門学校文化デザイナー学院

産業デザイン専門課程　メディアデザイ
ン学科

平成19年4月1日 平成20年2月26日

茨城県 文化学院芸術工科専門学校 産業デザイン専門課程　メディアデザイン学科 平成7年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

茨城県 文化学院芸術工科専門学校
ファッション専門課程　ファッションライフデ
ザイン学科

平成7年4月1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

茨城県 盈科美容専門学校 介護福祉専門課程　介護福祉科 平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成24年3月31日 平成27年2月19日

茨城県 盈科美容専門学校 美容専門課程　美容科 平成24年4月1日 ～ 平成28年2月29日

茨城県 盈科美容専門学校 理容美容専門課程　美容科 平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
盈科美容専門学校 美容専門課程　美容科 平成24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

茨城県 盈科美容専門学校 理容美容専門課程　理容科 平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成24年3月31日 平成27年2月19日

茨城県 水戸看護福祉専門学校 医療専門課程　看護学科（３年課程） 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

茨城県 水戸看護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成26年4月1日 ～ 平成30年2月28日

茨城県 水戸教育福祉専門学校 専門課程　介護福祉科 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

茨城県 水戸教育福祉専門学校 専門課程　社会福祉科 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

茨城県 水戸経理専門学校 経理専門課程　医療秘書学科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
水戸経理専門学校 商業実務専門課程　医療秘書学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

茨城県 水戸経理専門学校 経理専門課程　経営経理学科 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
水戸経理専門学校 商業実務専門課程　経営経理学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

茨城県 水戸経理専門学校 経理専門課程　経営情報学科 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
水戸経理専門学校 商業実務専門課程　経営情報学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

茨城県 水戸経理専門学校 経理専門課程　情報経理学科 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
水戸経理専門学校 商業実務専門課程　情報経理学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

茨城県 水戸経理専門学校 商業実務専門課程　医療秘書学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月8日

茨城県 水戸経理専門学校 商業実務専門課程　行政情報学科 平成19年4月1日 ～ 平成21年2月27日

茨城県 水戸経理専門学校 商業実務専門課程　経営経理学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月8日

茨城県 水戸経理専門学校 商業実務専門課程　経営情報学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月8日

茨城県 水戸経理専門学校 商業実務専門課程　情報学科 平成13年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

茨城県 水戸経理専門学校 商業実務専門課程　情報経理学科 平成12年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
水戸経理専門学校 商業実務専門課程　行政情報学科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

茨城県 水戸経理専門学校 商業実務専門課程　診療情報管理学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

茨城県 水戸経理専門学校 商業実務専門課程　文化ビジネス学科 平成22年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成24年3月31日 平成30年2月28日

茨城県 水戸経理専門学校
商業実務専門課程　マルチメディアビジネス学
科

平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
水戸経理専門学校 商業実務専門課程　情報学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

茨城県 水戸高等簿記専門学校 専門課程　経理学科 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

茨城県 水戸コンピュータ専門学校 専門課程　情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

茨城県 水戸コンピュータ専門学校 専門課程　情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

茨城県 水戸コンピュータ専門学校 専門課程　情報ビジネス科 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

茨城県 水戸市医師会看護専門学院 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

茨城県 水戸自動車整備専門学校 工業専門課程　自動車整備学科 平成13年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校水戸自動車大学校 工業専門課程　自動車整備学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

茨城県 水戸スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程　医療・福祉ビジネス科 平成14年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

茨城県 水戸スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程　国際観光ビジネス科 平成14年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

茨城県 水戸スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程　ビジネスコンピュータ科 平成14年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

茨城県 水戸スクールオブビジネス ビジネス専門課程　医療秘書科 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
水戸スクール・オブ・ビジネス

ビジネス専門課程　医療・福祉ビジネス
科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

茨城県 水戸スクールオブビジネス ビジネス専門課程　国際観光ビジネス科 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
水戸スクール・オブ・ビジネス ビジネス専門課程　国際観光ビジネス科 平成14年4月1日 平成15年2月19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

茨城県 水戸スクールオブビジネス ビジネス専門課程　国際情報秘書科 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
水戸スクールオブビジネス ビジネス専門課程　国際ビジネス科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

茨城県 水戸スクールオブビジネス ビジネス専門課程　国際ビジネス科 平成8年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

茨城県 水戸スクールオブビジネス ビジネス専門課程　コンピュータ科 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
水戸スクールオブビジネス

ビジネス専門課程　ビジネスコンピュー
タ科

平成8年4月1日 平成8年12月4日

茨城県 水戸スクールオブビジネス ビジネス専門課程　ビジネスコンピュータ科 平成8年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
水戸スクール・オブ・ビジネス

ビジネス専門課程　ビジネスコンピュー
タ科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

茨城県 水戸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10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
水戸赤十字看護専門学校 専門課程　看護学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

茨城県 水戸赤十字看護専門学校 専門課程　看護学科 平成10年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

茨城県 水戸総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成21年2月27日 ～ 平成26年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
水戸看護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成26年4月1日 平成30年2月28日

茨城県 水戸調理師専門学校 調理師専門課程　調理師科昼間部（２年制） 平成17年12月26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

茨城県 水戸電子自動車整備専門学校 工業専門課程　自動車整備学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
水戸自動車整備専門学校 工業専門課程　自動車整備学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

茨城県 水戸電子自動車整備専門学校 工業専門課程　情報経営学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
水戸電子専門学校 工業専門課程　情報経営学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

茨城県 水戸電子自動車整備専門学校 工業専門課程　情報処理学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
水戸電子専門学校 工業専門課程　情報処理学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

茨城県 水戸電子自動車整備専門学校 工業専門課程　電子情報学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
水戸電子専門学校 工業専門課程　電子情報学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

茨城県 水戸電子自動車整備専門学校 工業専門課程　マルチメディア学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
水戸電子専門学校 工業専門課程　マルチメディア学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

茨城県 水戸電子専門学校 工業専門課程　情報技術学科 平成14年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
水戸電子専門学校 工業専門課程　情報メディア学科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

茨城県 水戸電子専門学校 工業専門課程　情報経営学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

茨城県 水戸電子専門学校 工業専門課程　情報システム学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

茨城県 水戸電子専門学校 工業専門課程　情報処理学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

茨城県 水戸電子専門学校 工業専門課程　情報メディア学科 平成16年4月1日 ～ 平成17年12月26日

茨城県 水戸電子専門学校 工業専門課程　電子情報学科 平成13年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

茨城県 水戸電子専門学校 工業専門課程　マルチメディア学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
水戸電子専門学校 工業専門課程　情報技術学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

茨城県 水戸電子専門学校 情報専門課程　医療情報学科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
水戸電子自動車整備専門学校 工業専門課程　マルチメディア学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

茨城県 水戸電子専門学校 情報専門課程　国際情報学科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
水戸電子専門学校 情報専門課程　医療情報学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

茨城県 水戸電子専門学校 情報専門課程　情報経営学科 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
水戸電子自動車整備専門学校 工業専門課程　情報経営学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

茨城県 水戸電子専門学校 情報専門課程　情報処理学科 平成9年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
水戸電子自動車整備専門学校 工業専門課程　情報処理学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

茨城県 水戸電子専門学校 情報専門課程　電子情報学科 平成9年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
水戸電子自動車整備専門学校 工業専門課程　電子情報学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

茨城県 水戸電子専門学校 電子情報専門課程　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
水戸電子専門学校 情報専門課程　情報処理学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

茨城県 水戸電子専門学校 電子情報専門課程　電子情報学科 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
水戸電子専門学校 情報専門課程　電子情報学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

茨城県 水戸日建工科専門学校 工業専門課程　インテリアデザイン科 平成22年2月26日 ～ 平成27年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
水戸日建工科専門学校

工業専門課程　建築インテリアデザイン
科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

茨城県 水戸日建工科専門学校 工業専門課程　建築ＣＡＤ技術科 平成22年11月29日 ～ 平成23年1月9日 平成22年11月29日
名称変

更
水戸日建工科専門学校 工業専門課程　建築ＣＡＤビジネス学科 平成23年1月10日 平成23年12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

茨城県 水戸日建工科専門学校 工業専門課程　建築ＣＡＤ設計科 平成12年2月8日 ～ 平成20年4月17日 平成12年2月8日
名称変

更
水戸日建工科専門学校 工業専門課程　建築設計科 平成20年4月18日 平成21年2月27日

茨城県 水戸日建工科専門学校 工業専門課程　建築ＣＡＤビジネス学科 平成23年1月10日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

茨城県 水戸日建工科専門学校 工業専門課程　建築インテリアデザイン科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

茨城県 水戸日建工科専門学校 工業専門課程　建築設計科 平成20年4月18日 ～ 平成21年2月27日

茨城県 水戸美容専門学校 美容専門課程　美容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

茨城県 宮本看護専門学校 専門課程　看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

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　介護ふくし学科 平成28年4月1日 ～ 平成30年2月28日

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　健康スポーツ学科 平成28年4月1日 ～ 平成30年2月28日

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 平成28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
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）

平成30年4月1日 令和2年2月29日

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（２年制） 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

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（３年制） 平成30年4月1日 ～ 令和2年2月29日

茨城県 リリー造形芸術専門学校 服装専門課程　インテリアデザイン科 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
文化学院芸術工科専門学校

産業デザイン専門課程　建築スペースデ
ザイン学科

平成7年4月1日 平成7年11月30日

茨城県 リリー造形芸術専門学校 服装専門課程　グラフィックデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
文化学院芸術工科専門学校

産業デザイン専門課程　メディアデザイ
ン学科

平成7年4月1日 平成7年11月30日

茨城県 リリー造形芸術専門学校 服装専門課程　ファッションアート科 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
文化学院芸術工科専門学校

ファッション専門課程　ファッションラ
イフデザイン学科

平成7年4月1日 平成7年11月30日

茨城県 リリー保育福祉専門学校 保育福祉専門課程　介護ふくし学科 平成20年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
リリーこども＆スポーツ専門学校 保育福祉専門課程　介護ふくし学科 平成28年4月1日 平成30年2月28日

茨城県 リリー保育福祉専門学校 保育福祉専門課程　健康運動士学科 平成11年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
リリー保育福祉専門学校 保育福祉専門課程　健康スポーツ学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

茨城県 リリー保育福祉専門学校 保育福祉専門課程　健康スポーツ学科 平成20年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
リリーこども＆スポーツ専門学校 保育福祉専門課程　健康スポーツ学科 平成28年4月1日 平成30年2月28日

茨城県 リリー保育福祉専門学校 保育福祉専門課程　健康スポーツ学科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
リリー保育福祉専門学校 保育福祉専門課程　健康運動士学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

茨城県 リリー保育福祉専門学校 保育福祉専門課程　こども未来学科 平成21年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
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 平成28年4月1日 平成30年2月28日

茨城県 リリー保育福祉専門学校 保育福祉専門課程　福祉学科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
リリー保育福祉専門学校 保育福祉専門課程　介護ふくし学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

茨城県 リリー保育福祉専門学校 保育福祉専門課程　保育学科 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
リリー保育福祉専門学校 保育福祉専門課程　こども未来学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

茨城県 技友ビューティ福祉専門学校 介護福祉専門課程　介護福祉科 平成14年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
盈科美容専門学校 介護福祉専門課程　介護福祉科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

茨城県 技友ビューティ福祉専門学校 理容美容専門課程　美容科 平成14年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
盈科美容専門学校 理容美容専門課程　美容科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

茨城県 技友ビューティ福祉専門学校 理容美容専門課程　理容科 平成14年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
盈科美容専門学校 理容美容専門課程　理容科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

茨城県 技友理容美容介護福祉専門学校 介護福祉専門課程　介護福祉科 平成8年12月4日 ～ 平成14年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
技友ビューティ福祉専門学校 介護福祉専門課程　介護福祉科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

茨城県 技友理容美容介護福祉専門学校 理容美容専門課程　美容科 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
技友ビューティ福祉専門学校 理容美容専門課程　美容科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

茨城県 技友理容美容介護福祉専門学校 理容美容専門課程　理容科 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
技友ビューティ福祉専門学校 理容美容専門課程　理容科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

16 / 16 ページ


