
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

群馬県 ＩＳＴ専門学校 工業専門課程　情報システム科 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

群馬県 ＩＳＴ専門学校 商業実務専門課程　経営システム科 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

群馬県 ＮＩＰＰＯＮアントレプレナー専門学校 商業実務専門課程　アントレプレナー学科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

群馬県 ＮＩＰＰＯＮおもてなし専門学校 商業実務専門課程　おもてなし学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

群馬県 ＮＩＰＰＯＮおもてなし専門学校高山校 商業実務専門課程　おもてなし学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年4月30日 平成31年1月25日
名称変

更
NIPPONおもてなし専門学校東京デュア
ラー校

商業実務専門課程　おもてなし学科 令和1年5月1日 令和2年2月29日

群馬県
ＮＩＰＰＯＮおもてなし専門学校東京
デュアラー校

商業実務専門課程　おもてなし学科 令和1年5月1日 ～ 令和2年2月29日

群馬県
ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合太田高等看護
学院

医療専門課程　看護学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

群馬県 アーツサウンドビジュアル専門学校
文化・教養専門課程　ビジュアル・サウンド学
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
アーツサウンドビジュアル専門学校

文化・教養専門課程　ビジュアル・ムー
ビークリエイター学科

令和2年4月1日 令和3年2月24日

群馬県 アーツサウンドビジュアル専門学校
文化・教養専門課程　ビジュアル・ムービーク
リエイター学科

令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

群馬県 アーツサウンドビジュアル専門学校 文化・教養専門課程　舞台音響照明学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

群馬県 アーツサウンドビジュアル専門学校 文化・教養専門課程　ライブ・イベント学科 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
アーツサウンドビジュアル専門学校

文化・教養専門課程　ライブ・イベント
プランナー学科

令和2年4月1日 令和3年2月24日

群馬県 アーツサウンドビジュアル専門学校
文化・教養専門課程　ライブ・イベントプラン
ナー学科

令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

群馬県 育英メディカル専門学校 医療専門課程　柔道整復学科（昼間部） 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

群馬県 育英メディカル専門学校 医療専門課程　柔道整復学科（夜間部） 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

群馬県 育英メディカル専門学校 医療専門課程　鍼灸学科（昼間部） 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

群馬県 育英メディカル専門学校 医療専門課程　鍼灸学科（夜間部） 平成21年2月27日 ～ 平成28年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成28年3月31日 平成30年2月28日

群馬県 伊勢崎敬愛看護学院 看護専門課程　看護学科 平成17年12月26日 ～ 平成27年4月8日 平成17年12月26日
名称変

更
一般社団法人伊勢崎佐波医師会立伊勢
崎敬愛看護学院

看護専門課程　看護学科（３年課程） 平成27年4月9日 平成28年2月29日

群馬県 伊勢崎美容専門学校 美容専門課程　美容学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

群馬県
一般社団法人伊勢崎佐波医師会立伊勢崎
敬愛看護学院

看護専門課程　看護学科（３年課程） 平成27年4月9日 ～ 平成28年2月29日

群馬県
ウェディング・ホテル＆ツーリズム専門
学校

商業実務専門課程　ウェディングスタイリスト
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

群馬県
ウェディング・ホテル＆ツーリズム専門
学校

商業実務専門課程　ウェディングプランナー学
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
ウェディング・ホテル＆ツーリズム専
門学校

商業実務専門課程　ホスピタリティマネ
ジメント学科

令和4年4月1日 令和5年1月27日

群馬県
ウェディング・ホテル＆ツーリズム専門
学校

商業実務専門課程　葬祭ディレクター学科 令和3年2月24日 ～ 令和4年3月31日 令和3年2月24日 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

群馬県
ウェディング・ホテル＆ツーリズム専門
学校

商業実務専門課程　トラベル・ハネムーン学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日 令和2年2月29日 廃止 令和2年3月31日 令和3年2月24日

群馬県
ウェディング・ホテル＆ツーリズム専門
学校

商業実務専門課程　ブライダル・ウエディング
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
ウェディング・ホテル＆ツーリズム専
門学校

商業実務専門課程　ウェディングプラン
ナー学科

令和2年4月1日 令和3年2月24日

群馬県
ウェディング・ホテル＆ツーリズム専門
学校

商業実務専門課程　ホスピタリティマネジメン
ト学科

令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

群馬県
ウェディング・ホテル＆ツーリズム専門
学校

商業実務専門課程　ホテル・旅館・リゾート学
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 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

群馬県 大泉文化服装専門学校 服装専門課程　服装学科１部 平成8年12月4日 ～ 平成29年7月31日 平成8年12月4日 廃止 平成29年7月31日 平成30年2月28日

群馬県 大泉保育福祉専門学校 社会福祉専門課程　福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23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

群馬県 大泉保育福祉専門学校 保育専門課程　保育科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

群馬県 大泉保育福祉専門学校 保育専門課程　保育科夜間部 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

群馬県 太田医療技術専門学校 医療専門課程　医療事務管理学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

群馬県 太田医療技術専門学校 医療専門課程　看護学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

群馬県 太田医療技術専門学校 医療専門課程　救急救命学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

群馬県 太田医療技術専門学校 医療専門課程　歯科衛生学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

群馬県 太田医療技術専門学校 医療専門課程　理学療法学科（夜間部） 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

群馬県 太田医療技術専門学校 医療専門課程　臨床工学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

群馬県 太田医療技術専門学校 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

群馬県 太田看護専門学校 看護師養成専門課程　看護学科 平成14年4月1日 ～ 令和2年7月20日 平成15年2月19日 廃止 令和2年7月20日 令和4年3月4日

群馬県 太田看護専門学校 看護婦（士）養成専門課程　看護学科 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 看護師養成専門課程　看護学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

群馬県 太田自動車整備専門学校 工業専門課程　自動車整備学科 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校太田自動車大学校 工業専門課程　自動車整備学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

群馬県 太田情報商科専門学校 教育・社会福祉専門課程　総合学科（２年制） 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

群馬県 太田情報商科専門学校 教育・社会福祉専門課程　総合学科（３年制） 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

群馬県 太田情報商科専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育学科 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

群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程　ＣＡＤエンジニア学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程　ＣＡＤ学科 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
太田情報商科専門学校 工業専門課程　ＣＡＤエンジニア学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

群馬県 太田情報商科専門学校
工業専門課程　Digitalコンピュータグラ
フィックス学科

平成13年3月1日 ～ 平成24年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
太田情報商科専門学校 工業専門課程　デジタルデザイン学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

群馬県 太田情報商科専門学校
工業専門課程　Digitalコンピュータグラ
フィックス専攻学科

平成14年2月27日 ～ 平成25年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
太田情報商科専門学校

工業専門課程　デジタルデザイン学科
（３年制）

平成25年4月1日 平成26年1月28日

群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程　ＩＴエキスパート学科 平成16年2月17日 ～ 平成24年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程　ゲームクリエイタ学科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

群馬県 太田情報商科専門学校
工業専門課程　ゲームクリエイタ学科（３年
制）

平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程　ゲームクリエイタ専攻学科 平成12年2月8日 ～ 平成25年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
太田情報商科専門学校

工業専門課程　ゲームクリエイタ学科
（３年制）

平成25年4月1日 平成26年1月28日

群馬県 太田情報商科専門学校
工業専門課程　ゲームクリエイタ専攻学科ゲー
ムスペシャリストコース

平成13年3月1日 ～ 平成22年11月28日 平成13年3月8日 不適合 平成22年11月29日 平成22年11月29日

群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程　システム管理学科 平成10年12月21日 ～ 平成21年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程　情報工学科 平成8年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
太田情報商科専門学校 工業専門課程　情報システム学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程　情報工学専攻学科 平成10年12月21日 ～ 平成24年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
太田情報商科専門学校 工業専門課程　情報システム専攻学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程　情報システム学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程　情報システム学科（３年制） 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

2 / 17 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

群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程　情報システム専攻学科 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
太田情報商科専門学校

工業専門課程　情報システム学科（３年
制）

平成25年4月1日 平成26年1月28日

群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程　情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
太田情報商科専門学校

工業専門課程　情報工学科
工業専門課程　ロボット工学科

平成8年4月1日 平成8年12月4日

群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程　デザイン学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程　デザイン学科（３年制） 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程　デジタルデザイン学科 平成24年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
太田情報商科専門学校 工業専門課程　デザイン学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

群馬県 太田情報商科専門学校
工業専門課程　デジタルデザイン学科（３年
制）

平成25年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
太田情報商科専門学校 工業専門課程　デザイン学科（３年制） 平成31年4月1日 令和2年2月29日

群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程　マルチメディア学科 平成12年2月8日 ～ 平成24年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程　マルチメディア専攻学科 平成15年2月19日 ～ 平成22年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

群馬県 太田情報商科専門学校 工業専門課程　ロボット工学科 平成8年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　ＯＡ秘書学科 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
太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　オフィス秘書学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　ＯＡ秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　医療・秘書学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　医療・秘書学科 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
太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　医療秘書学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　医療秘書学科 平成14年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　秘書学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　オフィス秘書学科 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25年1月29日

群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　会計ビジネス学科 平成8年4月1日 ～ 平成8年12月4日

群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　会計ビジネス専攻学科 平成10年12月21日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　観光学科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　経営情報学科 平成12年2月8日 ～ 平成23年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　経営ビジネス学科 平成8年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　健康スポーツ学科 平成25年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　公務員Ⅱ学科 平成10年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
太田情報商科専門学校

商業実務専門課程　公務員学科（２年
制）

平成24年4月1日 平成25年1月29日

群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　公務員学科 平成8年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　公務員Ⅱ学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　公務員学科（２年制） 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　情報ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
太田情報商科専門学校

商業実務専門課程　会計ビジネス学科
商業実務専門課程　経営ビジネス学科
商業実務専門課程 公務員学科

平成8年4月1日 平成8年12月4日

群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　スポーツアクティブ学科 平成14年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　健康スポーツ学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　スポーツビジネス学科 平成9年11月17日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
太田情報商科専門学校

商業実務専門課程　スポーツアクティブ
学科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　総合学科 平成12年2月8日 ～ 平成26年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
太田情報商科専門学校

教育・社会福祉専門課程　総合学科（２
年制）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　総合学科（３年制） 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
太田情報商科専門学校

教育・社会福祉専門課程　総合学科（３
年制）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　総合専攻学科 平成13年3月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
太田情報商科専門学校

商業実務専門課程　総合専攻学科（総合
カリキュラムＳコース）

平成18年4月1日 平成19年2月22日
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群馬県 太田情報商科専門学校
商業実務専門課程　総合専攻学科（総合カリ
キュラムＳコース）

平成18年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　総合学科（３年制） 平成25年4月1日 平成26年1月28日

群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　トラベルサービス学科 平成11年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　観光学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

群馬県 太田情報商科専門学校
商業実務専門課程　トラベルサービス学科ホテ
ルレストランコース

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
太田情報商科専門学校

商業実務専門課程　トラベルサービス学
科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

群馬県 太田情報商科専門学校 商業実務専門課程　秘書学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

群馬県 太田情報商科専門学校 調理師専門課程　おもてなし調理学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

群馬県 太田動物専門学校 商業実務専門課程　ペットビジネス学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

群馬県 大原スポーツ公務員専門学校高崎校 文化・教養専門課程　公務員学科（２年制） 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

群馬県 大原スポーツ公務員専門学校高崎校 文化・教養専門課程　スポーツ学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

群馬県 大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校 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
大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専
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27年2月19日

群馬県 大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校 商業実務専門課程　経理本科２年制学科 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
大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専
門学校

商業実務専門課程　経理本科２年制学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

群馬県
大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門
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 ～ 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

群馬県
大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門
学校

教育・社会福祉専門課程　こども保育学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

群馬県
大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門
学校

商業実務専門課程　経理本科２年制学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

群馬県 岡本文化服装専門学校 服装専門課程　服装学科 平成7年11月30日 ～ 平成25年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

群馬県 木嶋学園医療福祉専門学校 医療専門課程　医療秘書学科 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
前橋医療福祉専門学校 医療専門課程　医療総合学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

群馬県 木嶋学園医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科 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
前橋医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

群馬県 北関東造形美術専門学校 デザイン専門課程　グラフィックデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
北関東造形美術専門学校

デザイン専門課程　コミュニケーション
学科

平成10年4月1日 平成15年2月19日

群馬県 北関東造形美術専門学校 デザイン専門課程　コミュニケーション学科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専修学校群馬芸術学園

デザイン専門課程　コミュニケーション
デザイン学科（３年課程）

平成12年4月1日 平成15年2月19日

群馬県 北関東造形美術専門学校 デザイン専門課程　プロダクトデザイン科 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
専修学校群馬芸術学園

デザイン専門課程　プロダクトデザイン
科

平成12年4月1日 平成15年2月19日

群馬県 桐生市医師会立桐生高等看護学院 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

群馬県 桐生ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報経営学科 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

群馬県 桐生ビジネス専門学校 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
桐生ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報経営学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

群馬県 桐生ビジネス専門学校
商業実務専門課程　ファッションマネジメント
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 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

群馬県 桐生ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ペットビジネス学科 平成17年3月3日 ～ 平成25年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

群馬県 桐生文化服装専門学校 服装専門課程　ファッションデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

群馬県 群ゼミＡＬＥＸ外語専門学校 文化教養専門課程　英会話専科 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
群ゼミＡＬＥＸ外語専門学校 文化教養専門課程　英会話専修科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

群馬県 群ゼミＡＬＥＸ外語専門学校 文化教養専門課程　英会話専修科 平成7年4月1日 ～ 平成7年11月30日

群馬県 群ゼミＡＬＥＸ外語専門学校 文化教養専門課程　英語秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

群馬県 群ゼミＡＬＥＸ外語専門学校 文化教養専門課程　国際観光学科 平成7年4月1日 ～ 平成7年11月30日
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群馬県 群ゼミＡＬＥＸ外語専門学校 文化教養専門課程　国際実務科 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
群ゼミＡＬＥＸ外語専門学校 文化教養専門課程　国際観光学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

群馬県 群ゼミＡＬＥＸ外語専門学校 文化教養専門課程　国際留学科 平成7年11月30日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

群馬県 群ゼミＡＬＥＸ外語専門学校 文化教養専門課程　ビジネス英語科 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

群馬県 群馬県高等歯科衛生士学院 歯科衛生専門課程　歯科衛生士科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

群馬県 群馬県高等歯科衛生士学院 歯科衛生専門課程　歯科衛生士科（２年制） 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

群馬県 群馬県歯科衛生専門学校 歯科衛生専門課程　歯科衛生士科 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
群馬県高等歯科衛生士学院

歯科衛生専門課程　歯科衛生士科（２年
制）

平成16年4月1日 平成17年3月9日

群馬県 群馬県美容専門学校 美容専門課程　エステティック学科 平成24年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成25年1月29日 廃止 令和2年3月31日 令和3年2月24日

群馬県 群馬県美容専門学校
美容専門課程　サスーンスクールシップヘアス
タイリスト学科

平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

群馬県 群馬県美容専門学校 美容専門課程　トータルビューティー科 平成22年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
群馬県美容専門学校

美容専門課程　トータルビューティー学
科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

群馬県 群馬県美容専門学校 美容専門課程　トータルビューティー学科 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
群馬県美容専門学校

美容専門課程　エステティック学科
美容専門課程　ビューティースタイリス
ト学科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

群馬県 群馬県美容専門学校 美容専門課程　ビューティースタイリスト学科 平成24年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
群馬県美容専門学校

美容専門課程　ビューティスタイリスト
学科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

群馬県 群馬県美容専門学校 美容専門課程　ビューティスタイリスト学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

群馬県 群馬県美容専門学校 美容専門課程　美容科 平成12年2月8日 ～ 平成23年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
群馬県美容専門学校 美容専門課程　美容師学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

群馬県 群馬県美容専門学校 美容専門課程　美容師学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

群馬県 群馬県立農林大学校 農林部　花き果樹学科 平成17年12月26日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

群馬県 群馬県立農林大学校 農林部　花き果樹学科研究科 平成17年12月26日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

群馬県 群馬県立農林大学校 農林部　経営流通学科 平成17年12月26日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

群馬県 群馬県立農林大学校 農林部　森林学科 平成17年12月26日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

群馬県 群馬県立農林大学校 農林部　森林学科研究科 平成17年12月26日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

群馬県 群馬県立農林大学校 農林部　畜産学科 平成17年12月26日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

群馬県 群馬県立農林大学校 農林部　畜産学科研究科 平成17年12月26日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

群馬県 群馬県立農林大学校 農林部　農業経営学科（２年制） 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

群馬県 群馬県立農林大学校 農林部　農林業ビジネス学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

群馬県 群馬県立農林大学校 農林部　野菜学科 平成17年12月26日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

群馬県 群馬県立農林大学校 農林部　野菜学科研究科 平成17年12月26日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

群馬県 群馬県理容専門学校 理容専門課程　理容学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

群馬県 群馬自動車整備専門学校 工業専門課程　自動車整備科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
群馬自動車整備専門学校 自動車整備専門課程　自動車整備科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

群馬県 群馬自動車整備専門学校 自動車整備専門課程　自動車整備科 平成10年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
群馬自動車整備専門学校

自動車整備専門課程　自動車整備科二級
自動車整備士コース

平成16年4月1日 平成17年3月9日

群馬県 群馬自動車整備専門学校
自動車整備専門課程　自動車整備科二級自動車
整備士コース

平成16年4月1日 ～ 平成17年1月12日 平成17年3月9日
名称変

更
専修学校群馬自動車大学校

自動車整備専門課程　自動車整備科二級
自動車整備士コース

平成17年1月13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

群馬県 群馬社会福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科 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

群馬県 群馬社会福祉専門学校 社会福祉専門課程　健康福祉学科 平成8年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
群馬社会福祉専門学校 社会福祉専門課程　社会福祉学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

群馬県 群馬社会福祉専門学校 社会福祉専門課程　社会福祉学科 平成10年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

群馬県 群馬社会福祉専門学校 社会福祉専門課程　社会福祉学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
群馬社会福祉専門学校 社会福祉専門課程　健康福祉学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

群馬県 群馬社会福祉専門学校 社会福祉専門課程　福祉保育学科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

群馬県 群馬情報電子専門学校 工業専門課程　経営システム科 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
群馬情報電子専門学校 商業実務専門課程　経営システム科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

群馬県 群馬情報電子専門学校 工業専門課程　情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
ＩＳＴ専門学校 工業専門課程　情報システム科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

群馬県 群馬情報電子専門学校 商業実務専門課程　経営システム科 平成7年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
ＩＳＴ専門学校 商業実務専門課程　経営システム科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

群馬県 群馬調理師専門学校 調理専門課程　調理高度テクニカル学科 平成8年4月1日 ～ 平成8年12月4日

群馬県 群馬調理師専門学校 調理専門課程　調理師専攻学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
群馬調理師専門学校 調理専門課程　調理高度テクニカル学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

群馬県 群馬調理マイスター専門学校 衛生専門課程　調理高度テクニカル学科 平成17年12月26日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

群馬県 群馬動物専門学校 商業実務専門課程　動物総合学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

群馬県 群馬動物専門学校 文化・教養専門課程　動物総合学科 平成19年2月1日 ～ 平成27年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
群馬動物専門学校 商業実務専門課程　動物総合学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

群馬県 群馬日建工科専門学校 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22年2月26日

群馬県 群馬日建工科専門学校 工業専門課程　建築ＣＡＤ設計科 平成12年2月8日 ～ 平成21年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
群馬日建工科専門学校 工業専門課程　建築設計科 平成21年4月1日 平成22年11月29日

群馬県 群馬日建工科専門学校 工業専門課程　建築設計科 平成21年4月1日 ～ 平成22年11月29日

群馬県 群馬パース大学福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

群馬県 群馬パース大学福祉専門学校 社会福祉専門課程　保育学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

群馬県 群馬パース福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成20年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
群馬パース大学福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

群馬県 群馬パース福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科Ⅰ部 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
群馬パース福祉専門学校 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

群馬県 群馬パース福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科Ⅱ部 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

群馬県 群馬ブライダルビジネス専門学校 商業実務専門課程　トラベル・ハネムーン学科 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
ウェディング・ホテル＆ツーリズム専
門学校

商業実務専門課程　トラベル・ハネムー
ン学科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

群馬県 群馬ブライダルビジネス専門学校
商業実務専門課程　ブライダル・ウエディング
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
名称変

更
ウェディング・ホテル＆ツーリズム専
門学校

商業実務専門課程　ブライダル・ウエ
ディング学科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

群馬県 群馬ブライダルビジネス専門学校
商業実務専門課程　ブライダルスペシャリスト
学科

平成25年1月29日 ～ 平成30年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
群馬ブライダルビジネス専門学校

商業実務専門課程　ブライダル・ウエ
ディング学科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

群馬県 群馬ブライダルビジネス専門学校
商業実務専門課程　ホテル・旅館・リゾート学
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
ウェディング・ホテル＆ツーリズム専
門学校

商業実務専門課程　ホテル・旅館・リ
ゾート学科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

群馬県 群馬法科ビジネス専門学校 法律専門課程　行政ビジネス科（２年課程） 平成17年12月26日 ～ 平成25年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

群馬県 群馬法科ビジネス専門学校 法律専門課程　行政ビジネス学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

群馬県 群馬法科ビジネス専門学校 法律専門課程　教養科 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

群馬県 群馬法科ビジネス専門学校 法律専門課程　法律科公務員コース 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

群馬県 群馬法科ビジネス専門学校 法律専門課程　法律科資格試験コース 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

群馬県 群馬法科ビジネス専門学校 法律専門課程　法律科中大コース 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

群馬県 群馬法科ビジネス専門学校 法律専門課程　法律ビジネス科 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

群馬県 群馬法科ビジネス専門学校 法律専門課程　法律ビジネス学科 平成25年1月29日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

群馬県 群馬法科ビジネス専門学校桐生校 商業実務専門課程　行政ビジネス学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

群馬県 群馬法律専門学校 法律専門課程　教養科 平成14年2月27日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
群馬法科ビジネス専門学校 法律専門課程　教養科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

群馬県 群馬法律専門学校 法律専門課程　実務法律科 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

群馬県 群馬法律専門学校 法律専門課程　法律科 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

群馬県 群馬法律専門学校 法律専門課程　法律科公務員コース 平成12年2月8日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
群馬法科ビジネス専門学校 法律専門課程　法律科公務員コース 平成16年4月1日 平成17年3月9日

群馬県 群馬法律専門学校 法律専門課程　法律科資格試験コース 平成12年2月8日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
群馬法科ビジネス専門学校 法律専門課程　法律科資格試験コース 平成16年4月1日 平成17年3月9日

群馬県 群馬法律専門学校 法律専門課程　法律科中大コース 平成12年2月8日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
群馬法科ビジネス専門学校 法律専門課程　法律科中大コース 平成16年4月1日 平成17年3月9日

群馬県 公立館林高等看護学院 医療専門課程　看護学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

群馬県 国際コンピュータ専門学校 工業専門課程　コンピュータ製図学科 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

群馬県 国際コンピュータ専門学校 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

群馬県 国際コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　国際ビジネス学科 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

群馬県 国際コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　情報経理学科 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

群馬県 国際産業技術専門学校 工業専門課程　テクノロジー学科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

群馬県 国際産業技術専門学校 商業実務専門課程　日本語ビジネス学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

群馬県 国際産業技術専門学校 商業実務専門課程　ビジネス商業学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

群馬県 国際ファッションアート専門学校 服飾専門課程　環境福祉コーディネート科 平成14年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

群馬県 国際ファッションアート専門学校 服飾専門課程　きもの科 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
国際ファッションアート専門学校 服飾専門課程　和裁専科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

群馬県 国際ファッションアート専門学校 服飾専門課程　生活デザイン科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
国際ファッションアート専門学校

服飾専門課程　環境福祉コーディネート
科

平成14年4月1日 平成16年2月17日

群馬県 国際ファッションアート専門学校 服飾専門課程　ファッション科 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
国際ファッションアート専門学校

服飾専門課程　ファッションクリエート
科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

群馬県 国際ファッションアート専門学校 服飾専門課程　ファッションクリエート科 平成11年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

群馬県 国際ファッションアート専門学校 服飾専門課程　和裁専科 平成11年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

群馬県 国立高崎病院附属看護学校 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高崎病院附
属看護学校

看護専門課程　看護学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

群馬県 国立療養所西群馬病院附属看護学校 看護専門課程　看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
独立行政法人国立病院機構西群馬病院
附属看護学校

看護専門課程　看護学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

群馬県 佐田ゴルフ・スポーツビジネス専門学校 文化・教養専門課程　ゴルフコーチング科 平成9年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

群馬県 佐田ゴルフ・スポーツビジネス専門学校 文化・教養専門課程　ゴルフマスター科 平成9年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9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

群馬県 佐田ゴルフ・スポーツビジネス専門学校 文化・教養専門課程　スポーツトレーナー科 平成12年2月8日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

群馬県 佐田ゴルフ・スポーツビジネス専門学校 文化・教養専門課程　スポーツビジネス科 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

群馬県 佐田ゴルフ専門学校 文化・教養専門課程　ゴルフコーチング科 平成8年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
佐田ゴルフ・スポーツビジネス専門学
校

文化・教養専門課程　ゴルフコーチング
科

平成9年4月1日 平成9年11月17日

群馬県 佐田ゴルフ専門学校 文化・教養専門課程　ゴルフマスター科 平成8年12月4日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
佐田ゴルフ・スポーツビジネス専門学
校

文化・教養専門課程　ゴルフマスター科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

群馬県 佐田女子ゴルフ専門学校 文化・教養専門課程　ゴルフコーチング科 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
佐田ゴルフ専門学校

文化・教養専門課程　ゴルフコーチング
科

平成8年4月1日 平成8年12月4日

群馬県 佐田女子ゴルフ専門学校 文化・教養専門課程　ゴルフハイテク科 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

群馬県 渋川看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成17年3月3日 ～ 平成25年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

群馬県 渋川看護専門学校 医療専門課程（看護師３年課程）　看護学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

群馬県 昭和服装専門学校 服装専門課程　服装学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成25年9月30日 平成7年1月23日 廃止 平成25年9月30日 平成27年2月19日

群馬県 専修学校群馬芸術学園
デザイン専門課程　コミュニケーションデザイ
ン学科（２年課程）

平成15年2月19日 ～ 平成28年12月26日 平成15年2月19日 廃止 平成28年12月26日 平成30年2月28日

群馬県 専修学校群馬芸術学園
デザイン専門課程　コミュニケーションデザイ
ン学科（３年課程）

平成12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

群馬県 専修学校群馬芸術学園 デザイン専門課程　プロダクトデザイン科 平成12年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

群馬県 専修学校群馬自動車大学校
自動車整備専門課程　自動車整備科一級自動車
整備士コース

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

群馬県 専修学校群馬自動車大学校
自動車整備専門課程　自動車整備科二級自動車
整備士コース

平成17年1月13日 ～ 平成17年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専修学校群馬自動車大学校 自動車整備専門課程　二級自動車整備科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

群馬県 専修学校群馬自動車大学校 自動車整備専門課程　二級自動車整備科 平成17年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校群馬自動車大学校 自動車整備専門課程　二級自動車整備科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

群馬県 専門学校太田自動車大学校 工業専門課程　自動車車体整備学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

群馬県 専門学校太田自動車大学校 工業専門課程　自動車整備学科 平成21年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
専門学校太田自動車大学校 工業専門課程　二級自動車整備学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

群馬県 専門学校太田自動車大学校 工業専門課程　二級自動車整備学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

群馬県 専門学校群馬自動車大学校 自動車整備専門課程　一級自動車整備科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

群馬県 専門学校群馬自動車大学校 自動車整備専門課程　国際メカニック科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

群馬県 専門学校群馬自動車大学校 自動車整備専門課程　二級自動車整備科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

群馬県
専門学校群馬ヘアードレッサーアカデ
ミー

理容専門課程　理容学科 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
群馬県理容専門学校 理容専門課程　理容学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

群馬県 専門学校高崎福祉医療カレッジ 医療専門課程　看護師学科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

群馬県 専門学校高崎福祉医療カレッジ 社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

群馬県 専門学校中央情報大学校 工業専門課程　国際ビジネス学科（３年制） 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
専門学校中央情報大学校 工業専門課程　国際エンジニア学科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

群馬県 専門学校中央情報大学校 工業専門課程　情報システム学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

群馬県 専門学校中央情報大学校 工業専門課程　総合ビジネス学科 平成30年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成31年1月25日 廃止 令和2年3月31日 令和3年2月24日

群馬県 専門学校中央情報大学校 工業専門課程　デジタルデザイン学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

群馬県 専門学校中央情報大学校 工業専門課程　電気通信学科（２年制） 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

群馬県 専門学校中央情報大学校 工業専門課程　ポップカルチャー学科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

群馬県 専門学校中央情報大学校 商業実務専門課程　医療福祉秘書学科 平成30年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成31年1月25日 廃止 令和2年3月31日 令和3年2月24日

群馬県 専門学校中央情報大学校 商業実務専門課程　国際ビジネス学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

群馬県 専門学校中央情報大学校 工業専門課程　クリエイティブデザイン学科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

群馬県 専門学校中央情報大学校
工業専門課程　高度ＩＣＴデザイン学科（３年
制）

令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

群馬県 専門学校中央情報大学校 工業専門課程　国際エンジニア学科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

群馬県 専門学校中央農業大学校 農業専門課程　食農調理師学科（２年制） 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

群馬県 専門学校中央農業大学校 農業専門課程　農業経営学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

群馬県 専門学校中央農業大学校
農業専門課程　ファーム農業経営学科（２年
制）

令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

群馬県 専門学校中央農業大学校
農業専門課程　ファーム農業経営学科（３年
制）

令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

群馬県 専門学校早稲田カレッジオブビジネス 工業専門課程　医療福祉秘書学科 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
中央情報経理専門学校高崎校 工業専門課程　医療福祉秘書学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

群馬県 専門学校早稲田カレッジオブビジネス
工業専門課程　コンピュータグラフィックス学
科

平成13年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
中央情報経理専門学校高崎校

工業専門課程　コンピュータグラフィッ
クス学科

平成17年4月1日 平成17年12月26日

群馬県 専門学校早稲田カレッジオブビジネス 工業専門課程　情報医療福祉学科 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
専門学校早稲田カレッジオブビジネス 工業専門課程　医療福祉秘書学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

群馬県 専門学校早稲田カレッジオブビジネス 工業専門課程　情報システム学科 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
中央情報経理専門学校高崎校 工業専門課程　情報システム学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

群馬県 専門学校早稲田カレッジオブビジネス 工業専門課程　情報システム学科 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
専門学校早稲田カレッジオブビジネス 工業専門課程　情報ビジネス学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

群馬県 専門学校早稲田カレッジオブビジネス 工業専門課程　情報ビジネス学科 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
中央情報経理専門学校高崎校 工業専門課程　情報ビジネス学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

群馬県 専門学校早稲田カレッジオブビジネス 工業専門課程　情報秘書学科 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

群馬県 たかさき・ナイチンゲール学院 医療専門課程　看護学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

群馬県 高崎コンピュータ専門学校 工業専門課程　ハードウェア科 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

群馬県 高崎コンピュータ専門学校 工業専門課程　マルチメディア科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

群馬県 高崎市医師会看護専門学校 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

群馬県 高崎歯科衛生専門学校 歯科衛生専門課程　歯科衛生学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

群馬県 高崎スクールオブビジネス 商業専門課程　ＯＡ秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

群馬県 高崎スクールオブビジネス 商業専門課程　医療秘書科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

群馬県 高崎スクールオブビジネス 商業専門課程　観光ホテル科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
高崎スクールオブビジネス 商業専門課程　旅行ホテル科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

群馬県 高崎スクールオブビジネス 商業専門課程　経営管理科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

群馬県 高崎スクールオブビジネス 商業専門課程　公務員受験科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

群馬県 高崎スクールオブビジネス 商業専門課程　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 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

群馬県 高崎スクールオブビジネス 商業専門課程　旅行ホテル科 平成13年4月1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

群馬県 高崎動物専門学校 商業実務専門課程　ペットビジネス学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

群馬県 高崎ビューティモード専門学校 美容専門課程　国際アーティスト学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年3月31日 平成31年1月25日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

群馬県 高崎ビューティモード専門学校 美容専門課程　国際ビューティ学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

群馬県 高崎ビューティモード専門学校 美容専門課程　国際美容師学科（２年制） 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

群馬県 高崎ビューティモード専門学校 美容専門課程　総合ビューティ学科 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
高崎ビューティモード専門学校

美容専門課程　総合ビューティモード学
科

平成17年4月1日 平成17年12月26日

群馬県 高崎ビューティモード専門学校 美容専門課程　総合ビューティモード学科 平成17年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

群馬県 高崎ビューティモード専門学校 美容専門課程　総合美容学科（昼間） 平成15年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
高崎ビューティモード専門学校

美容専門課程　総合美容学科（昼間）
（２年制）

平成18年4月1日 平成19年2月22日

群馬県 高崎ビューティモード専門学校
美容専門課程　総合美容学科（昼間）（２年
制）

平成18年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

群馬県 高崎ビューティモード専門学校 美容専門課程　総合美容師学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

群馬県 高崎ビューティモード専門学校 美容専門課程　美容学科（昼間） 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
高崎ビューティモード専門学校 美容専門課程　総合美容学科（昼間） 平成15年4月1日 平成16年2月17日

群馬県 高崎ビューティモード専門学校
美容専門課程　プロフェッショナルビューティ
学科

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
高崎ビューティモード専門学校 美容専門課程　国際ビューティ学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

群馬県 高崎福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉士養成科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

群馬県 高崎文化服装専門学校 服装専門課程　服装科（一部） 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

群馬県 高崎ペットワールド専門学校 文化教養専門課程　国際総合動物学科 平成25年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
中央動物看護専門学校 文化教養専門課程　国際動物看護学科 平成28年4月1日 平成30年2月28日

群馬県 高崎ペットワールド専門学校 文化教養専門課程　総合動物学科 平成22年11月29日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
高崎ペットワールド専門学校 文化教養専門課程　国際総合動物学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

群馬県 高崎ペットワールド専門学校 文化教養専門課程　動物看護師学科 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

群馬県 高崎ペットワールド専門学校 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

群馬県 高崎保育専門学校
幼稚園教諭保育士養成専門課程　幼稚園教諭保
育士養成科

平成11年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

群馬県 高崎保育専門学校
幼稚園教諭保母養成専門課程　幼稚園教諭保母
養成科

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
高崎保育専門学校

幼稚園教諭保育士養成専門課程　幼稚園
教諭保育士養成科

平成11年4月1日 平成16年2月17日

群馬県 高崎和服専門学校 和裁専門課程　和裁学科（第１部） 平成7年1月23日 ～ 令和3年8月6日 平成7年1月23日 廃止 令和3年8月6日 令和5年1月27日

群馬県 高崎和服専門学校 和裁専門課程　和裁学科（第２部） 平成7年1月23日 ～ 令和3年8月6日 平成7年1月23日 廃止 令和3年8月6日 令和5年1月27日

群馬県 館林高等看護学院 医療専門課程　看護学科 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
公立館林高等看護学院 医療専門課程　看護学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

群馬県 館林高等看護学院 看護専門課程　看護学科 平成15年2月19日 ～ 平成29年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
館林高等看護学院 医療専門課程　看護学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

群馬県 中央医療歯科専門学校 医療専門課程　歯科衛生士学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

群馬県 中央医療歯科専門学校 医療専門課程　歯科衛生士学科（２年課程） 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

群馬県 中央医療歯科専門学校 商業実務専門課程　医療福祉秘書学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

群馬県 中央医療歯科専門学校高崎校 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

群馬県 中央工学院専門学校 工業専門課程　建築設備＆デザイン工学科 平成15年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

群馬県 中央工学院専門学校 工業専門課程　建築設備工学科 平成12年2月8日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
中央工学院専門学校

工業専門課程　建築設備＆デザイン工学
科

平成15年4月1日 平成16年2月17日
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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

群馬県 中央工学院専門学校 工業専門課程　テクニカルデザイン工学科 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
中央工学院専門学校 工業専門課程　デザイン＆クラフト学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

群馬県 中央工学院専門学校 工業専門課程　デザイン＆クラフト学科 平成13年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

群馬県 中央工学院専門学校 工業専門課程　デジタル通信工学科 平成12年2月8日 ～ 平成18年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

群馬県 中央工学院専門学校 工業専門課程　電子工学科 平成13年3月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

群馬県 中央工科デザイン専門学校 工業専門課程　ＣＡＤ技術者学科 平成20年2月26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

群馬県 中央工科デザイン専門学校 工業専門課程　ＣＧ学科 平成28年2月29日 ～ 令和3年12月21日 平成28年2月29日 廃止 令和3年12月21日 令和5年1月27日

群馬県 中央工科デザイン専門学校 工業専門課程　機械制御システム学科 平成20年2月26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

群馬県 中央工科デザイン専門学校 工業専門課程　建築工芸学科 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

群馬県 中央工科デザイン専門学校 工業専門課程　住まいづくり学科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

群馬県 中央工科デザイン専門学校 工業専門課程　素材工芸づくり学科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

群馬県 中央工科デザイン専門学校 工業専門課程　テクニカルエンジニア学科 平成21年2月27日 ～ 令和3年12月21日 平成21年2月27日 廃止 令和3年12月21日 令和5年1月27日

群馬県 中央工科デザイン専門学校 工業専門課程　デジタルデザイン学科 平成19年2月1日 ～ 令和3年12月21日 平成19年2月22日 廃止 令和3年12月21日 令和5年1月27日

群馬県 中央工科デザイン専門学校
工業専門課程　プロダクトデザイン学科（２年
制）

平成27年4月1日 ～ 令和3年12月21日 平成28年2月29日 廃止 令和3年12月21日 令和5年1月27日

群馬県 中央工科デザイン専門学校 工業専門課程　メカトロづくり学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

群馬県 中央工科デザイン専門学校 工業専門課程　メカトロニクス学科 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
中央工科デザイン専門学校

工業専門課程　メカトロニクス学科（２
年制）

平成21年4月1日 平成28年2月29日

群馬県 中央工科デザイン専門学校 工業専門課程　メカトロニクス学科（２年制） 平成21年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
中央工科デザイン専門学校

工業専門課程　プロダクトデザイン学科
（２年制）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

群馬県 中央情報経理専門学校 工業専門課程　ＩＴスペシャリスト学科 平成21年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

群馬県 中央情報経理専門学校 工業専門課程　ＯＡコミュニケーション科 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

群馬県 中央情報経理専門学校 工業専門課程　インターネットクリエーター科 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

群馬県 中央情報経理専門学校 工業専門課程　情報工学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

群馬県 中央情報経理専門学校 工業専門課程　情報システム科 平成15年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
中央情報経理専門学校 工業専門課程　情報システム学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

群馬県 中央情報経理専門学校 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

群馬県 中央情報経理専門学校 工業専門課程　情報システム学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

群馬県 中央情報経理専門学校 工業専門課程　デジタルデザイン科 平成12年2月8日 ～ 平成18年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

群馬県 中央情報経理専門学校 工業専門課程　マルチメディア科 平成8年12月4日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
中央情報経理専門学校 工業専門課程　情報システム科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

群馬県 中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　医療介護秘書科 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
中央情報経理専門学校

商業実務専門課程　医療福祉保育科（２
年課程）

平成15年4月1日 平成16年2月17日

群馬県 中央情報経理専門学校
商業実務専門課程　医療福祉秘書学科（２年
制）

平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

群馬県 中央情報経理専門学校
商業実務専門課程　医療福祉保育科（２年課
程）

平成15年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
中央情報経理専門学校

商業実務専門課程　医療福祉保育学科
（２年課程）

平成20年4月1日 平成21年2月27日

群馬県 中央情報経理専門学校
商業実務専門課程　医療福祉保育科（３年課
程）

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
中央情報経理専門学校

商業実務専門課程　医療福祉保育学科
（３年課程）

平成20年4月1日 平成21年2月27日
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群馬県 中央情報経理専門学校
商業実務専門課程　医療福祉保育学科（２年課
程）

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

群馬県 中央情報経理専門学校
商業実務専門課程　医療福祉保育学科（３年課
程）

平成20年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　保育福祉学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

群馬県 中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　営業ビジネス科 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
中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　マルチビジネス科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

群馬県 中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　観光ビジネス学科 平成29年2月28日 ～ 令和2年3月31日 平成29年2月28日 廃止 令和2年3月31日 令和3年2月24日

群馬県 中央情報経理専門学校
商業実務専門課程　行政ビジネス科（２年課
程）

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

群馬県 中央情報経理専門学校
商業実務専門課程　行政ビジネス科（２年課
程）行政マネジメントコース

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
中央情報経理専門学校

商業実務専門課程　公務員ビジネス科
（２年課程）

平成13年4月1日 平成14年2月27日

群馬県 中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　経営経理科 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
中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　情報経理科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

群馬県 中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　経営ビジネス学科 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
中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　販売ビジネス学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

群馬県 中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　健康スポーツ科 平成20年2月26日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　健康スポーツ学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

群馬県 中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　健康スポーツ学科 平成20年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成21年2月27日 廃止 令和2年3月31日 令和3年2月24日

群馬県 中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　高度会計学科（２年制） 平成30年2月28日 ～ 令和3年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　情報経理学科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

群馬県 中央情報経理専門学校
商業実務専門課程　公務員ビジネス科（２年課
程）

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
中央情報経理専門学校

商業実務専門課程　行政ビジネス科（２
年課程）

平成15年4月1日 平成16年2月17日

群馬県 中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　国際ビジネス学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

群馬県 中央情報経理専門学校
商業実務専門課程　国際ビジネス学科（３年
制）

令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

群馬県 中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　情報経理科 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
中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　情報経理学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

群馬県 中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　情報経理科 平成7年1月23日 ～ 平成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

群馬県 中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　情報経理学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

群馬県 中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　情報経理学科 平成20年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　情報ビジネス学科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

群馬県 中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　情報ビジネス学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

群馬県 中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　ショップ経営科 平成19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
中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　ショップ経営学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

群馬県 中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　ショップ経営学科 平成26年4月1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

群馬県 中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　ショップ経営学科 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

群馬県 中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　販売ビジネス学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　ショップ経営学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

群馬県 中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　ビジネス秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　医療介護秘書科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

群馬県 中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　ビューティーモード科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

群馬県 中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　保育福祉学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

群馬県 中央情報経理専門学校 商業実務専門課程　マルチビジネス科 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
中央情報経理専門学校

商業実務専門課程　ビューティーモード
科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

群馬県 中央情報経理専門学校太田校 商業実務専門課程　医療介護秘書科 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

群馬県 中央情報経理専門学校太田校 商業実務専門課程　営業ビジネス科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 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

群馬県 中央情報経理専門学校太田校
商業実務専門課程　行政ビジネス科（修業年限
２年の課程に限る。）

平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

群馬県 中央情報経理専門学校太田校 商業実務専門課程　情報経理科 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

群馬県 中央情報経理専門学校太田校 商業実務専門課程　ビューティーモード科 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

群馬県 中央情報経理専門学校太田校 商業実務専門課程　マルチメディア科 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

群馬県 中央情報経理専門学校高崎校 工業専門課程　ＩＴスペシャリスト学科 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

群馬県 中央情報経理専門学校高崎校 工業専門課程　医療福祉秘書学科 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
中央情報経理専門学校高崎校 商業実務専門課程　医療福祉秘書学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

群馬県 中央情報経理専門学校高崎校
工業専門課程　コンピュータグラフィックス学
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 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

群馬県 中央情報経理専門学校高崎校 工業専門課程　情報システム学科 平成21年2月27日 ～ 平成30年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校中央情報大学校 工業専門課程　情報システム学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

群馬県 中央情報経理専門学校高崎校 工業専門課程　情報システム学科 平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

群馬県 中央情報経理専門学校高崎校 工業専門課程　情報システム学科（３年制） 平成26年1月28日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

群馬県 中央情報経理専門学校高崎校 工業専門課程　情報スペシャリスト学科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

群馬県 中央情報経理専門学校高崎校 工業専門課程　情報ビジネス学科 平成22年11月29日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
中央情報経理専門学校高崎校

工業専門課程　総合ビジネス学科（２年
制）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

群馬県 中央情報経理専門学校高崎校 工業専門課程　情報ビジネス学科 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
中央情報経理専門学校高崎校 商業実務専門課程　情報ビジネス学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

群馬県 中央情報経理専門学校高崎校 工業専門課程　情報ビジネス学科（３年制） 平成26年1月28日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

群馬県 中央情報経理専門学校高崎校 工業専門課程　総合ビジネス学科（２年制） 平成26年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
専門学校中央情報大学校 工業専門課程　総合ビジネス学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

群馬県 中央情報経理専門学校高崎校 商業実務専門課程　医療ビジネス学科 平成22年11月29日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
中央情報経理専門学校高崎校 商業実務専門課程　医療福祉秘書学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

群馬県 中央情報経理専門学校高崎校 商業実務専門課程　医療福祉秘書学科 平成25年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
専門学校中央情報大学校 商業実務専門課程　医療福祉秘書学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

群馬県 中央情報経理専門学校高崎校 商業実務専門課程　医療福祉秘書学科 平成18年4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

群馬県 中央情報経理専門学校高崎校 商業実務専門課程　国際ビジネス学科 平成26年1月28日 ～ 平成30年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
専門学校中央情報大学校 商業実務専門課程　国際ビジネス学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

群馬県 中央情報経理専門学校高崎校 商業実務専門課程　情報ビジネス学科 平成18年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

群馬県 中央情報経理専門学校高崎校 商業実務専門課程　日本語学科（２年制） 平成25年1月29日 ～ 平成29年2月27日 平成25年1月29日 不適合 平成29年2月28日 平成29年2月28日

群馬県 中央スポーツ医療専門学校 医療専門課程　柔道整復科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

群馬県 中央動物看護専門学校 文化教養専門課程　国際動物看護学科 平成28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
中央動物看護専門学校 文化教養専門課程　動物看護学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

群馬県 中央動物看護専門学校 文化教養専門課程　動物看護学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

群馬県 中央動物看護専門学校 文化教養専門課程　動物飼育学科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

群馬県 中央農業グリーン専門学校 農業専門課程　健康食農学科 平成25年1月29日 ～ 平成27年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
中央農業グリーン専門学校 農業専門課程　食農ビジネス学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

群馬県 中央農業グリーン専門学校 農業専門課程　食農調理学科 平成28年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成29年2月28日
名称変

更
専門学校中央農業大学校

農業専門課程　食農調理師学科（２年
制）

平成30年4月1日 平成31年1月25日

群馬県 中央農業グリーン専門学校 農業専門課程　食農ビジネス学科 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
中央農業グリーン専門学校 農業専門課程　食農調理学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

群馬県 中央農業グリーン専門学校 農業専門課程　農業経営学科 平成27年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成29年2月28日
名称変

更
専門学校中央農業大学校 農業専門課程　農業経営学科 平成30年4月1日 平成31年1月25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

群馬県 中央農業グリーン専門学校 農業専門課程　農業ビジネス学科 平成25年1月29日 ～ 平成27年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
中央農業グリーン専門学校 農業専門課程　農業経営学科 平成27年4月1日 平成29年2月28日

群馬県
独立行政法人国立病院機構高崎総合医療
センター附属高崎看護学校

看護専門課程　看護学科 平成21年10月1日 ～ 平成22年2月26日

群馬県
独立行政法人国立病院機構高崎病院附属
看護学校

看護専門課程　看護学科 平成16年4月1日 ～ 平成21年9月30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高崎総合医
療センター附属高崎看護学校

看護専門課程　看護学科 平成21年10月1日 平成22年2月26日

群馬県
独立行政法人国立病院機構西群馬病院附
属看護学校

看護専門課程　看護学科 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

群馬県 富岡看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

群馬県 東群馬看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
東群馬看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

群馬県 東群馬看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

群馬県 東日本栄養医薬専門学校 医療専門課程　医薬学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

群馬県 東日本栄養医薬専門学校 医療専門課程　医薬学科（医薬品販売コース） 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
東日本栄養医薬専門学校 医療専門課程　医薬学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

群馬県 東日本栄養医薬専門学校 医療専門課程　医薬学科（医療事務コース） 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
東日本栄養医薬専門学校 医療専門課程　医薬学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

群馬県 東日本栄養医薬専門学校 衛生専門課程　栄養士学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

群馬県 東日本会計専門学校 商業実務専門課程　国際情報経理学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東日本商科専門学校 商業実務専門課程　国際情報経理学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

群馬県 東日本会計専門学校 商業実務専門課程　税務会計学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東日本商科専門学校 商業実務専門課程　税務会計学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

群馬県 東日本商科専門学校 商業実務専門課程　国際情報経理学科 平成8年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

群馬県 東日本商科専門学校 商業実務専門課程　税務会計学科 平成8年4月1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

群馬県 東日本商科専門学校 商業実務専門課程　流通行政学科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

群馬県 東日本製菓技術専門学校 衛生専門課程　製菓製パン本科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

群馬県 東日本調理師専門学校 調理専門課程　調理高度テクニカル学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

群馬県 東日本デザイン＆コンピュータ専門学校 工業専門課程　メカトロニクス学科 平成22年11月29日 ～ 平成29年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

群馬県 東日本デザイン＆コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　コンピュータ学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

群馬県 東日本デザイン＆コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　デザイン学科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

群馬県 東日本デザイン・ビジネス専門学校 商業実務専門課程　スタイリスト学科 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
東日本デザイン＆コンピュータ専門学
校

商業実務専門課程　デザイン学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

群馬県 東日本デザイン・ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ビジネスプロデュース学科 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
東日本デザイン・ビジネス専門学校 商業実務専門課程　スタイリスト学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

群馬県 東日本デザイン・ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ホテル観光学科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

群馬県 東日本デザイン・ビジネス専門学校 デザイン専門課程　クリエータ学科 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

群馬県 東日本デザイン・ビジネス専門学校 デザイン専門課程　スペースデザイン学科 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

群馬県 東日本デザイン・ビジネス専門学校
デザイン専門課程　マルチメディアクリエータ
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
名称変

更
東日本デザイン・ビジネス専門学校 デザイン専門課程　クリエータ学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

群馬県 東日本デザイン・ビジネス専門学校 デザイン専門課程　ライフスタイリスト学科 平成8年12月4日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

群馬県 東日本デザイン専門学校 デザイン専門課程　コンピュータデザイン学科 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
東日本デザイン専門学校

デザイン専門課程　マルチメディアクリ
エータ学科

平成7年4月1日 平成7年11月30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

群馬県 東日本デザイン専門学校 デザイン専門課程　スペースデザイン学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東日本デザイン・ビジネス専門学校

デザイン専門課程　スペースデザイン学
科

平成8年4月1日 平成8年12月4日

群馬県 東日本デザイン専門学校
デザイン専門課程　マルチメディアクリエータ
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
東日本デザイン・ビジネス専門学校

デザイン専門課程　マルチメディアクリ
エータ学科

平成8年4月1日 平成8年12月4日

群馬県 東日本デジタル・ビジネス専門学校 工業専門課程　デジタル工学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

群馬県 東日本デジタル・ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経営ビジネス学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
東日本電子・ビジネス専門学校

商業実務専門課程　オフィスビジネス類
系

平成16年4月1日 平成17年3月9日

群馬県 東日本デジタル・ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報ビジネス学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
東日本電子・ビジネス専門学校

商業実務専門課程　ビジネスコンピュー
タ類系

平成16年4月1日 平成17年3月9日

群馬県 東日本電子・商科専門学校 工業専門課程　デジタル工学科 平成11年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東日本デジタル・ビジネス専門学校 工業専門課程　デジタル工学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

群馬県 東日本電子・商科専門学校 工業専門課程　電子制御工学科 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
東日本電子・商科専門学校 工業専門課程　デジタル工学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

群馬県 東日本電子・商科専門学校
商業実務専門課程　インターネットビジネス学
科

平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

群馬県 東日本電子・商科専門学校 商業実務専門課程　経営ビジネス学科 平成11年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東日本デジタル・ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経営ビジネス学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

群馬県 東日本電子・商科専門学校
商業実務専門課程　システムアドミニストレー
タ学科

平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

群馬県 東日本電子・商科専門学校 商業実務専門課程　情報処理学科（２年課程） 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
東日本電子・商科専門学校 商業実務専門課程　情報ビジネス学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

群馬県 東日本電子・商科専門学校 商業実務専門課程　情報ビジネス学科 平成11年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
東日本デジタル・ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報ビジネス学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

群馬県 東日本電子・商科専門学校 商業実務専門課程　税務会計学科 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
東日本電子・商科専門学校 商業実務専門課程　経営ビジネス学科 平成11年3月31日 平成12年2月8日

群馬県 東日本電子・商科専門学校 商業実務専門課程　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 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

群馬県 東日本電子・商科専門学校 商業実務専門課程　流通行政学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

群馬県 東日本電子・ビジネス専門学校 商業実務専門課程　オフィスビジネス類系 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

群馬県 東日本電子・ビジネス専門学校
商業実務専門課程　クリエイティブコンピュー
タ類系

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

群馬県 東日本電子・ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ビジネスコンピュータ類系 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

群馬県 東日本電子専門学校 工業専門課程　電子制御工学科 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
東日本電子・商科専門学校 工業専門課程　電子制御工学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

群馬県 東日本電子専門学校
商業実務専門課程　システムアドミニストレー
タ学科

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
東日本電子・商科専門学校

商業実務専門課程　システムアドミニス
トレータ学科

平成10年4月1日 平成10年12月21日

群馬県 東日本電子専門学校 商業実務専門課程　情報処理学科（２年課程） 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
東日本電子・商科専門学校

商業実務専門課程　情報処理学科（２年
課程）

平成10年4月1日 平成10年12月21日

群馬県 東日本電子専門学校 商業実務専門課程　情報処理学科（３年課程） 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

群馬県 東日本電子専門学校
商業実務専門課程　ビジネスＯＡ学科（修業年
限２年の課程に限る。）

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

群馬県 東日本電子専門学校 商業実務専門課程　マルチメディア学科 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
東日本電子・商科専門学校 商業実務専門課程　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

群馬県 東日本ふくし・栄養士専門学校 衛生専門課程　栄養士学科 平成17年3月3日 ～ 平成21年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
東日本栄養医薬専門学校 衛生専門課程　栄養士学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

群馬県
東日本ブライダル・ホテル・トラベル専
門学校

商業実務専門課程　ブライダル・ホテル・トラ
ベル学科

平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

群馬県
東日本ブライダル・ホテル・トラベル専
門学校

商業実務専門課程　ホテルトラベル学科 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
東日本ブライダル・ホテル・トラベル
専門学校

商業実務専門課程　ブライダル・ホテ
ル・トラベル学科

平成28年4月1日 平成29年2月28日

群馬県 東日本ホテルトラベル専門学校 商業実務専門課程　ホテルトラベル学科 平成10年12月21日 ～ 平成27年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
東日本ブライダル・ホテル・トラベル
専門学校

商業実務専門課程　ホテルトラベル学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

群馬県 フェリカ家づくり専門学校 工業専門課程　インテリア設計科（２年課程） 令和4年4月1日 ～ 令和5年1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

群馬県 フェリカ家づくり専門学校 工業専門課程　インテリア設計科（３年課程） 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

群馬県 フェリカ家づくり専門学校 工業専門課程　建築科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

群馬県 フェリカ家づくり専門学校 工業専門課程　デジタルデザイン科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

群馬県 フェリカ建築＆デザイン専門学校 建築専門課程　インテリア科 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
フェリカ建築＆デザイン専門学校 工業専門課程　インテリア設計科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

群馬県 フェリカ建築＆デザイン専門学校 建築専門課程　建築科 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
フェリカ建築＆デザイン専門学校 工業専門課程　建築科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

群馬県 フェリカ建築＆デザイン専門学校 建築専門課程　建築設計科 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
フェリカ建築＆デザイン専門学校 工業専門課程　建築設計科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

群馬県 フェリカ建築＆デザイン専門学校 工業専門課程　インテリア設計科 平成14年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
フェリカ建築＆デザイン専門学校

工業専門課程　インテリア設計科（２年
課程）

平成20年4月1日 平成21年2月27日

群馬県 フェリカ建築＆デザイン専門学校 工業専門課程　インテリア設計科（２年課程） 平成20年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
フェリカ家づくり専門学校

工業専門課程　インテリア設計科（２年
課程）

令和4年4月1日 令和5年1月27日

群馬県 フェリカ建築＆デザイン専門学校 工業専門課程　インテリア設計科（３年課程） 平成22年2月26日 ～ 令和4年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
フェリカ家づくり専門学校

工業専門課程　インテリア設計科（３年
課程）

令和4年4月1日 令和5年1月27日

群馬県 フェリカ建築＆デザイン専門学校 工業専門課程　建築科 平成14年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
フェリカ家づくり専門学校 工業専門課程　建築科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

群馬県 フェリカ建築＆デザイン専門学校 工業専門課程　建築設計科 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
フェリカ建築＆デザイン専門学校 工業専門課程　建築デザイン科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

群馬県 フェリカ建築＆デザイン専門学校 工業専門課程　建築デザイン科 平成15年4月1日 ～ 平成29年2月27日 平成16年2月17日 不適合 平成29年2月28日 平成29年2月28日

群馬県 フェリカ建築＆デザイン専門学校 工業専門課程　デジタルデザイン科 平成15年2月19日 ～ 令和4年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
フェリカ家づくり専門学校 工業専門課程　デジタルデザイン科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

群馬県 フェリカ建築専門学校 建築専門課程　インテリア学科 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
フェリカ建築＆デザイン専門学校 建築専門課程　インテリア科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

群馬県 フェリカ建築専門学校 建築専門課程　インテリアデザイン科 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
フェリカ建築専門学校 建築専門課程　インテリア学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

群馬県 フェリカ建築専門学校 建築専門課程　建築ＣＡＤ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 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

群馬県 フェリカ建築専門学校 建築専門課程　建築ＣＡＤ製図科 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
フェリカ建築専門学校 建築専門課程　建築ＣＡＤ学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

群馬県 フェリカ建築専門学校 建築専門課程　建築学科 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
フェリカ建築＆デザイン専門学校 建築専門課程　建築設計科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

群馬県 フェリカ建築専門学校 建築専門課程　建築工学科 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
フェリカ建築＆デザイン専門学校 建築専門課程　建築科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

群馬県 フェリカ建築専門学校 建築専門課程　建築テクニカルアート科 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

群馬県 フェリカ建築専門学校 工業専門課程　インテリア設計科 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
フェリカ建築専門学校 建築専門課程　インテリアデザイン科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

群馬県 フェリカ建築専門学校 工業専門課程　建築工学科 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
フェリカ建築専門学校 建築専門課程　建築工学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

群馬県 フェリカ建築専門学校 工業専門課程　建築テクニカルアート科 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
フェリカ建築専門学校 建築専門課程　建築テクニカルアート科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

群馬県
富士重工業健康保険組合太田高等看護学
院

医療専門課程　看護学科 平成9年11月17日 ～ 平成29年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合太田高等看
護学院

医療専門課程　看護学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

群馬県 ほたか保健福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
ほたか保健福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科Ⅰ部 平成11年4月1日 平成12年2月8日

群馬県 ほたか保健福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科Ⅰ部 平成11年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
群馬パース福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科Ⅰ部 平成19年4月1日 平成20年2月26日

群馬県 ほたか保健福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科Ⅱ部 平成12年2月8日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
群馬パース福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科Ⅱ部 平成19年4月1日 平成20年2月26日

群馬県 前橋医療福祉専門学校 医療専門課程　医療総合学科 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
前橋医療福祉専門学校 医療専門課程　医療福祉秘書学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

群馬県 前橋医療福祉専門学校 医療専門課程　医療秘書学科 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

群馬県 前橋医療福祉専門学校 医療専門課程　医療秘書学科 平成16年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
前橋医療福祉専門学校 医療専門課程　メディカルクラーク学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

群馬県 前橋医療福祉専門学校 医療専門課程　医療福祉秘書学科 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
前橋医療福祉専門学校 医療専門課程　医療秘書学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

群馬県 前橋医療福祉専門学校 医療専門課程　言語聴覚学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

群馬県 前橋医療福祉専門学校 医療専門課程　言語聴覚学科 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

群馬県 前橋医療福祉専門学校 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

群馬県 前橋医療福祉専門学校 医療専門課程　作業療法学科（３年制） 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

群馬県 前橋医療福祉専門学校 医療専門課程　メディカルクラーク学科 平成24年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
前橋医療福祉専門学校 医療専門課程　医療秘書学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

群馬県 前橋医療福祉専門学校 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

群馬県 前橋医療福祉専門学校 医療専門課程　理学療法学科（３年制） 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

群馬県 前橋医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成10年4月1日 ～ 平成10年12月21日

群馬県 前橋市医師会立前橋高等看護学院 看護専門課程　看護学科（夜間） 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

群馬県 前橋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
前橋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

群馬県 前橋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

群馬県 前橋総合技術ビジネス専門学校 商業実務専門課程　日本語ビジネス学科 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
国際産業技術専門学校 商業実務専門課程　日本語ビジネス学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

群馬県 前橋総合技術ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ビジネス商業学科 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
国際産業技術専門学校 商業実務専門課程　ビジネス商業学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

群馬県 前橋東洋医学専門学校 医療専門課程　柔道整復科 平成16年2月17日 ～ 令和3年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
中央スポーツ医療専門学校 医療専門課程　柔道整復科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

群馬県 前橋東看護学校 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

群馬県 前橋文化服装専門学校 服装専門課程　デザイン科 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
前橋文化服装専門学校 服装専門課程　ファッション総合科 平成24年4月1日 平成27年2月19日

群馬県 前橋文化服装専門学校 服装専門課程　ファッション総合科 平成24年4月1日 ～ 平成27年2月19日

群馬県 前橋文化服装専門学校 服装専門課程　ファッションビジネス科 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
前橋文化服装専門学校 服装専門課程　ファッション総合科 平成24年4月1日 平成27年2月19日

群馬県 前橋文化服装専門学校 服装専門課程　服装科昼間部 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
前橋文化服装専門学校 服装専門課程　ファッション総合科 平成24年4月1日 平成27年2月19日

群馬県 早稲田コンピュータ専門学校
工業専門課程　コンピュータグラフィックス学
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
専門学校早稲田カレッジオブビジネス

工業専門課程　コンピュータグラフィッ
クス学科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

群馬県 早稲田コンピュータ専門学校 工業専門課程　情報システム学科 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
専門学校早稲田カレッジオブビジネス 工業専門課程　情報システム学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

群馬県 早稲田コンピュータ専門学校 工業専門課程　情報処理学科 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
早稲田コンピュータ専門学校 工業専門課程　情報システム学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

群馬県 早稲田コンピュータ専門学校 工業専門課程　情報秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校早稲田カレッジオブビジネス 工業専門課程　情報秘書学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日
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