
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

千葉県 （専）中央自動車大学校 工業専門課程　二級自動車整備科 平成18年5月30日 ～ 平成19年2月22日

千葉県 アイエステティック専門学校 衛生専門課程　インナービューティ科 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
アイエステティック美容専門学校

衛生専門課程　インナービューティ科
（昼間部）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

千葉県 アイエステティック専門学校
衛生専門課程　インナービューティ科（昼間
部）

平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

千葉県 アイエステティック美容専門学校
衛生専門課程　インナービューティ科（昼間
部）

平成23年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

千葉県 アイエステティック美容専門学校 衛生専門課程　美容師科 平成25年1月29日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
ジェイヘアメイク専門学校 衛生専門課程　美容師科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

千葉県 葵会柏看護専門学校 医療専門課程　看護学科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

千葉県 明生情報処理専門学校 工業専門課程　システムエンジニア科 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
明生情報ビジネス専門学校 工業専門課程　システムエンジニア科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

千葉県 明生情報処理専門学校 工業専門課程　情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
明生情報ビジネス専門学校 工業専門課程　情報システム科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

千葉県 明生情報処理専門学校 工業専門課程　情報秘書科 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

千葉県 明生情報ビジネス専門学校
工業専門課程　コンピュータエキスパート科コ
ンピュータサイエンスコース

平成20年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

千葉県 明生情報ビジネス専門学校 工業専門課程　コンピュータサイエンス科 平成10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
明生情報ビジネス専門学校

工業専門課程　コンピュータエキスパー
ト科コンピュータサイエンスコース

平成20年4月1日 平成21年2月27日

千葉県 明生情報ビジネス専門学校 工業専門課程　コンピュータネットワーク科 平成19年4月1日 ～ 令和3年4月30日 平成20年2月26日
名称変

更
日本国際工科専門学校

工業専門課程　コンピュータネットワー
ク科

令和3年5月1日 令和4年3月4日

千葉県 明生情報ビジネス専門学校 工業専門課程　システムエンジニア科 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
明生情報ビジネス専門学校

工業専門課程　コンピュータサイエンス
科

平成10年4月1日 平成12年2月8日

千葉県 明生情報ビジネス専門学校 工業専門課程　システム科 平成9年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
明生情報ビジネス専門学校

工業専門課程　コンピュータネットワー
ク科

平成19年4月1日 平成20年2月26日

千葉県 明生情報ビジネス専門学校 工業専門課程　情報システム科 平成7年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
明生情報ビジネス専門学校 工業専門課程　システム科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

千葉県 明生情報ビジネス専門学校 工業専門課程　デジタルクリエイター科 平成18年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

千葉県 明生情報ビジネス専門学校 工業専門課程　マルチメディア科 平成8年12月4日 ～ 平成18年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
明生情報ビジネス専門学校 工業専門課程　デジタルクリエイター科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

千葉県 明生情報ビジネス専門学校 工業専門課程　メディアクリエイター科 平成27年2月19日 ～ 平成28年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

千葉県 明生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　オフィススペシャリスト科 平成27年2月19日 ～ 平成28年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

千葉県 明生情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程　オフィススペシャリスト科
（システムアドミニストレーターコース）

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

千葉県 明生情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程　オフィススペシャリスト科
医療事務コース

平成22年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成27年2月19日

千葉県 明生情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程　オフィススペシャリスト科
国際情報ビジネスコース（３年課程）

平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

千葉県 明生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経営管理科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
明生情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程　コンピュータビジネ
ス科

平成12年4月1日 平成13年3月8日

千葉県 明生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　コンピュータビジネス科 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
明生情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程　コンピュータビジネ
ス科（２年制コース）

平成15年4月1日 平成16年2月17日

千葉県 明生情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程　コンピュータビジネス科
（２年制コース）

平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
明生情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程　オフィススペシャリ
スト科（システムアドミニストレーター
コース）

平成19年4月1日 平成20年2月26日

千葉県 明生情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程　コンピュータビジネス科国
際情報ビジネスコース

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
明生情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程　オフィススペシャリ
スト科国際情報ビジネスコース（３年課
程）

平成20年4月1日 平成21年2月27日

千葉県 明生情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程　ジュエリーコーディネー
ター科

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

千葉県 明生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報経理科 平成7年11月30日 ～ 平成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

(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

1 / 18 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

千葉県 明生情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程　ビジネススペシャリスト科
ＩＴスペシャリストコース

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

千葉県 明生情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ビジネス秘書科 平成7年11月30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

千葉県 旭中央病院付属看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成17年6月30日 平成7年1月23日
名称変

更
旭中央病院附属看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成17年7月1日 平成17年12月26日

千葉県 旭中央病院附属看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成17年7月1日 ～ 平成28年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
地方独立行政法人総合病院国保旭中央
病院旭中央病院附属看護専門学校

看護専門課程（看護師３年課程）　看護
学科

平成28年4月1日 平成29年2月28日

千葉県 明生情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程　ビジネススペシャリスト科
グローバルビジネスコース

令和2年2月29日 ～ 令和3年4月30日 令和2年2月29日
名称変

更
日本国際工科専門学校

商業実務専門課程　ビジネススペシャリ
スト科グローバルビジネスコース

令和3年5月1日 令和4年3月4日

千葉県 安房医療福祉専門学校 専門課程　看護学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

千葉県 安房看護専門学校 専門課程　看護科 平成7年11月30日 ～ 平成22年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

千葉県 イーストウエスト外国語専門学校 語学専門課程　外国語外国文化科 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

千葉県 イーストウエスト外国語専門学校 語学専門課程　言語コミュニケーション学科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

千葉県 イーストウエスト外国語専門学校 語学専門課程　国際ビジネス学科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

千葉県 イーストウエスト外国語専門学校 語学専門課程　日本語日本文化科 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

千葉県 市川音楽専門学校 専門課程　本科 平成13年3月1日 ～ 平成24年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

千葉県 市川ドレスメーカー専門学校 被服専門課程　洋裁科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
市川ドレスメーカー専門学校 服飾専門課程　ファッション造形科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

千葉県 市川ドレスメーカー専門学校 服飾専門課程　ファッション造形科 平成15年4月1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

千葉県 市原看護専門学校 専門課程　看護学科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

千葉県 一葉福祉学院 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成17年12月26日 ～ 平成26年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成26年3月31日 平成30年2月28日

千葉県 植草文化服装専門学校 専門課程　きもの科 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

千葉県 植草文化服装専門学校 専門課程　服飾デザイン科 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

千葉県 植草幼児教育専門学校 専門課程　幼児教育科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

千葉県 上野法科ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報ビジネス学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

千葉県 上野法科ビジネス専門学校
文化・教養専門課程　日本語教師学科（２年
制）

令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

千葉県 上野法科ビジネス専門学校 文化・教養専門課程　法律行政学科 平成12年2月8日 ～ 平成26年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成26年3月31日 平成29年2月28日

千葉県 浦安市川市民病院付属葛南看護専門学校 専門課程　看護科 平成9年4月1日 ～ 平成9年11月17日

千葉県 江戸川学園おおたかの森専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

千葉県 江戸川学園おおたかの森専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども福祉学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

千葉県 江戸川学園おおたかの森専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉学科 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
江戸川学園おおたかの森専門学校

教育・社会福祉専門課程　心理・社会福
祉学科

令和3年4月1日 令和4年3月4日

千葉県 江戸川学園おおたかの森専門学校 教育・社会福祉専門課程　心理・社会福祉学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

千葉県 江戸川学園おおたかの森専門学校
教育・社会福祉専門課程　心理・精神保健福祉
学科

平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

千葉県 江戸川学園おおたかの森専門学校 商業実務専門課程　環境・医療福祉学科 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3年2月24日
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名称変更後

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

変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

千葉県 江戸川学園おおたかの森専門学校 文化・教養専門課程　スポーツ・健康学科 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3年2月24日

千葉県 江戸川学園おおたかの森専門学校 文化・教養専門課程　スポーツトレーナー学科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

千葉県 江戸川学園豊四季専門学校 児童福祉専門課程　心理技術実務科 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
江戸川大学総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　心理技術科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

千葉県 江戸川学園豊四季専門学校 社会教育専門課程　健康・スポーツ科学実務科 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
江戸川大学総合福祉専門学校

文化・教養専門課程　健康・スポーツ科
学科

平成9年4月1日 平成9年11月17日

千葉県 江戸川学園豊四季専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉実務科 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
江戸川大学総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

千葉県 江戸川学園豊四季専門学校 社会福祉専門課程　社会福祉実務科 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
江戸川大学総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

千葉県 江戸川学園豊四季専門学校 ビジネス専門課程　医療ビジネス実務科 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
江戸川大学総合福祉専門学校 商業実務専門課程　医療ビジネス科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

千葉県 江戸川大学総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成9年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
江戸川学園おおたかの森専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

千葉県 江戸川大学総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども福祉科 平成23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
江戸川学園おおたかの森専門学校

教育・社会福祉専門課程　こども福祉学
科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

千葉県 江戸川大学総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　児童福祉科 平成17年3月3日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
江戸川大学総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども福祉科 平成23年4月1日 平成25年1月29日

千葉県 江戸川大学総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉科 平成9年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
江戸川学園おおたかの森専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

千葉県 江戸川大学総合福祉専門学校
教育・社会福祉専門課程　心理・精神保健福祉
科

平成23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
江戸川学園おおたかの森専門学校

教育・社会福祉専門課程　心理・精神保
健福祉学科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

千葉県 江戸川大学総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　心理技術科 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
江戸川大学総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　福祉心理科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

千葉県 江戸川大学総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　精神保健福祉科 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
江戸川大学総合福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程　心理・精神保
健福祉科

平成23年4月1日 平成25年1月29日

千葉県 江戸川大学総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　福祉心理科 平成15年4月1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

千葉県 江戸川大学総合福祉専門学校 商業実務専門課程　医療管理福祉科 平成13年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

千葉県 江戸川大学総合福祉専門学校 商業実務専門課程　医療ビジネス科 平成9年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
江戸川大学総合福祉専門学校 商業実務専門課程　医療管理福祉科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

千葉県 江戸川大学総合福祉専門学校 商業実務専門課程　環境・医療福祉科 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
江戸川学園おおたかの森専門学校 商業実務専門課程　環境・医療福祉学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

千葉県 江戸川大学総合福祉専門学校 文化・教養専門課程　健康・スポーツ科学科 平成9年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
江戸川大学総合福祉専門学校 文化・教養専門課程　健康福祉科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

千葉県 江戸川大学総合福祉専門学校 文化・教養専門課程　健康福祉科 平成13年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
江戸川大学総合福祉専門学校 文化・教養専門課程　スポーツ・健康科 平成21年4月1日 平成22年11月29日

千葉県 江戸川大学総合福祉専門学校 文化・教養専門課程　スポーツ・健康科 平成21年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
江戸川学園おおたかの森専門学校

文化・教養専門課程　スポーツ・健康学
科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

千葉県 大多喜ドレスメーカー服飾専門学校 服飾専門課程　洋裁科 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25年1月29日

千葉県 大原医療秘書福祉専門学校千葉校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成22年11月29日 ～ 令和2年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
大原医療保育福祉専門学校千葉校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

千葉県 大原医療秘書福祉専門学校千葉校 商業実務専門課程　医療事務科 平成22年11月29日 ～ 令和2年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
大原医療保育福祉専門学校千葉校 商業実務専門課程　医療事務科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

千葉県 大原医療保育福祉専門学校千葉校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

千葉県 大原医療保育福祉専門学校千葉校 教育・社会福祉専門課程　こども保育学科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

千葉県 大原医療保育福祉専門学校千葉校 商業実務専門課程　医療事務科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

千葉県
大原簿記公務員医療情報ビジネス専門学
校津田沼校

商業実務専門課程　医療事務科（２年制） 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

千葉県
大原簿記公務員医療情報ビジネス専門学
校津田沼校

商業実務専門課程　経理本科２年制 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日
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千葉県
大原簿記公務員医療情報ビジネス専門学
校津田沼校

商業実務専門課程　情報処理科（２年制） 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

千葉県
大原簿記公務員医療情報ビジネス専門学
校津田沼校

文化教養専門課程　法律行政科（２年制） 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

千葉県 大原簿記公務員専門学校千葉校 商業実務専門課程　経理本科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

千葉県 大原簿記公務員専門学校千葉校 文化教養専門課程　法律行政科（２年制） 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

千葉県 大原簿記専門学校津田沼校 商業実務専門課程　経理本科２年制 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
大原簿記法律専門学校津田沼校 商業実務専門課程　経理本科２年制 平成10年4月1日 平成10年12月21日

千葉県 大原簿記法律専門学校柏校 商業実務専門課程　医療事務科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

千葉県 大原簿記法律専門学校柏校 商業実務専門課程　経理本科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

千葉県 大原簿記法律専門学校柏校 商業実務専門課程　情報処理科（２年制） 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

千葉県 大原簿記法律専門学校柏校 文化教養専門課程　法律行政科（２年課程） 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

千葉県 大原簿記法律専門学校津田沼校 商業実務専門課程　経理本科２年制 平成10年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
大原簿記公務員医療情報ビジネス専門
学校津田沼校

商業実務専門課程　経理本科２年制 平成23年4月1日 平成23年12月22日

千葉県 大原簿記法律専門学校津田沼校 文化教養専門課程　法律行政科２年制 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
大原簿記公務員医療情報ビジネス専門
学校津田沼校

文化教養専門課程　法律行政科（２年
制）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

千葉県 岡村女子学院 服飾家政専門課程　洋裁科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

千葉県 岡村女子学院 服飾家政専門課程　洋裁科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

千葉県 岡村女子学院 服飾家政専門課程　和裁科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

千葉県 岡村女子学院 服飾家政専門課程　和裁科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

千葉県 柏調理師専門学校 専門課程　専門調理教育科 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

千葉県 葛南病院付属看護専門学校 専門課程　看護科 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
浦安市川市民病院付属葛南看護専門学
校

専門課程　看護科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

千葉県 亀田医療技術専門学校 専門課程　介護福祉学科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

千葉県 亀田医療技術専門学校 専門課程　看護学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

千葉県 亀田医療技術専門学校 専門課程　第１看護学科 平成12年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
亀田医療技術専門学校 専門課程　看護学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

千葉県 亀田医療技術専門学校 専門課程　第２看護学科 平成12年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

千葉県 亀田看護専門学校 専門課程　第１看護学科 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
亀田医療技術専門学校 専門課程　第１看護学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

千葉県 亀田看護専門学校 専門課程　第２看護学科 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
亀田医療技術専門学校 専門課程　第２看護学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

千葉県 川鉄千葉病院看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成18年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
千葉中央看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

千葉県 川鉄病院付属看護学校 看護専門課程　看護科 平成8年12月4日 ～ 平成18年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
川鉄千葉病院看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

千葉県 関東鍼灸専門学校
はり、きゅう専門課程　はり、きゅう学科（夜
間部）

平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

千葉県 関東鍼灸専門学校
はり、きゅう専門課程　はり、きゅう学科昼間
部

平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

千葉県 関東鍼灸専門学校
はり、きゅう専門課程　はり、きゅう学科夜間
部

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

千葉県 木更津文化服装専門学校 家政専門課程　家政科Ⅰ部 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
木更津文化服装専門学校 服飾・家政専門課程　家政科Ⅰ部 平成12年4月1日 平成13年3月8日
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千葉県 木更津文化服装専門学校 服飾・家政専門課程　家政科Ⅰ部 平成12年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

千葉県 北原学院歯科衛生専門学校 専門課程　歯科衛生士科 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
北原学院歯科衛生専門学校 専門課程　歯科衛生士科（昼間コース） 平成24年4月1日 平成27年2月19日

千葉県 北原学院歯科衛生専門学校 専門課程　歯科衛生士科（昼間コース） 平成24年4月1日 ～ 平成27年2月19日

千葉県 北原学院歯科衛生専門学校 専門課程　歯科衛生士科（夜間コース） 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

千葉県 北原学院千葉歯科衛生専門学校 専門課程　歯科衛生士科（昼間コース） 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

千葉県 北原学院千葉歯科衛生専門学校 専門課程　歯科衛生士科（夜間コース） 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

千葉県 君津中央病院附属看護学校 専門課程　看護科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

千葉県 組合立千葉美容専門学校 専門課程　美容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

千葉県 京葉介護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

千葉県 京葉美容福祉専門学校 衛生専門課程　美容福祉学科 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

千葉県 国際医療福祉専門学校 医療専門課程　救急救命学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

千葉県 国際医療福祉専門学校 医療専門課程　理学療法学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

千葉県 国際医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　社会福祉学科 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

千葉県 国際教育学院専門学校 語学専門課程　国際英語科 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
専門学校東京ベイ・マルチメディア 語学専門課程　国際英語科 平成10年4月1日 平成12年2月8日

千葉県 国際教育学院専門学校 商業実務専門課程　国際産業デザイン科 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

千葉県 国際教育学院専門学校 商業実務専門課程　国際情報ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

千葉県 国際女子ビジネス専門学校 家政専門課程　ファッションビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
シー・アイ・ビー国際ビジネス専門学
校

家政専門課程　ファッションビジネス科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

千葉県
国際トラベル・ホテル・ブライダル専門
学校

衛生専門課程　パティシエ科 平成25年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成27年3月31日 平成30年2月28日

千葉県
国際トラベル・ホテル・ブライダル専門
学校

商業実務専門課程　エアライン科（昼間部） 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

千葉県
国際トラベル・ホテル・ブライダル専門
学校

商業実務専門課程　英語集中科 平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

千葉県
国際トラベル・ホテル・ブライダル専門
学校

商業実務専門課程　観光科（昼間部） 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

千葉県
国際トラベル・ホテル・ブライダル専門
学校

商業実務専門課程　観光総合科 平成25年4月1日 ～ 平成27年2月19日

千葉県
国際トラベル・ホテル・ブライダル専門
学校

商業実務専門課程　語学集中科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

千葉県
国際トラベル・ホテル・ブライダル専門
学校

商業実務専門課程　テーマパーク科（昼間部） 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

千葉県
国際トラベル・ホテル・ブライダル専門
学校

商業実務専門課程　鉄道科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

千葉県
国際トラベル・ホテル・ブライダル専門
学校

商業実務専門課程　デュアル科（夜間部） 平成25年4月1日 ～ 平成27年2月19日

千葉県
国際トラベル・ホテル・ブライダル専門
学校

商業実務専門課程　トラベル科（昼間部） 平成27年2月19日 ～ 平成31年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
国際トラベル・ホテル・ブライダル専
門学校

商業実務専門課程　観光科（昼間部） 平成31年4月1日 令和2年2月29日

千葉県
国際トラベル・ホテル・ブライダル専門
学校

商業実務専門課程　ブライダル科（昼間部） 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

千葉県
国際トラベル・ホテル・ブライダル専門
学校

商業実務専門課程　ホテル科（昼間部） 平成25年4月1日 ～ 平成27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

千葉県
国際トラベル・ホテル・ブライダル専門
学校

商業実務専門課程　旅行科（昼間部） 平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

千葉県 国際トラベル・ホテル専門学校 衛生専門課程　パティシエ科 平成25年1月29日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
国際トラベル・ホテル・ブライダル専
門学校

衛生専門課程　パティシエ科 平成25年4月1日 平成27年2月19日

千葉県 国際トラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程　英語集中科 平成20年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
国際トラベル・ホテル・ブライダル専
門学校

商業実務専門課程　英語集中科 平成25年4月1日 平成27年2月19日

千葉県 国際トラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程　観光総合科 平成20年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
国際トラベル・ホテル・ブライダル専
門学校

商業実務専門課程　観光総合科 平成25年4月1日 平成27年2月19日

千葉県 国際トラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程　デュアル科 平成25年1月29日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
国際トラベル・ホテル・ブライダル専
門学校

商業実務専門課程　デュアル科（夜間
部）

平成25年4月1日 平成27年2月19日

千葉県 国際トラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程　ホテル科 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
国際トラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程　ホテル科（昼間部） 平成12年4月1日 平成20年2月26日

千葉県 国際トラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程　ホテル科（昼間部） 平成12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
国際トラベル・ホテル・ブライダル専
門学校

商業実務専門課程　ホテル科（昼間部） 平成25年4月1日 平成27年2月19日

千葉県 国際トラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程　旅行科 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
国際トラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程　旅行科（昼間部） 平成12年4月1日 平成20年2月26日

千葉県 国際トラベル・ホテル専門学校 商業実務専門課程　旅行科（昼間部） 平成12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
国際トラベル・ホテル・ブライダル専
門学校

商業実務専門課程　旅行科（昼間部） 平成25年4月1日 平成27年2月19日

千葉県 国際理工情報デザイン専門学校 工業専門課程　インテリアデザイン科 平成24年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

千葉県 国際理工情報デザイン専門学校 工業専門課程　ゲームクリエイター科 平成30年2月28日 ～ 令和4年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
専門学校 国際理工カレッジ

専門課程（工業）　ゲームクリエイター
科（３年制）

令和4年4月1日 令和5年1月27日

千葉県 国際理工情報デザイン専門学校 工業専門課程　建築設計科 平成24年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
専門学校 国際理工カレッジ 専門課程（工業）　建築設計科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

千葉県 国際理工情報デザイン専門学校 工業専門課程　情報システム科 平成24年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
専門学校 国際理工カレッジ 専門課程（工業）　情報システム科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

千葉県 国際理工情報デザイン専門学校 工業専門課程　情報ビジネス科 平成24年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成25年3月31日 平成27年2月19日

千葉県 国際理工情報デザイン専門学校 工業専門課程　ビジュアルデザイン科 平成24年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
専門学校 国際理工カレッジ

専門課程（工業）　ビジュアルデザイン
科

令和4年4月1日 令和5年1月27日

千葉県 国際理工情報デザイン専門学校 専門課程（工業）　高度情報処理科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月31日 令和4年3月4日
名称変

更
専門学校 国際理工カレッジ 専門課程（工業）　高度情報処理科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

千葉県 国際理工専門学校 工業専門課程　ＣＡＤインテリアデザイン科 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
国際理工専門学校 工業専門課程　インテリアデザイン科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

千葉県 国際理工専門学校 工業専門課程　ＣＡＤ工業デザイン科 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

千葉県 国際理工専門学校 工業専門課程　ＣＧデザイン科 平成21年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
国際理工情報デザイン専門学校 工業専門課程　ビジュアルデザイン科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

千葉県 国際理工専門学校 工業専門課程　ＩＴネットワーク科 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

千葉県 国際理工専門学校 工業専門課程　ＩＴビジネス科 平成17年3月3日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
国際理工専門学校 工業専門課程　情報ビジネス科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

千葉県 国際理工専門学校 工業専門課程　インテリアデザイン科 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
国際理工情報デザイン専門学校 工業専門課程　インテリアデザイン科 平成24年4月1日 平成27年2月19日

千葉県 国際理工専門学校 工業専門課程　建築設計科 平成14年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
国際理工情報デザイン専門学校 工業専門課程　建築設計科 平成24年4月1日 平成27年2月19日

千葉県 国際理工専門学校 工業専門課程　情報システム科 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
国際理工情報デザイン専門学校 工業専門課程　情報システム科 平成24年4月1日 平成27年2月19日

千葉県 国際理工専門学校 工業専門課程　情報処理科 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
国際理工専門学校 工業専門課程　情報システム科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

千葉県 国際理工専門学校 工業専門課程　情報ビジネス科 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
国際理工情報デザイン専門学校 工業専門課程　情報ビジネス科 平成24年4月1日 平成27年2月19日

千葉県 国際理工専門学校 専門課程　ＣＡＤ建築デザイン科 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
国際理工専門学校 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

千葉県 国際理工専門学校 専門課程　ＣＡＤ設計科 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

千葉県 国際理工専門学校 専門課程　ＣＡＤ設計製図科 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
国際理工専門学校 工業専門課程　ＣＡＤ工業デザイン科 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

千葉県 国際理工専門学校 専門課程　ＣＡＤメカトロニクス科 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

千葉県 国際理工専門学校 専門課程　コンピュータ・インストラクタ科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

千葉県 国際理工専門学校 専門課程　コンピュータ・グラフィックス科 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
国際理工専門学校 専門課程　マルチメデイア科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

千葉県 国際理工専門学校 専門課程　情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国際理工専門学校 工業専門課程　情報処理科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

千葉県 国際理工専門学校 専門課程　マルチメディア科 平成10年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
国際理工専門学校 工業専門課程　ＣＧデザイン科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

千葉県 国保小見川総合病院付属看護専門学校 専門課程　看護学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

千葉県 国保松戸市立病院附属看護専門学校 看護専門課程　看護科 平成13年3月1日 ～ 平成30年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
松戸市立総合医療センター附属看護専
門学校

専門課程　看護科３年課程 平成30年4月1日 平成31年1月25日

千葉県
国立精神・神経センター国府台病院附属
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

千葉県 国立千葉病院附属看護学校 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千葉医療セ
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

千葉県 国立千葉病院附属習志野看護学校 看護専門課程　看護学科 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

千葉県 国立習志野病院附属看護学校 看護専門課程　看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国立千葉病院附属習志野看護学校 看護専門課程　看護学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

千葉県 国立療養所千葉東病院附属看護学校 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千葉東病院
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

千葉県 山王看護専門学校 看護師専門課程　看護学科 平成14年3月1日 ～ 平成29年2月28日

千葉県 山王看護専門学校 看護婦専門課程　看護学科 平成8年12月4日 ～ 平成14年2月28日 平成8年12月4日
名称変

更
山王看護専門学校 看護師専門課程　看護学科 平成14年3月1日 平成29年2月28日

千葉県 シー・アイ・ビー国際ビジネス専門学校 家政専門課程　ファッションビジネス科 平成8年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

千葉県 シー・アイ・ビー国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　国際ビジネス科 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

千葉県 シー・アイ・ビー国際ビジネス専門学校
文化教養専門課程　行政ビジネス科（２年課
程）

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

千葉県 ジェイヘアメイク専門学校 衛生専門課程　美容師科 平成28年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成29年2月28日
名称変

更
ジェイヘアメイク美容専門学校 衛生専門課程　美容師科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

千葉県 ジェイヘアメイク美容専門学校 衛生専門課程　美容師科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

千葉県 慈恵柏看護専門学校 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

千葉県 社会保険船橋保健看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成14年2月27日 ～ 平成26年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
独立行政法人地域医療機能推進機構船
橋中央病院附属看護専門学校

医療専門課程　看護師３年課程看護学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

千葉県 沼南リハビリテーション学院 医療専門課程　作業療法科 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

千葉県 沼南リハビリテーション学院 医療専門課程　理学療法科 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

千葉県 昭和学院栄養専門学校 専門課程　栄養士科 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

千葉県 新堀ビジネス専門学校 専門課程　自動車科１部 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
新堀自動車専門学校 専門課程　自動車科１部 平成10年4月1日 平成10年12月21日

千葉県 新堀ビジネス専門学校
専門課程　自動車科２部（修業年限３年の課程
に限る。）

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
新堀自動車専門学校

専門課程　自動車科２部（修業年限３年
の課程に限る。）

平成10年4月1日 平成10年12月21日

千葉県 スカイ総合ペット専門学校 文化・教養専門課程　動物看護科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

千葉県 スカイ総合ペット専門学校 文化・教養専門課程　ペット総合科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

千葉県 スカイ総合ペット専門学校 文化・教養専門課程　ペットトリマー科 平成27年2月19日 ～ 平成27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

千葉県 正心実業専門学校
服飾・家政専門課程　ファッションデザイン科
昼間部

平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

千葉県 専門学校 国際理工カレッジ
専門課程（工業）　ゲームクリエイター科（３
年制）

令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

千葉県 専門学校 国際理工カレッジ 専門課程（工業）　建築設計科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

千葉県 専門学校 国際理工カレッジ 専門課程（工業）　高度情報処理科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

千葉県 専門学校 国際理工カレッジ 専門課程（工業）　情報システム科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

千葉県 専門学校 国際理工カレッジ 専門課程（工業）　ビジュアルデザイン科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

千葉県 専門学校三育学院カレッジ
キリスト教教養専門課程　神学科（修業年限２
年の課程）

平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

千葉県 専門学校三育学院カレッジ
キリスト教教養専門課程　神学科（修業年限３
年の課程に限る。）

平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

千葉県 専門学校三育学院カレッジ
キリスト教教養専門課程　キリスト教教育学科
（修業年限２年の課程に限る。）

平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

千葉県 専門学校新国際福祉カレッジ 社会福祉専門課程　介護福祉科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

千葉県 専門学校生命の森学園 工業専門課程　環境デザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

千葉県 専門学校生命の森学園 商業実務専門課程　コミュニティサービス科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

千葉県 専門学校生命の森学園
文化教養専門課程　スポーツインストラクター
養成科

平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

千葉県 専門学校ちば愛犬動物学園 文化・教養専門課程　動植物管理科 平成23年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
専門学校ちば愛犬動物フラワー学園 文化・教養専門課程　動植物管理科 平成25年4月1日 平成27年2月19日

千葉県 専門学校ちば愛犬動物学園 文化・教養専門課程　動物飼養管理科 平成13年3月1日 ～ 平成23年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校ちば愛犬動物学園 文化・教養専門課程　動植物管理科 平成23年4月1日 平成25年1月29日

千葉県 専門学校ちば愛犬動物フラワー学園 文化・教養専門課程　植物管理科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

千葉県 専門学校ちば愛犬動物フラワー学園 文化・教養専門課程　動植物管理科 平成25年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

千葉県 専門学校ちば愛犬動物フラワー学園 文化・教養専門課程　動物看護科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

千葉県 専門学校ちば愛犬動物フラワー学園 文化・教養専門課程　動物管理科（昼間部） 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

千葉県 専門学校千葉県自動車総合大学校 自動車専門課程　２級自動車整備科 平成18年6月20日 ～ 平成31年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
千葉県自動車整備専門学校 自動車専門課程　２級自動車整備科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

千葉県 専門学校千葉県自動車総合大学校 自動車専門課程　自動車サービス科 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29年2月28日

千葉県 専門学校東京ベイ・マルチメディア 語学専門課程　国際英語科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

千葉県 専門学校東京ベイ・マルチメディア 商業実務専門課程　マルチメディア科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

千葉県
専門学校ニホン・オートモービル・カ
レッジ

自動車産業専門課程　自動車研究科 平成10年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

千葉県
専門学校ニホン・オートモービル・カ
レッジ

自動車産業専門課程　自動車整備科 平成10年4月1日 ～ 平成18年6月14日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校日本自動車大学校 自動車産業専門課程　自動車整備科 平成18年6月15日 平成19年2月22日

千葉県
専門学校ニホン・オートモービル・ハイ
テクニカル・スクール

自動車産業専門課程　自動車経営科 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
専門学校ニホン・オートモービル・ハ
イテクニカル・スクール

自動車産業専門課程　自動車研究科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

千葉県
専門学校ニホン・オートモービル・ハイ
テクニカル・スクール

自動車産業専門課程　自動車研究科 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
専門学校ニホン・オートモービル・カ
レッジ

自動車産業専門課程　自動車研究科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

千葉県
専門学校ニホン・オートモービル・ハイ
テクニカル・スクール

自動車産業専門課程　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
専門学校ニホン・オートモービル・カ
レッジ

自動車産業専門課程　自動車整備科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

千葉県 専門学校ニホン国際ＩＴカレッジ 専門課程　ＩＴエンジニア科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日
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名称変更後

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

変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

千葉県 専門学校ニホン国際ＩＴカレッジ 専門課程　高度情報処理科 平成19年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

千葉県 専門学校ニホン国際ＩＴカレッジ 専門課程　国際ＩＴ科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

千葉県 専門学校ニホン国際ＩＴカレッジ 専門課程　情報処理科 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
専門学校ニホン国際ＩＴカレッジ 専門課程　ＩＴエンジニア科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

千葉県 専門学校日本自動車大学校 自動車産業専門課程　自動車整備科 平成18年6月15日 ～ 平成19年2月22日

千葉県 専門学校日本自動車大学校袖ケ浦校 自動車産業専門課程　２級自動車整備科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

千葉県 専門学校野田鎌田学園 専門課程　服飾教養科 平成12年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

千葉県 専門学校藤リハビリテーション学院 医療専門課程　理学療法学科 平成8年12月4日 ～ 平成17年12月8日 平成8年12月4日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

千葉県 専門学校船橋中山学園 商業実務専門課程　コマースマネジメント科 平成13年3月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
船橋ファッション＆ビジネス専門学校

商業実務専門課程　コマースマネジメン
ト科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

千葉県 専門学校船橋中山学園 服飾家政専門課程　服飾デザイン科 平成7年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
船橋ファッション＆ビジネス専門学校 服飾家政専門課程　ファッション科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

千葉県 専門学校安田学院 専門課程　服飾デザイン科 平成8年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

千葉県 専門学校安田女子学院 専門課程　服飾デザイン科 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
専門学校安田学院 専門課程　服飾デザイン科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

千葉県 瀧澤学園千葉専門学校 服飾・家政専門課程　服飾デザイン科昼間部 平成8年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
千葉モードビジネス専門学校

服飾・家政専門課程　服飾デザイン科昼
間部

平成20年4月1日 平成21年2月27日

千葉県 立野ドレスメーカー専門学校 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7年1月23日

千葉県 千葉・柏リハビリテーション学院 医療専門課程　作業療法学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

千葉県 千葉・柏リハビリテーション学院 医療専門課程　理学療法学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

千葉県 千葉アカデミー専門学校 文化・教養課程（デザイン分野）　デザイン科 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
千葉デザイナー学院

文化・教養課程（デザイン分野）　デザ
イン科

平成21年4月1日 平成22年2月26日

千葉県 千葉医療秘書こども専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども総合学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

千葉県 千葉医療秘書こども専門学校 商業実務専門課程　医療秘書科 平成24年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
千葉医療秘書専門学校 商業実務専門課程　医療秘書科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

千葉県 千葉医療秘書こども専門学校 商業実務専門課程　診療情報管理士科 平成24年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
千葉医療秘書専門学校 商業実務専門課程　診療情報管理士科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

千葉県 千葉医療秘書専門学校 商業実務専門課程　医療秘書科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

千葉県 千葉医療秘書専門学校 商業実務専門課程　診療情報管理士科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

千葉県 千葉医療福祉専門学校 医療専門課程　作業療法学科 平成14年2月27日 ～ 平成17年12月8日 平成14年2月27日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

千葉県 千葉医療福祉専門学校 医療専門課程　理学療法学科 平成14年2月27日 ～ 平成17年12月8日 平成14年2月27日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

千葉県 千葉看護専門学校 専門課程　看護科 平成7年11月30日 ～ 平成18年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

千葉県 千葉県医療技術大学校 医療専門課程　作業療法学科 平成15年2月19日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

千葉県 千葉県医療技術大学校 医療専門課程　第一看護学科 平成15年2月19日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

千葉県 千葉県医療技術大学校 医療専門課程　第二看護学科 平成15年2月19日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

千葉県 千葉県医療技術大学校 医療専門課程　理学療法学科 平成15年2月19日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

千葉県 千葉県自動車産業技術専門学校 自動車整備専門課程　自動車整備科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
千葉県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15年4月1日 平成16年2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

千葉県
千葉県自動車整備商工組合立専門学校千
葉県自動車大学校

自動車整備専門課程　二級自動車整備科 平成18年10月1日 ～ 平成19年2月22日

千葉県
千葉県自動車整備商工組合立千葉県自動
車技術専門学校

自動車整備専門課程　自動車研究科 平成17年3月3日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

千葉県
千葉県自動車整備商工組合立千葉県自動
車技術専門学校

自動車整備専門課程　自動車整備科 平成7年1月23日 ～ 平成18年9月30日 平成7年1月23日
名称変

更
千葉県自動車整備商工組合立専門学校
千葉県自動車大学校

自動車整備専門課程　二級自動車整備科 平成18年10月1日 平成19年2月22日

千葉県 千葉県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
千葉県自動車整備専門学校 自動車専門課程　２級自動車整備科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

千葉県 千葉県自動車整備専門学校 自動車専門課程　１級自動車整備科 平成17年3月3日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

千葉県 千葉県自動車整備専門学校 自動車専門課程　２級自動車整備科 平成31年4月1日 ～ 令和3年3月31日 令和2年2月29日
名称変

更
専門学校日本自動車大学校袖ケ浦校 自動車産業専門課程　２級自動車整備科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

千葉県 千葉県自動車整備専門学校 自動車専門課程　２級自動車整備科 平成16年4月1日 ～ 平成18年6月19日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校千葉県自動車総合大学校 自動車専門課程　２級自動車整備科 平成18年6月20日 平成19年2月22日

千葉県 千葉県自動車整備専門学校 自動車専門課程　自動車車体整備科 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

千葉県 千葉県立鶴舞看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

千葉県 千葉県立農業大学校 農業専門課程　研究科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

千葉県 千葉県立農業大学校 農業専門課程　農学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

千葉県 千葉県立野田看護専門学校 看護専門課程　第一看護学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

千葉県 千葉県立野田看護専門学校 看護専門課程　第二看護学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

千葉県 千葉国際動物専門学校 文化教養専門課程　Ｄｏｇトレーナー学科 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

千葉県 千葉国際動物専門学校 文化教養専門課程　愛犬美容学科 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

千葉県 千葉国際動物専門学校 文化教養専門課程　動物看護学科 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

千葉県 千葉こども専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども総合学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

千葉県 千葉こども専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

千葉県 千葉市青葉看護専門学校 看護専門課程　看護学科（３年課程） 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

千葉県 千葉市青葉看護専門学校 看護専門課程　第１看護学科（３年課程） 平成21年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
千葉市青葉看護専門学校 看護専門課程　看護学科（３年課程） 平成29年4月1日 平成30年2月28日

千葉県 千葉市青葉看護専門学校 看護専門課程　第２看護学科（２年課程） 平成21年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

千葉県 千葉市青葉看護専門学校 専門課程　第１看護学科 平成20年2月26日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
千葉市青葉看護専門学校

看護専門課程　第１看護学科（３年課
程）

平成21年4月1日 平成22年2月26日

千葉県 千葉市青葉看護専門学校 専門課程　第２看護学科 平成20年2月26日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
千葉市青葉看護専門学校

看護専門課程　第２看護学科（２年課
程）

平成21年4月1日 平成22年2月26日

千葉県 千葉情報経理専門学校 商業実務専門課程　Ｗｅｂエキスパート科 平成26年1月28日 ～ 平成29年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
千葉情報経理専門学校 専門課程　Ｗｅｂエキスパート学科 平成29年4月1日 平成31年1月25日

千葉県 千葉情報経理専門学校 商業実務専門課程　国際戦略経営学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程　ＣＧデザイン科 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
千葉情報経理専門学校 専門課程　ＤＴＰデザイン科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程　ＤＴＰデザイン科 平成14年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
千葉情報経理専門学校 専門課程　ＤＴＰデザイン学科 平成29年4月1日 平成31年1月25日

千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程　ＤＴＰデザイン学科 平成29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

千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程　ＯＡビジネス科 平成12年2月8日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
千葉情報経理専門学校 専門課程　情報ビジネス科 平成16年4月1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

千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程　Ｗｅｂエキスパート学科 平成29年4月1日 ～ 平成31年1月25日

千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程　イベントプロデュース科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程　医療秘書科 平成12年2月8日 ～ 平成29年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
千葉情報経理専門学校 専門課程　医療秘書学科 平成29年4月1日 平成31年1月25日

千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程　医療秘書科 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

千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程　医療秘書学科 平成29年4月1日 ～ 平成31年1月25日

千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程　経営管理科 平成9年11月17日 ～ 平成15年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程　経営経理科 平成7年1月23日 ～ 平成29年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
千葉情報経理専門学校 専門課程　経営経理学科 平成29年4月1日 平成31年1月25日

千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程　経営経理学科 平成29年4月1日 ～ 平成31年1月25日

千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程　経営情報科 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
千葉情報経理専門学校 専門課程　情報処理科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程　経営情報研究科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程　経営デザイン科 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
千葉情報経理専門学校 専門課程　ＣＧデザイン科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程　経営法学科（２年制） 平成9年11月17日 ～ 平成19年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程　コンピュータ会計科 平成15年2月19日 ～ 平成24年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程　情報処理科 平成16年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
千葉情報経理専門学校 専門課程　情報処理学科 平成29年4月1日 平成31年1月25日

千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程　情報処理学科 平成29年4月1日 ～ 平成31年1月25日

千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程　情報ビジネス科 平成16年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
千葉情報経理専門学校 専門課程　情報ビジネス学科 平成29年4月1日 平成31年1月25日

千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程　情報ビジネス学科 平成29年4月1日 ～ 平成31年1月25日

千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程　デザインビジネス科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
千葉情報経理専門学校 専門課程　経営デザイン科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

千葉県 千葉情報経理専門学校 専門課程　ビジネス秘書科 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

千葉県 千葉女子専門学校 幼児教育専門課程　保育科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

千葉県 千葉スクール・オブ・ビジネス 工業専門課程　コンピュータ・ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
千葉スクール・オブ・ビジネス 工業専門課程　情報ビジネス科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

千葉県 千葉スクール・オブ・ビジネス 工業専門課程　情報工学科 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
千葉スクール・オブ・ビジネス 工業専門課程　情報マルチメディア科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

千葉県 千葉スクール・オブ・ビジネス 工業専門課程　情報ビジネス科 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

千葉県 千葉スクール・オブ・ビジネス 工業専門課程　情報マルチメディア科 平成11年4月1日 ～ 平成28年7月28日 平成12年2月8日 廃止 平成28年7月28日 平成29年2月28日

千葉県 千葉スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程　ＯＡ・ビジネス科 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
千葉スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程　ＯＡシスアド科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

千葉県 千葉スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程　ＯＡシスアド科 平成11年4月1日 ～ 平成28年7月28日 平成12年2月8日 廃止 平成28年7月28日 平成29年2月28日

千葉県 千葉スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程　医療情報秘書科 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
千葉スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程　医療情報福祉科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

千葉県 千葉スクール・オブ・ビジネス 商業実務専門課程　医療情報福祉科 平成10年4月1日 ～ 平成28年7月28日 平成10年12月21日 廃止 平成28年7月28日 平成29年2月28日

千葉県 千葉大学医学部附属看護学校 看護専門課程　看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日
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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
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変更、廃止、不適合
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千葉県 千葉大学医学部附属診療放射線技師学校 診療放射線専門課程　診療放射線学科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

千葉県 千葉中央看護専門学校 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

千葉県 千葉中央看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成24年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
千葉中央看護専門学校 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

千葉県 千葉調理師専門学校 調理師養成専門課程　調理高等国際科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

千葉県 千葉デザイナー学院 文化・教養課程（デザイン分野）　デザイン科 平成21年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
千葉デザイナー学院

文化・教養課程（デザイン分野）　デザ
イン科（２年制）

平成29年4月1日 平成30年2月28日

千葉県 千葉デザイナー学院
文化・教養課程（デザイン分野）　デザイン科
（２年制）

平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

千葉県 千葉デザイナー学院
文化・教養課程（デザイン分野）　デザイン科
（３年制）

令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

千葉県 千葉日建工科専門学校 工業専門課程　環境創造科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

千葉県 千葉日建工科専門学校 工業専門課程　建築ＣＡＤ技術科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

千葉県 千葉日建工科専門学校 工業専門課程　建築ＣＡＤ設計科 平成10年12月21日 ～ 平成22年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
千葉日建工科専門学校 工業専門課程　建築設計科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

千葉県 千葉日建工科専門学校 工業専門課程　建築設計科 平成22年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
千葉日建工科専門学校 工業専門課程　建築ＣＡＤ技術科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

千葉県 千葉日建工科専門学校 工業専門課程　デザイン設計科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

千葉県 千葉ビューティーアート専門学校 衛生専門課程　トータルビューティー科 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
千葉ビューティーアンドブライダル専
門学校

衛生専門課程　トータルビューティー科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

千葉県 千葉ビューティーアート専門学校 衛生専門課程　ブライダルプロデュース科 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
千葉ビューティーアンドブライダル専
門学校

衛生専門課程　ブライダルプロデュース
科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

千葉県
千葉ビューティーアンドブライダル専門
学校

衛生専門課程　トータルビューティー科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

千葉県
千葉ビューティーアンドブライダル専門
学校

衛生専門課程　美容科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

千葉県
千葉ビューティーアンドブライダル専門
学校

衛生専門課程　ブライダルプロデュース科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

千葉県 千葉福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

千葉県 千葉福祉専門学校 社会福祉専門課程　社会福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

千葉県 千葉モードビジネス専門学校 商業実務専門課程　国際ビジネス科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

千葉県 千葉モードビジネス専門学校 服飾・家政専門課程　服飾デザイン科昼間部 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

千葉県 千葉薬事専門学校 薬事専門課程　薬事科 平成7年1月23日 ～ 平成28年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
千葉薬事専門学校 薬事専門課程　薬用応用科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

千葉県 千葉薬事専門学校 薬事専門課程　薬用応用科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

千葉県 千葉リゾートアンドスポーツ専門学校 文化教養専門課程　健康スポーツ科 平成24年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
千葉リゾートアンドスポーツ専門学校

文化教養専門課程　スポーツインストラ
クター科

令和3年4月1日 令和4年3月4日

千葉県 千葉リゾートアンドスポーツ専門学校
文化教養専門課程　スポーツインストラクター
科

令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

千葉県 千葉リゾートアンドスポーツ専門学校 文化教養専門課程　スポーツトレーナー科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

千葉県 千葉理容専門学校 理容専門課程　理容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

千葉県
地方独立行政法人総合病院国保旭中央病
院旭中央病院附属看護専門学校

看護専門課程（看護師３年課程）　看護学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

千葉県 中央介護福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8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

千葉県 中央自動車技術専門学校 工業専門課程　オートボディ科 平成10年12月21日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
中央自動車大学校 工業専門課程　オートボディ科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

千葉県 中央自動車技術専門学校
工業専門課程　自動車整備科（修業年限２年の
課程に限る。）

平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
中央自動車技術専門学校 工業専門課程　二級自動車整備科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

千葉県 中央自動車技術専門学校 工業専門課程　二級自動車整備科 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
中央自動車大学校 工業専門課程　二級自動車整備科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

千葉県 中央自動車大学校 工業専門課程　オートボディ科 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

千葉県 中央自動車大学校 工業専門課程　二級自動車整備科 平成17年4月1日 ～ 平成18年5月29日 平成17年12月26日
名称変

更
（専）中央自動車大学校 工業専門課程　二級自動車整備科 平成18年5月30日 平成19年2月22日

千葉県 都賀文化服装専門学校 服装・家政専門課程　服飾デザイン科昼間部 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
瀧澤学園千葉専門学校

服飾・家政専門課程　服飾デザイン科昼
間部

平成8年4月1日 平成8年12月4日

千葉県 都賀文化服装専門学校 服装専門課程　服飾デザイン科昼間部 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
都賀文化服装専門学校

服装・家政専門課程　服飾デザイン科昼
間部

平成7年4月1日 平成7年11月30日

千葉県 津田沼大原簿記専門学校 商業実務専門課程　経理本科２年制 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
大原簿記専門学校津田沼校 商業実務専門課程　経理本科２年制 平成8年4月1日 平成8年12月4日

千葉県 勤医会東葛看護専門学校 看護専門課程　看護第１科 平成9年11月17日 ～ 平成25年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
勤医会東葛看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

千葉県 勤医会東葛看護専門学校 看護専門課程　看護第２科 平成8年12月4日 ～ 平成25年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

千葉県 勤医会東葛看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

千葉県 帝京情報技術専門学校 専門課程　情報機器科 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

千葉県 帝京情報技術専門学校 専門課程　情報システム科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
帝京情報専門学校 専門課程　情報システム科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

千葉県 帝京情報技術専門学校 専門課程　情報処理科 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
帝京情報専門学校 専門課程　情報処理科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

千葉県 帝京情報技術専門学校 専門課程　情報通信科 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

千葉県 帝京情報技術専門学校 専門課程　情報ビジネス科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
帝京情報専門学校 専門課程　情報ビジネス科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

千葉県 帝京情報技術専門学校 専門課程　情報秘書科 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

千葉県 帝京情報専門学校 専門課程　情報システム科 平成9年4月1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

千葉県 帝京情報専門学校 専門課程　情報処理科 平成9年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
帝京平成大学情報専門学校 専門課程　情報処理科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

千葉県 帝京情報専門学校 専門課程　情報ビジネス科 平成9年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
帝京平成大学情報専門学校 専門課程　情報ビジネス科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

千葉県 帝京平成大学情報専門学校 専門課程　情報処理科 平成10年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
帝京平成大学専門学校 専門課程　情報処理科 平成13年4月1日 平成15年2月19日

千葉県 帝京平成大学情報専門学校 専門課程　情報ビジネス科 平成10年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
帝京平成大学専門学校 専門課程　情報ビジネス科 平成13年4月1日 平成15年2月19日

千葉県 帝京平成大学情報専門学校 専門課程　マルチメディア科 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
帝京平成大学専門学校 専門課程　マルチメディア科 平成13年4月1日 平成15年2月19日

千葉県 帝京平成大学専門学校 医療専門課程　作業療法学科 平成16年2月17日 ～ 平成22年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

千葉県 帝京平成大学専門学校 医療専門課程　理学療法学科 平成16年2月17日 ～ 平成22年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

千葉県 帝京平成大学専門学校 工業専門課程　情報学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

千葉県 帝京平成大学専門学校 専門課程　情報処理科 平成13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

千葉県 帝京平成大学専門学校 専門課程　情報ビジネス科 平成13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

千葉県 帝京平成大学専門学校 専門課程　マルチメディア科 平成13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
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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

千葉県 東京ＩＴ会計公務員専門学校千葉校 商業実務専門課程　ＩＴビジネス学科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

千葉県 東京ＩＴ会計公務員専門学校千葉校 商業実務専門課程　会計学科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

千葉県 東京ＩＴ会計公務員専門学校千葉校 文化・教養専門課程　法律学科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

千葉県 東京ＩＴ会計法律専門学校千葉校 商業実務専門課程　ＩＴビジネス学科 平成21年2月27日 ～ 令和4年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
東京ＩＴ会計公務員専門学校千葉校 商業実務専門課程　ＩＴビジネス学科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

千葉県 東京ＩＴ会計法律専門学校千葉校 商業実務専門課程　会計学科 平成21年2月27日 ～ 令和4年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
東京ＩＴ会計公務員専門学校千葉校 商業実務専門課程　会計学科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

千葉県 東京ＩＴ会計法律専門学校千葉校 文化・教養専門課程　法律学科 平成21年2月27日 ～ 令和4年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
東京ＩＴ会計公務員専門学校千葉校 文化・教養専門課程　法律学科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

千葉県 東京ＩＴ会計法律専門学校千葉校 文化・教養専門課程　法律社会学科 平成21年2月27日 ～ 令和4年3月31日 平成21年2月27日 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

千葉県 東京医療秘書福祉専門学校千葉校 商業実務専門課程　医療秘書科 平成22年11月29日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
千葉医療秘書こども専門学校 商業実務専門課程　医療秘書科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

千葉県 東京医療秘書福祉専門学校千葉校 商業実務専門課程　診療情報管理士科 平成22年11月29日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
千葉医療秘書こども専門学校 商業実務専門課程　診療情報管理士科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

千葉県 東京基督神学校 神学専門課程　音学科 平成15年2月19日 ～ 平成18年9月18日 平成15年2月19日
名称変

更
東京基督神学校 神学専門課程　音楽科 平成18年9月19日 平成19年2月22日

千葉県 東京基督神学校 神学専門課程　音楽科 平成18年9月19日 ～ 平成24年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

千葉県 東京基督神学校 神学専門課程　神学科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
東京基督神学校 神学専門課程　神学科（教職コース） 平成17年4月1日 平成21年2月27日

千葉県 東京基督神学校 神学専門課程　神学科（教職コース） 平成17年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

千葉県 東京国際専門学校 商業実務専門課程　グランドホステス科 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

千葉県 東京国際専門学校 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

千葉県 東京国際専門学校 商業実務専門課程　経営情報科 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

千葉県 東京国際専門学校 商業実務専門課程　国際トラベル科 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
東京国際専門学校 商業実務専門課程　国際旅行科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

千葉県 東京国際専門学校 商業実務専門課程　国際ビジネス科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
東京国際専門学校 商業実務専門課程　国際貿易科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

千葉県 東京国際専門学校 商業実務専門課程　国際ビジネス教養科 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

千葉県 東京国際専門学校 商業実務専門課程　国際貿易科 平成9年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
成田国際福祉専門学校 商業実務専門課程　国際貿易科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

千葉県 東京国際専門学校 商業実務専門課程　国際貿易科 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

千葉県 東京国際専門学校 商業実務専門課程　国際ホテル科 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

千葉県 東京国際専門学校 商業実務専門課程　国際旅行科 平成9年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
成田国際福祉専門学校 商業実務専門課程　国際旅行科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

千葉県 東京国際専門学校 商業実務専門課程　病院事務科 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
成田国際福祉専門学校 商業実務専門課程　病院事務科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

千葉県 東京歯科大学歯科衛生士専門学校 歯科衛生専門課程　歯科衛生科 平成7年1月23日 ～ 令和1年7月31日 平成7年1月23日 廃止 令和1年7月31日 令和2年2月29日

千葉県 東京動物専門学校 動物管理専門課程　動物管理科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

千葉県 東京ビューティーアート専門学校千葉校 衛生専門課程　トータルビューティー科 平成22年11月29日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
千葉ビューティーアート専門学校 衛生専門課程　トータルビューティー科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

千葉県 東京ビューティーアート専門学校千葉校 衛生専門課程　ブライダルプロデュース科 平成22年11月29日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
千葉ビューティーアート専門学校

衛生専門課程　ブライダルプロデュース
科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

千葉県
東京リゾートアンドスポーツ専門学校千
葉校

文化教養専門課程　健康スポーツ科 平成22年11月29日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
千葉リゾートアンドスポーツ専門学校 文化教養専門課程　健康スポーツ科 平成24年4月1日 平成25年1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

千葉県
東京リゾートアンドスポーツ専門学校千
葉校

文化教養専門課程　スポーツトレーナー科 平成22年11月29日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
千葉リゾートアンドスポーツ専門学校

文化教養専門課程　スポーツトレーナー
科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

千葉県 東邦大学佐倉看護専門学校 看護専門課程　看護科 平成7年1月23日 ～ 平成31年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

千葉県 東洋理容美容専門学校 専門課程　美容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

千葉県 東洋理容美容専門学校 専門課程　理容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

千葉県 東和ＩＴ専門学校 工業専門課程　情報システム学科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

千葉県
独立行政法人国立病院機構千葉医療セン
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千葉医療セ
ンター附属千葉看護学校

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

千葉県
独立行政法人国立病院機構千葉医療セン
ター附属千葉看護学校

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

千葉県
独立行政法人国立病院機構千葉東病院附
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19年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

千葉県
独立行政法人地域医療機能推進機構船橋
中央病院附属看護専門学校

医療専門課程　看護師３年課程看護学科 平成26年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成27年2月19日 廃止 令和2年3月31日 令和4年3月4日

千葉県
独立行政法人労働者健康安全機構千葉労
災看護専門学校

専門課程　看護科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

千葉県
独立行政法人労働者健康福祉機構千葉労
災看護専門学校

専門課程　看護科 平成16年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
独立行政法人労働者健康安全機構千葉
労災看護専門学校

専門課程　看護科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

千葉県 成田航空ビジネス専門学校 商業実務専門課程　エアラインビジネス科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

千葉県 成田国際福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育士科 平成17年12月26日 ～ 平成29年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
成田国際福祉専門学校 社会福祉専門課程　保育士学科 平成29年4月1日 平成31年1月25日

千葉県 成田国際福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉士科 平成12年2月8日 ～ 平成29年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
成田国際福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉士学科 平成29年4月1日 平成31年1月25日

千葉県 成田国際福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉士学科 平成29年4月1日 ～ 平成31年1月25日

千葉県 成田国際福祉専門学校 社会福祉専門課程　保育士学科 平成29年4月1日 ～ 平成31年1月25日

千葉県 成田国際福祉専門学校 商業実務専門課程　医療秘書学科 平成29年4月1日 ～ 平成31年1月25日

千葉県 成田国際福祉専門学校 商業実務専門課程　空港ビジネス科 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

千葉県 成田国際福祉専門学校 商業実務専門課程　国際戦略経営学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

千葉県 成田国際福祉専門学校 商業実務専門課程　国際貿易科 平成10年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

千葉県 成田国際福祉専門学校 商業実務専門課程　国際旅行科 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
成田国際福祉専門学校 商業実務専門課程　空港ビジネス科 平成12年4月1日 平成15年2月19日

千葉県 成田国際福祉専門学校 商業実務専門課程　社会福祉事務科 平成10年12月21日 ～ 平成29年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

千葉県 成田国際福祉専門学校 商業実務専門課程　情報ビジネス科 平成15年2月19日 ～ 平成29年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

千葉県 成田国際福祉専門学校 商業実務専門課程　病院事務科 平成10年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
成田国際福祉専門学校 商業実務専門課程　医療秘書学科 平成29年4月1日 平成31年1月25日

千葉県 成田赤十字看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成22年4月1日 ～ 平成27年3月26日 平成22年11月29日 廃止 平成27年3月26日 平成28年2月29日

千葉県 成田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8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
成田赤十字看護専門学校 専門課程　看護学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

千葉県 成田赤十字看護専門学校 専門課程　看護学科 平成8年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
成田赤十字看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

千葉県 新掘ビジネス専門学校 専門課程　空港自動車科１部 平成7年11月30日 ～ 平成10年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
新掘自動車専門学校 専門課程　空港自動車科１部 平成10年4月1日 平成10年12月21日

千葉県 新掘ビジネス専門学校 専門課程　秘書科 平成7年11月30日 ～ 平成10年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
新掘自動車専門学校 専門課程　秘書科 平成10年4月1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

千葉県 新堀自動車専門学校 専門課程　空港自動車科１部 平成10年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

千葉県 新堀自動車専門学校 専門課程　自動車科１部 平成10年4月1日 ～ 平成24年12月26日 平成10年12月21日 廃止 平成24年12月26日 平成30年2月28日

千葉県 新堀自動車専門学校
専門課程　自動車科２部（修業年限３年の課程
に限る。）

平成10年4月1日 ～ 平成24年12月26日 平成10年12月21日 廃止 平成24年12月26日 平成30年2月28日

千葉県 新堀自動車専門学校 専門課程　電機設備科 平成16年2月17日 ～ 平成24年12月26日 平成16年2月17日 廃止 平成24年12月26日 平成30年2月28日

千葉県 新堀自動車専門学校 専門課程　秘書科 平成10年4月1日 ～ 平成24年12月26日 平成10年12月21日 廃止 平成24年12月26日 平成30年2月28日

千葉県 日本医科大学看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成17年4月1日 ～ 平成29年2月28日

千葉県 日本医科大学千葉看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成17年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
日本医科大学看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成17年4月1日 平成29年2月28日

千葉県 日本国際工科専門学校 工業専門課程　高度情報処理科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

千葉県 日本国際工科専門学校 工業専門課程　コンピュータエキスパート科 令和3年5月1日 ～ 令和4年3月31日 令和4年3月4日
名称変

更
日本国際工科専門学校 工業専門課程　高度情報処理科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

千葉県 日本国際工科専門学校 工業専門課程　コンピュータネットワーク科 令和3年5月1日 ～ 令和4年3月31日 令和4年3月4日
名称変

更
日本国際工科専門学校 工業専門課程　情報処理科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

千葉県 日本国際工科専門学校 工業専門課程　情報処理科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

千葉県 日本国際工科専門学校
商業実務専門課程　ビジネススペシャリスト科
ＩＴビジネスコース

令和3年5月1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

千葉県 日本国際工科専門学校
商業実務専門課程　ビジネススペシャリスト科
ＩＴマネジメントコース

令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

千葉県 日本国際工科専門学校
商業実務専門課程　ビジネススペシャリスト科
グローバルビジネスコース

令和3年5月1日 ～ 令和4年3月4日

千葉県 日本国際工科専門学校
商業実務専門課程　ビジネススペシャリスト科
ビジネスマネジメントコース

令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

千葉県 日本国際工科専門学校
商業実務専門課程　ビジネススペシャリスト科
ホテルマネジメントコース

令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

千葉県
日本大学松戸歯学部附属歯科衛生専門学
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7年1月23日

千葉県 野田生活教養専門学校 専門課程　服飾教養科 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
専門学校野田鎌田学園 専門課程　服飾教養科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

千葉県 野田生活教養専門学校 専門課程　服飾デザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

千葉県 ハッピースイーツ製菓専門学校 衛生専門課程　パティシエ科 平成28年2月29日 ～ 平成31年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
ハッピー製菓調理専門学校 衛生専門課程　パティシエ科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

千葉県 ハッピー製菓調理専門学校 衛生専門課程　調理師科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

千葉県 ハッピー製菓調理専門学校 衛生専門課程　パティシエ科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

千葉県 パリー美容専門学校 専門課程　エステ・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 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

千葉県 パリー美容専門学校 専門課程　トータル美容科 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

千葉県 パリー美容専門学校 専門課程　美容科 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
パリ総合美容専門学校千葉校 専門課程　美容科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

千葉県 パリ総合美容専門学校 衛生専門課程　総合美容科 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
パリ総合美容専門学校柏校 衛生専門課程　総合美容科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

千葉県 パリ総合美容専門学校柏校 衛生専門課程　総合美容科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

千葉県 パリ総合美容専門学校千葉校 専門課程　総合美容科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

千葉県 パリ総合美容専門学校千葉校 専門課程　美容科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
パリ総合美容専門学校千葉校 専門課程　総合美容科 平成21年4月1日 平成22年2月26日
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名称変更後

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

変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

千葉県 富士コンピュータ専門学校 工業専門課程　高度情報処理科 平成17年12月26日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校ニホン国際ＩＴカレッジ 専門課程　高度情報処理科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

千葉県 富士コンピュータ専門学校 工業専門課程　情報システム専門科 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

千葉県 富士コンピュータ専門学校 工業専門課程　パソコンビジネス科 平成17年12月26日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

千葉県 富士コンピュータ専門学校 専門課程　経営情報科 平成11年4月1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

千葉県 富士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15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
富士コンピュータ専門学校 専門課程　情報処理科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

千葉県 富士コンピュータ専門学校 専門課程　情報システム研究科 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
富士コンピュータ専門学校 専門課程　経営情報科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

千葉県 富士コンピュータ専門学校 専門課程　情報処理科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校ニホン国際ＩＴカレッジ 専門課程　情報処理科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

千葉県 富士コンピュータ専門学校 専門課程　マルチメディア科 平成13年3月1日 ～ 平成19年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

千葉県 不二家政専門学校 専門課程　服飾ファッション科 平成7年11月30日 ～ 平成21年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

千葉県 二葉看護学院 看護専門課程　看護科 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

千葉県 二葉看護学院
保健・看護専門課程（統合カリキュラム）　保
健看護学科

平成14年2月27日 ～ 平成17年12月8日 平成14年2月27日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

千葉県 船橋情報ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

千葉県 船橋情報ビジネス専門学校 工業専門課程　ＩＴエンジニア科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

千葉県 船橋情報ビジネス専門学校 工業専門課程　ＩＴビジネス科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

千葉県 船橋情報ビジネス専門学校 工業専門課程　Ｗｅｂクリエイター科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

千葉県 船橋情報ビジネス専門学校 工業専門課程　高度情報処理科 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
船橋情報ビジネス専門学校 工業専門課程　ＩＴエンジニア科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

千葉県 船橋情報ビジネス専門学校 工業専門課程　情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成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

千葉県 船橋情報ビジネス専門学校 工業専門課程　情報セキュリティ科 平成20年2月26日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

千葉県 船橋情報ビジネス専門学校 工業専門課程　情報ネットワーク科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

千葉県 船橋情報ビジネス専門学校 工業専門課程　情報ビジネス科 平成16年2月17日 ～ 平成24年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
船橋情報ビジネス専門学校 工業専門課程　ビジネスライセンス科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

千葉県 船橋情報ビジネス専門学校 工業専門課程　ネットワークセキュリティ科 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25年1月29日

千葉県 船橋情報ビジネス専門学校 工業専門課程　ビジネスライセンス科 平成24年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
船橋情報ビジネス専門学校 工業専門課程　ＩＴビジネス科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

千葉県 船橋情報ビジネス専門学校 工業専門課程　マルチメディア科 平成8年12月4日 ～ 平成19年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

千葉県 船橋情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ＯＡ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
船橋情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ビジネス秘書科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

千葉県 船橋情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報経理科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
船橋情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　パソコン会計科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

千葉県 船橋情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　パソコンインストラクタ科 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

千葉県 船橋情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　パソコン会計科 平成11年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

千葉県 船橋情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ビジネス秘書科 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
船橋情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程　パソコンインストラ
クタ科

平成10年4月1日 平成10年12月21日

千葉県 船橋情報ビジネス専門学校 工業専門課程　情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23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

千葉県 船橋女子専門学校 服飾家政専門課程　服飾デザイン科 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
専門学校船橋中山学園 服飾家政専門課程　服飾デザイン科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

千葉県 船橋市立看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

千葉県 船橋ファッション＆ビジネス専門学校 商業実務専門課程　コマースマネジメント科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

千葉県 船橋ファッション＆ビジネス専門学校 服飾家政専門課程　ファッション科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

千葉県 増淵家政専門学校 専門課程　家政科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成26年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成26年3月31日 平成30年2月28日

千葉県 増淵家政専門学校 専門課程　家政科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成26年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成26年3月31日 平成30年2月28日

千葉県
松戸市立総合医療センター附属看護専門
学校

専門課程　看護科３年課程 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

千葉県 松山学園松山福祉専門学校 専門課程　介護福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

千葉県 松山学園松山福祉専門学校 専門課程　福祉ビジネス科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

千葉県 ミス・パリ・ビューティ専門学校千葉校 衛生専門課程　トータルビューティ学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

千葉県 明生情報ビジネス専門学校 工業専門課程　コンピュータエキスパート科 平成28年2月29日 ～ 令和3年4月30日 平成28年2月29日
名称変

更
日本国際工科専門学校

工業専門課程　コンピュータエキスパー
ト科

令和3年5月1日 令和4年3月4日

千葉県 明生情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程　ビジネススペシャリスト科
ＩＴビジネスコース

平成31年1月25日 ～ 令和3年4月30日 平成31年1月25日
名称変

更
日本国際工科専門学校

商業実務専門課程　ビジネススペシャリ
スト科ＩＴビジネスコース

令和3年5月1日 令和4年3月4日

千葉県 本木家政専門学校 専門課程　服飾科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

千葉県 八千代リハビリテーション学院 医療専門課程　作業療法学科（昼間コース） 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

千葉県 八千代リハビリテーション学院 医療専門課程　作業療法学科（夜間コース） 平成19年2月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成25年3月31日 平成30年2月28日

千葉県 八千代リハビリテーション学院 医療専門課程　理学療法学科（昼間コース） 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

千葉県 八千代リハビリテーション学院 医療専門課程　理学療法学科（夜間コース） 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

千葉県 ユニバーサルビューティーカレッジ 衛生専門課程　総合美容科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

千葉県 ユニバーサルビューティーカレッジ 衛生専門課程　美容科（夜間） 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

千葉県 労働福祉事業団千葉労災看護専門学校 専門課程　看護科 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
独立行政法人労働者健康福祉機構千葉
労災看護専門学校

専門課程　看護科 平成16年4月1日 平成17年3月9日
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