
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

石川県 （専）金沢科学技術大学校 工業専門課程　映像音響学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

石川県 （専）金沢科学技術大学校 工業専門課程　家具クラフト学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

石川県 （専）金沢科学技術大学校 工業専門課程　建築学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

石川県 （専）金沢科学技術大学校 工業専門課程　自動車工学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

石川県 （専）金沢科学技術大学校 工業専門課程　情報工学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

石川県 （専）金沢科学技術大学校 工業専門課程　電気エネルギー工学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

石川県 （専）日本航空大学校 工業専門課程　空港技術科 平成17年3月3日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

石川県 （専）日本航空大学校 工業専門課程　航空工学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年12月8日 平成16年2月17日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

石川県 （専）日本航空大学校 工業専門課程　航空整備科 平成28年4月1日 ～ 平成30年2月28日

石川県 （専）日本航空大学校 工業専門課程　航空整備科 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
日本航空専門学校石川 工業専門課程　航空整備科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

石川県 （専）日本航空大学校 工業専門課程　航空整備科 平成17年3月3日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
（専）日本航空大学校 工業専門課程　航空整備技術科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

石川県 （専）日本航空大学校 工業専門課程　航空整備技術科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

石川県 （専）日本航空大学校 工業専門課程　航空整備技術科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
日本航空専門学校石川 工業専門課程　航空整備技術科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

石川県 （専）日本航空大学校 工業専門課程　航空整備工学科 平成17年12月26日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
（専）日本航空大学校 工業専門課程　航空整備科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

石川県 （専）日本航空大学校 工業専門課程　操縦科 平成20年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
日本航空専門学校石川 工業専門課程　操縦科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

石川県 （専）日本航空大学校 工業専門課程　操縦科（２年制） 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

石川県 （専）日本航空大学校 商業実務専門課程　航空ビジネス科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

石川県 （専）日本航空大学校
商業実務専門課程　航空ビジネス科語学研修専
攻コース

平成28年4月1日 ～ 令和5年1月27日

石川県 アリス外語学院 専門課程　英・米語学科（２年課程） 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
専門学校アリス国際学園

文化・教養専門課程　英・米語学科（２
年課程）

平成15年4月1日 平成16年2月17日

石川県 アリス外語学院 専門課程　ヨーロッパ言語学科 平成8年12月4日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
専門学校アリス国際学園

文化・教養専門課程　ヨーロッパ言語学
科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

石川県 石川医療技術専門学校 看護専門課程　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
金沢医療技術専門学校 医療専門課程　看護学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

石川県 石川経営専門学校 商業専門課程　経営実務科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成10年7月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年7月31日 平成29年2月28日

石川県 石川県歯科医師会立歯科医療専門学校 歯科衛生士専門課程　歯科衛生士科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

石川県 石川県歯科医師会立歯科医療専門学校 歯科技工士専門課程　歯科技工士科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

石川県 石川県歯科衛生士専門学校 歯科衛生士専門課程　歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
石川県歯科医師会立歯科医療専門学校 歯科衛生士専門課程　歯科衛生士科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

石川県 石川県歯科技工士専門学校 歯科技工専門課程　歯科技工士科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

石川県 石川県立金沢女子専門学校 衛生専門課程　栄養科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

石川県 石川県立総合看護専門学校 専門課程　第一看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29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

石川県 石川県立総合看護専門学校 専門課程　第三看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

石川県 石川県立総合看護専門学校 専門課程　第二看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

石川県 石川県立保育専門学園 専門課程　第１部保育学科 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
石川県立保育専門学園 専門課程　保育学科 平成18年4月1日 平成22年11月29日

石川県 石川県立保育専門学園 専門課程　第２部保育学科 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
石川県立保育専門学園 専門課程　保育学科 平成18年4月1日 平成22年11月29日

石川県 石川県立保育専門学園 専門課程　保育学科 平成18年4月1日 ～ 平成22年11月29日

石川県 石川県理容美容専門学校
衛生専門課程　インターナショナルソーシャル
ビューティーカナザワ科

平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

石川県 石川県理容美容専門学校 衛生専門課程　ビューティーアート科 平成21年2月27日 ～ 平成31年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
石川県理容美容専門学校

衛生専門課程　インターナショナルソー
シャルビューティーカナザワ科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

石川県 石川県理容美容専門学校 衛生専門課程　美容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

石川県 石川県理容美容専門学校 衛生専門課程　理容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

石川県 石川情報科学専門学校 工業専門課程　システムエンジニアリング科 平成7年1月23日 ～ 平成20年8月31日 平成7年1月23日 廃止 平成20年8月31日 平成29年2月28日

石川県 石川情報科学専門学校 工業専門課程　システムコミュニケーション科 平成7年1月23日 ～ 平成20年8月31日 平成7年1月23日 廃止 平成20年8月31日 平成29年2月28日

石川県 石川情報科学専門学校 工業専門課程　ニューセクレタリ科 平成7年1月23日 ～ 平成20年8月31日 平成7年1月23日 廃止 平成20年8月31日 平成29年2月28日

石川県 大原医療福祉・製菓＆スポーツ専門学校 衛生専門課程　製菓学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

石川県 大原医療福祉・製菓＆スポーツ専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成28年2月29日 ～ 令和4年3月31日 平成28年2月29日 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

石川県 大原医療福祉・製菓＆スポーツ専門学校
商業実務専門課程　医療情報秘書学科（２年
制）

平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

石川県 大原医療福祉・製菓＆スポーツ専門学校 文化・教養専門課程　スポーツ産業学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

石川県 大原情報デザインアート専門学校金沢校 工業専門課程　情報処理学科 平成28年2月29日 ～ 令和3年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
金沢情報ＩＴクリエイター専門学校 工業専門課程　情報処理学科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

石川県 大原情報デザインアート専門学校金沢校 文化・教養専門課程　インテリアデザイン学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

石川県 大原情報デザインアート専門学校金沢校
文化・教養専門課程　グラフィックデザイン学
科

平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

石川県 大原情報デザインアート専門学校金沢校 文化・教養専門課程　デザイン学科 平成28年2月29日 ～ 令和3年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
金沢情報ＩＴクリエイター専門学校 文化・教養専門課程　デザイン学科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

石川県 大原情報デザインアート専門学校金沢校 文化・教養専門課程　マンガ・イラスト学科 平成28年2月29日 ～ 令和3年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
金沢情報ＩＴクリエイター専門学校

文化・教養専門課程　マンガ・イラスト
学科

令和3年4月1日 令和4年3月4日

石川県 大原情報デザインアート専門学校金沢校 文化・教養専門課程　マンガ学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

石川県 大原情報デザインアート専門学校金沢校
文化・教養専門課程　メディアイラストレー
ション学科

平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

石川県 大原情報ビジネス専門学校金沢校 工業専門課程　高度情報工学科 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
大原簿記情報法律専門学校金沢校 工業専門課程　高度情報工学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

石川県 大原情報ビジネス専門学校金沢校 工業専門課程　高度情報システム学科 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
大原簿記情報法律専門学校金沢校 工業専門課程　高度情報システム学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

石川県 大原情報ビジネス専門学校金沢校 工業専門課程　ネットワークデザイン学科 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
大原簿記情報法律専門学校金沢校

工業専門課程　ネットワークデザイン学
科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

石川県 大原情報ビジネス専門学校金沢校 商業実務専門課程　医療情報秘書学科 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
大原簿記情報法律専門学校金沢校 商業実務専門課程　医療情報秘書学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

石川県 大原情報ビジネス専門学校金沢校
商業実務専門課程　コンピュータ会計ビジネス
学科

平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
大原簿記情報法律専門学校金沢校

商業実務専門課程　コンピュータ会計ビ
ジネス学科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

石川県 大原情報ビジネス専門学校金沢校 商業実務専門課程　ブライダルイベント学科 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
大原簿記情報法律専門学校金沢校

商業実務専門課程　ブライダルイベント
学科

平成23年4月1日 平成23年12月22日
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名称変更後

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

変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

石川県 大原情報ビジネス専門学校金沢校 文化・教養専門課程　トータルビューティ学科 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
大原簿記情報法律専門学校金沢校

文化・教養専門課程　トータルビュー
ティ学科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

石川県
大原スポーツ＆ビューティー・ブライダ
ル専門学校

商業実務専門課程　ブライダルイベント学科 平成25年1月29日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
大原美容＆ビューティー・ブライダル
専門学校

商業実務専門課程　ブライダルイベント
学科

平成26年4月1日 平成28年2月29日

石川県
大原スポーツ＆ビューティー・ブライダ
ル専門学校

服飾・家政専門課程　ファッションデザイン学
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 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

石川県
大原スポーツ＆ビューティー・ブライダ
ル専門学校

文化・教養専門課程　スポーツ産業学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
大原美容＆ビューティー・ブライダル
専門学校

文化・教養専門課程　スポーツ産業学科 平成26年4月1日 平成28年2月29日

石川県
大原スポーツ＆ビューティー・ブライダ
ル専門学校

文化・教養専門課程　トータルビューティー学
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
名称変

更
大原美容＆ビューティー・ブライダル
専門学校

文化・教養専門課程　トータルビュー
ティー学科

平成26年4月1日 平成28年2月29日

石川県 大原デザインカレッジ専門学校
文化・教養関係専門課程　インテリアデザイン
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
大原デザインカレッジ専門学校

文化・教養専門課程　インテリアデザイ
ン学科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

石川県 大原デザインカレッジ専門学校
文化・教養関係専門課程　グラフィックデザイ
ン科

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
大原デザインカレッジ専門学校

文化・教養専門課程　グラフィックデザ
イン学科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

石川県 大原デザインカレッジ専門学校 文化・教養専門課程　インテリアデザイン学科 平成24年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
大原情報デザインアート専門学校金沢
校

文化・教養専門課程　インテリアデザイ
ン学科

平成26年4月1日 平成28年2月29日

石川県 大原デザインカレッジ専門学校
文化・教養専門課程　グラフィックデザイン学
科

平成24年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
大原情報デザインアート専門学校金沢
校

文化・教養専門課程　グラフィックデザ
イン学科

平成26年4月1日 平成28年2月29日

石川県 大原デザインカレッジ専門学校 文化・教養専門課程　ファッションデザイン科 平成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

石川県 大原デザインカレッジ専門学校 文化・教養専門課程　マンガ学科 平成25年1月29日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
大原情報デザインアート専門学校金沢
校

文化・教養専門課程　マンガ学科 平成26年4月1日 平成28年2月29日

石川県 大原デザインカレッジ専門学校
文化・教養専門課程　メディアイラストレー
ション学科

平成24年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
大原情報デザインアート専門学校金沢
校

文化・教養専門課程　メディアイラスト
レーション学科

平成26年4月1日 平成28年2月29日

石川県 大原デザインカレッジ専門学校
文化教養専門課程　メディアイラストレーショ
ン科

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
大原デザインカレッジ専門学校

文化・教養専門課程　メディアイラスト
レーション学科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

石川県
大原美容＆ビューティー・ブライダル専
門学校

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

更
金沢ウエディング・ビューティー専門
学校

衛生専門課程　美容学科 平成30年4月1日 令和3年2月24日

石川県
大原美容＆ビューティー・ブライダル専
門学校

商業実務専門課程　ブライダルイベント学科 平成26年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
金沢ウエディング・ビューティー専門
学校

商業実務専門課程　ブライダルイベント
学科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

石川県
大原美容＆ビューティー・ブライダル専
門学校

文化・教養専門課程　スポーツ産業学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

石川県
大原美容＆ビューティー・ブライダル専
門学校

文化・教養専門課程　トータルビューティー学
科

平成26年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
金沢ウエディング・ビューティー専門
学校

文化・教養専門課程　トータルビュー
ティー学科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

石川県 大原簿記情報法律専門学校金沢校 工業専門課程　高度情報工学科 平成23年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
大原簿記法律観光専門学校金沢校 工業専門課程　高度情報工学科 平成26年4月1日 平成28年2月29日

石川県 大原簿記情報法律専門学校金沢校 工業専門課程　高度情報システム学科 平成23年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
大原簿記法律観光専門学校金沢校 工業専門課程　高度情報システム学科 平成26年4月1日 平成28年2月29日

石川県 大原簿記情報法律専門学校金沢校 工業専門課程　情報ビジネス学科 平成24年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
大原簿記法律観光専門学校金沢校 工業専門課程　情報ビジネス学科 平成26年4月1日 平成28年2月29日

石川県 大原簿記情報法律専門学校金沢校 工業専門課程　ネットワークデザイン学科 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
大原簿記情報法律専門学校金沢校 工業専門課程　情報ビジネス学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

石川県 大原簿記情報法律専門学校金沢校 商業実務専門課程　医療情報秘書学科 平成23年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
大原簿記法律観光専門学校金沢校

商業実務専門課程　医療情報秘書学科
（２年制）

平成26年4月1日 平成28年2月29日

石川県 大原簿記情報法律専門学校金沢校
商業実務専門課程　コンピュータ会計ビジネス
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
大原簿記情報法律専門学校金沢校

商業実務専門課程　総合ビジネス学科
（昼間部）

平成24年4月1日 平成25年1月29日

石川県 大原簿記情報法律専門学校金沢校 商業実務専門課程　税理士・会計士学科 平成25年1月29日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
大原簿記法律観光専門学校金沢校 商業実務専門課程　税理士・会計士学科 平成26年4月1日 平成28年2月29日

石川県 大原簿記情報法律専門学校金沢校
商業実務専門課程　総合ビジネス学科（昼間
部）

平成24年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
大原簿記法律観光専門学校金沢校

商業実務専門課程　総合ビジネス学科
（昼間部）

平成26年4月1日 平成28年2月29日

石川県 大原簿記情報法律専門学校金沢校 商業実務専門課程　ブライダルイベント学科 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

石川県 大原簿記情報法律専門学校金沢校 文化・教養専門課程　公務員学科（２年制） 平成25年1月29日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
大原簿記法律観光専門学校金沢校

文化・教養専門課程　公務員学科（２年
制）

平成26年4月1日 平成28年2月29日

石川県 大原簿記情報法律専門学校金沢校 文化・教養専門課程　トータルビューティ学科 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

石川県 大原簿記法律観光専門学校金沢校 工業専門課程　高度情報工学科 平成26年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成28年2月29日 廃止 令和2年3月31日 令和3年2月24日
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石川県 大原簿記法律観光専門学校金沢校 工業専門課程　高度情報システム学科 平成26年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成28年2月29日 廃止 令和2年3月31日 令和3年2月24日

石川県 大原簿記法律観光専門学校金沢校 工業専門課程　情報ビジネス学科 平成26年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成28年2月29日 廃止 令和2年3月31日 令和3年2月24日

石川県 大原簿記法律観光専門学校金沢校
商業実務専門課程　医療情報秘書学科（２年
制）

平成26年4月1日 ～ 平成28年2月29日

石川県 大原簿記法律観光専門学校金沢校 商業実務専門課程　税理士・会計士学科 平成26年4月1日 ～ 平成28年2月29日

石川県 大原簿記法律観光専門学校金沢校
商業実務専門課程　総合ビジネス学科（昼間
部）

平成26年4月1日 ～ 平成28年2月29日

石川県 大原簿記法律観光専門学校金沢校 文化・教養専門課程　公務員学科（２年制） 平成26年4月1日 ～ 平成28年2月29日

石川県 加賀看護学校 専門課程　看護学科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

石川県 加賀山中看護専門学校 専門課程　看護学科 平成10年12月21日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
加賀看護学校 専門課程　看護学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

石川県 金沢医科大学附属看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成21年6月26日 平成7年1月23日 廃止 平成21年6月26日 平成29年2月28日

石川県 金沢医療管理専門学校 専門課程　ＯＡ秘書科 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

石川県 金沢医療管理専門学校 専門課程　医療管理科 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

石川県 金沢医療管理専門学校 専門課程　医療情報科 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

石川県 金沢医療管理専門学校 専門課程　医療情報管理科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

石川県 金沢医療管理専門学校 専門課程　医療秘書科 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

石川県 金沢医療管理専門学校 専門課程　社会福祉科 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
金沢医療福祉製菓専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

石川県 金沢医療管理専門学校 専門課程　社会福祉科（通信併修） 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
金沢医療福祉製菓専門学校

教育・社会福祉専門課程　社会福祉科
（通信併修）

平成12年4月1日 平成13年3月8日

石川県 金沢医療技術専門学校 医療専門課程　看護学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

石川県 金沢医療技術専門学校 医療専門課程　歯科衛生学科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

石川県 金沢医療技術専門学校 医療専門課程　鍼灸学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

石川県 金沢医療技術専門学校 医療専門課程　鍼灸学科（昼間部） 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

石川県 金沢医療事務専門学校 商業実務専門課程　医療事務総合学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

石川県 金沢医療福祉製菓専門学校 衛生専門課程　製菓技術経営科 平成14年2月27日 ～ 平成19年4月3日 平成14年2月27日
名称変

更
金沢製菓調理福祉専門学校 衛生専門課程　製菓技術経営科 平成19年4月4日 平成21年2月27日

石川県 金沢医療福祉製菓専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉科 平成12年4月1日 ～ 平成19年4月3日 平成13年3月8日
名称変

更
金沢製菓調理福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉科 平成19年4月4日 平成21年2月27日

石川県 金沢医療福祉製菓専門学校
教育・社会福祉専門課程　社会福祉科（通信併
修）

平成12年4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

石川県 金沢医療福祉製菓専門学校 商業実務専門課程　医療秘書情報科 平成13年3月1日 ～ 平成19年4月3日 平成13年3月8日
名称変

更
金沢製菓調理福祉専門学校 商業実務専門課程　医療秘書情報科 平成19年4月4日 平成21年2月27日

石川県 金沢医療福祉製菓専門学校 商業実務専門課程　医療福祉機器ビジネス科 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

石川県 金沢医療福祉製菓専門学校 商業実務専門課程　介護保険秘書士科 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

石川県
金沢ウエディング・ビューティー専門学
校

衛生専門課程　美容学科 平成30年4月1日 ～ 令和2年3月31日 令和3年2月24日 廃止 令和2年3月31日 令和3年2月24日

石川県
金沢ウエディング・ビューティー専門学
校

商業実務専門課程　ブライダルイベント学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日
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石川県
金沢ウエディング・ビューティー専門学
校

文化・教養専門課程　トータルビューティー学
科

平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

石川県 金沢オフィス・医療事務専門学校
商業実務専門課程　オフィス・医療事務総合学
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
名称変

更
金沢観光＆医療事務専門学校

商業実務専門課程　観光・医療事務総合
学科

平成26年4月1日 平成27年2月19日

石川県 金沢科学技術専門学校 工業専門課程　インテリアデザイン学科 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

石川県 金沢科学技術専門学校 工業専門課程　映像イベント学科 平成12年2月8日 ～ 平成17年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
金沢科学技術専門学校 工業専門課程　映像音響学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

石川県 金沢科学技術専門学校 工業専門課程　映像音響学科 平成17年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
（専）金沢科学技術大学校 工業専門課程　映像音響学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

石川県 金沢科学技術専門学校 工業専門課程　家具クラフト学科 平成17年12月26日 ～ 令和2年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
（専）金沢科学技術大学校 工業専門課程　家具クラフト学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

石川県 金沢科学技術専門学校 工業専門課程　環境工学科 平成7年11月30日 ～ 平成14年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

石川県 金沢科学技術専門学校 工業専門課程　機械システム工学科 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

石川県 金沢科学技術専門学校 工業専門課程　経営情報工学科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

石川県 金沢科学技術専門学校 工業専門課程　建築学科 平成7年1月23日 ～ 令和2年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
（専）金沢科学技術大学校 工業専門課程　建築学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

石川県 金沢科学技術専門学校 工業専門課程　コンピュータ学科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

石川県 金沢科学技術専門学校 工業専門課程　自動車工学科 平成7年1月23日 ～ 令和2年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
（専）金沢科学技術大学校 工業専門課程　自動車工学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

石川県 金沢科学技術専門学校 工業専門課程　情報工学科 平成21年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
（専）金沢科学技術大学校 工業専門課程　情報工学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

石川県 金沢科学技術専門学校 工業専門課程　情報システム学科 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
金沢科学技術専門学校 工業専門課程　情報工学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

石川県 金沢科学技術専門学校 工業専門課程　生物工学科 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

石川県 金沢科学技術専門学校 工業専門課程　デジタル・通信工学科 平成15年2月19日 ～ 平成19年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

石川県 金沢科学技術専門学校 工業専門課程　電気・電子工学科 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

石川県 金沢科学技術専門学校 工業専門課程　電気エネルギー工学科 平成25年1月29日 ～ 令和2年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
（専）金沢科学技術大学校 工業専門課程　電気エネルギー工学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

石川県 金沢科学技術専門学校 工業専門課程　メディアクリエイト学科 平成12年2月8日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

石川県 金沢観光＆医療事務専門学校 商業実務専門課程　観光・医療事務総合学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
金沢医療事務専門学校 商業実務専門課程　医療事務総合学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

石川県 金沢観光専門学校 商業実務専門課程　観光総合学科 平成28年2月29日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
国際ホテル＆ブライダル専門学校 商業実務専門課程　観光総合学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

石川県 金沢看護専門学校 専門課程　看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

石川県 金沢経理専門学校 商業実務専門課程　ビジネス本科 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ＥＳＳＥテクノカレッジ金沢 商業実務専門課程　経理ビジネス科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

石川県 金沢国際専門学校 商業実務専門課程　国際ブライダル科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

石川県 金沢国際専門学校 専門課程　ＯＡビジネス科 平成10年12月21日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

石川県 金沢国際専門学校 専門課程　医療秘書科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

石川県 金沢国際専門学校 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 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

石川県 金沢国際専門学校 専門課程　国際ガイド科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

石川県 金沢国際専門学校 専門課程　国際観光学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日
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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

石川県 金沢国際専門学校 専門課程　国際トラベル科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

石川県 金沢国際専門学校 専門課程　国際ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

石川県 金沢国際専門学校 専門課程　国際ホテル科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

石川県 金沢国際専門学校 専門課程　情報処理科 平成9年11月17日 ～ 平成17年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

石川県 金沢国際専門学校 専門課程　税理士科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

石川県 金沢国際専門学校 専門課程　短大併修学科経営管理コース 平成8年12月4日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

石川県 金沢国際専門学校 専門課程　短大併修学科情報処理コース 平成8年12月4日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

石川県 金沢国際専門学校 専門課程　短大併修学科税理士コース 平成8年12月4日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

石川県 金沢国際専門学校 専門課程　短大併修学科秘書コース 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

石川県 金沢国際専門学校 専門課程　秘書科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

石川県 金沢国際専門学校 専門課程　ホテルレストラン経営科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

石川県 金沢社会保険看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成14年2月27日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

石川県 金沢情報ＩＴクリエイター専門学校 工業専門課程　情報処理学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

石川県 金沢情報ＩＴクリエイター専門学校 文化・教養専門課程　デザイン学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

石川県 金沢情報ＩＴクリエイター専門学校 文化・教養専門課程　マンガ・イラスト学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

石川県 金沢情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程　情報工学科 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
金沢情報ビジネス専門学校 工業専門課程　高度情報工学科 平成16年4月1日 平成19年2月22日

石川県 金沢情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程　情報システム科 平成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
金沢情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程　情報システム学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

石川県 金沢情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程　情報システム学科 平成10年4月1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

石川県 金沢情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程　情報システム工学科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

石川県 金沢情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程　情報処理科 平成7年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

石川県 金沢情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程　情報処理本科 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
金沢情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程　情報処理科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

石川県 金沢情報ビジネス専門学校
工業関係専門課程　デジタル・コミュニケー
ション学科

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

石川県 金沢情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程　マルチメディア科 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
金沢情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程　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

石川県 金沢情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程　マルチメディア学科 平成10年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
金沢情報ビジネス専門学校

工業関係専門課程　デジタル・コミュニ
ケーション学科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

石川県 金沢情報ビジネス専門学校 工業専門課程　高度情報工学科 平成16年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
大原情報ビジネス専門学校金沢校 工業専門課程　高度情報工学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

石川県 金沢情報ビジネス専門学校 工業専門課程　高度情報処理学科 平成17年12月26日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
大原情報ビジネス専門学校金沢校 工業専門課程　高度情報システム学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

石川県 金沢情報ビジネス専門学校 工業専門課程　ネットワーク技術学科 平成17年12月26日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
大原情報ビジネス専門学校金沢校

工業専門課程　ネットワークデザイン学
科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

石川県 金沢情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　医療秘書科 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
金沢情報ビジネス専門学校

商業実務関係専門課程　医療福祉秘書学
科

平成10年4月1日 平成10年12月21日

石川県 金沢情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　医療福祉秘書学科 平成10年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
金沢情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療情報秘書学科 平成20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

石川県 金沢情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　観光ビジネス科 平成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
金沢情報ビジネス専門学校

商業実務関係専門課程　観光ビジネス学
科

平成10年4月1日 平成10年12月21日

石川県 金沢情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　観光ビジネス学科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

石川県 金沢情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　経営ビジネス科 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
金沢情報ビジネス専門学校

商業実務関係専門課程　経営ビジネス学
科

平成10年4月1日 平成10年12月21日

石川県 金沢情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　経営ビジネス学科 平成10年4月1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

石川県 金沢情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　情報経理科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
金沢情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　情報経理学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

石川県 金沢情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　情報経理学科 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

石川県 金沢情報ビジネス専門学校
商業実務関係専門課程　ビジネスライセンス学
科

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

石川県 金沢情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　マルチビジネス学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

石川県 金沢情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療情報秘書学科 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
大原情報ビジネス専門学校金沢校 商業実務専門課程　医療情報秘書学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

石川県 金沢情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程　コンピュータ会計ビジネス
学科

平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
大原情報ビジネス専門学校金沢校

商業実務専門課程　コンピュータ会計ビ
ジネス学科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

石川県 金沢情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報ビジネス学科 平成17年12月26日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
金沢情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程　コンピュータ会計ビ
ジネス学科

平成20年4月1日 平成22年2月26日

石川県 金沢情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ブライダルイベント学科 平成13年3月1日 ～ 平成22年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
大原情報ビジネス専門学校金沢校

商業実務専門課程　ブライダルイベント
学科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

石川県 金沢情報ビジネス専門学校
文化・教養関係専門課程　トータルビューティ
学科

平成13年3月1日 ～ 平成22年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
大原情報ビジネス専門学校金沢校

文化・教養専門課程　トータルビュー
ティ学科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

石川県 金沢製菓調理専門学校 衛生専門課程　製菓技術経営科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

石川県 金沢製菓調理福祉専門学校 衛生専門課程　製菓技術経営科 平成19年4月4日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
金沢製菓調理専門学校 衛生専門課程　製菓技術経営科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

石川県 金沢製菓調理福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉科 平成19年4月4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

石川県 金沢製菓調理福祉専門学校 商業実務専門課程　医療秘書情報科 平成19年4月4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

石川県 金沢総合科学専門学校 専門課程　自然健康学科 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

石川県 金沢総合科学専門学校 専門課程　人間行動学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

石川県 金沢調理師専門学校 調理師専門課程　調理師専攻科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

石川県 金沢デザイン建築専門学校 工業専門課程　建築学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

石川県 金沢デザイン建築専門学校 文化教養専門課程　インテリアデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成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

石川県 金沢デザイン建築専門学校 文化教養専門課程　グラフィックデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
金沢デザイン建築専門学校

文化教養専門課程　ビジュアルメディア
科

平成10年4月1日 平成10年12月21日

石川県 金沢デザイン建築専門学校 文化教養専門課程　ビジュアルアート科 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

石川県 金沢デザイン建築専門学校 文化教養専門課程　ビジュアルメディア科 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

石川県 金沢福祉専門学校 教育・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

石川県 金沢福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　居住環境福祉学科 平成16年2月17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

石川県 金沢福祉専門学校 教育･社会福祉専門課程　こども福祉学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

石川県 金沢福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉学科 平成12年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日
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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
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石川県 金沢福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育福祉学科 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27年2月19日

石川県 金沢福祉専門学校 専門課程　介護福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
金沢福祉専門学校 教育・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

石川県 金沢福祉専門学校 専門課程　社会福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
金沢福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

石川県 金沢法律専門学校 専門課程　法律科 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

石川県 北信越柔整専門学校 柔整専門課程　昼間部柔整科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

石川県 北信越柔整専門学校 柔整専門課程　夜間部柔整科 平成7年1月23日 ～ 平成30年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

石川県 公立能登総合病院附属看護専門学校 専門課程　看護科 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

石川県 国際医療福祉専門学校七尾校 医療専門課程　救急救命学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

石川県 国際医療福祉専門学校七尾校 医療専門課程　作業療法学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

石川県 国際医療福祉専門学校七尾校 医療専門課程　理学療法学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

石川県 国際医療福祉専門学校七尾校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

石川県 国際サイクル専門学校 工業専門課程　イオンバイク社員養成学科 平成28年2月29日 ～ 令和4年3月31日 平成28年2月29日 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

石川県 国際調理専門学校 衛生専門課程　高度調理師学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

石川県 国際デザインカレッジ 文化教養専門課程　インテリアデザイン科 平成7年11月30日 ～ 平成15年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校国際デザインカレッジ金沢

文化・教養関係専門課程　インテリアデ
ザイン科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

石川県 国際デザインカレッジ 文化教養専門課程　グラフィックデザイン科 平成7年11月30日 ～ 平成15年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校国際デザインカレッジ金沢

文化・教養関係専門課程　グラフィック
デザイン科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

石川県 国際デザインカレッジ
文化教養専門課程　コンピュータグラフィック
ス科

平成7年11月30日 ～ 平成15年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校国際デザインカレッジ金沢

文化・教養関係専門課程　イラストレー
ション科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

石川県 国際デザインカレッジ 文化教養専門課程　マルチメディア科 平成7年11月30日 ～ 平成12年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校国際デザインカレッジ

文化教養専門課程　モーショングラ
フィックス科

平成12年4月1日 平成13年3月8日

石川県
国際ビューティ・ブライダル専門学校金
沢

文化教養専門課程　ビューティー総合学科 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
専門学校金沢美専

文化教養専門課程　ビューティ・ブライ
ダル総合学科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

石川県 国際ペット専門学校金沢 文化・教養課程　イオンペット社員養成学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

石川県 国際ペット専門学校金沢 文化・教養専門課程　ペット総合学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

石川県 国際ペットビジネス専門学校金沢 文化・教養課程　ヘルス＆ビューティー学科 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

石川県 国際ペットビジネス専門学校金沢 文化・教養専門課程　ペットビジネス総合学科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
国際ペット専門学校金沢 文化・教養専門課程　ペット総合学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

石川県 国際ホテル＆ブライダル専門学校 商業実務専門課程　観光総合学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成30年2月28日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

石川県 国際ホテル＆ブライダル専門学校 商業実務専門課程　ブライダル学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

石川県 国際ホテル＆ブライダル専門学校
商業実務専門課程　ホテル・ブライダル総合学
科

令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

石川県 国際ホテル＆ブライダル専門学校 商業実務専門課程　ホテル学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

石川県 国立金沢病院附属金沢看護学校 看護専門課程　看護学科 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
独立行政法人国立病院機構金沢医療セ
ンター附属金沢看護学校

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

石川県 国立金沢病院附属看護学校 看護専門課程　看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国立金沢病院附属金沢看護学校 看護専門課程　看護学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

石川県 国立山中病院附属看護学校 看護専門課程　看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国立療養所石川病院附属山中看護学校 看護専門課程　看護学科 平成14年4月1日 平成16年2月17日
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変更後 変更後
位置 専修学校名 課　程　名 適用年月日 告示年月日 手続き

変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

石川県 国立療養所石川病院附属山中看護学校 看護専門課程　看護学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

石川県 こまつ看護学校 専門課程　看護学科 平成18年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成20年2月26日 廃止 令和2年3月31日 令和3年2月24日

石川県 こまつ看護学校 専門課程　第１看護学科 平成9年11月17日 ～ 平成18年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
こまつ看護学校 専門課程　看護学科 平成18年4月1日 平成20年2月26日

石川県 こまつ看護学校 専門課程　第２看護学科 平成8年12月4日 ～ 平成18年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

石川県 社会保険鳴和看護専門学校 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

石川県 スーパースイーツ製菓専門学校 衛生専門課程　パティシエ・ブーランジェ学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

石川県 スーパースイーツ調理専門学校 衛生専門課程　高度調理師学科 平成30年2月28日 ～ 令和2年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
国際調理専門学校 衛生専門課程　高度調理師学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

石川県 専修学校ＫＩＤＩＰＡＲＳＯＮＳ
文化・教養専門課程　インテリア・建築デザイ
ン科

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29年2月28日

石川県 専修学校ＫＩＤＩＰＡＲＳＯＮＳ
文化・教養専門課程　コミュニケーションデザ
イン科

平成16年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

石川県 専修学校ＫＩＤＩＰＡＲＳＯＮＳ 文化・教養専門課程　プロダクトデザイン科 平成16年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

石川県 専修学校金沢国際デザイン研究所
文化・教養専門課程　アパレルデザイン・プロ
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

石川県 専修学校金沢国際デザイン研究所
文化・教養専門課程　インテリア・建築デザイ
ン科

平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専修学校ＫＩＤＩＰＡＲＳＯＮＳ

文化・教養専門課程　インテリア・建築
デザイン科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

石川県 専修学校金沢国際デザイン研究所
文化・教養専門課程　エレクトロニックビジュ
アルデザイン科

平成14年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

石川県 専修学校金沢国際デザイン研究所
文化・教養専門課程　コミュニケーションデザ
イン科

平成10年12月21日 ～ 平成16年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専修学校ＫＩＤＩＰＡＲＳＯＮＳ

文化・教養専門課程　コミュニケーショ
ンデザイン科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

石川県 専修学校金沢国際デザイン研究所
文化・教養専門課程　ディジタルデザイン・プ
ロ科

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
専修学校金沢国際デザイン研究所

文化・教養専門課程　エレクトロニック
ビジュアルデザイン科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

石川県 専修学校金沢国際デザイン研究所 文化・教養専門課程　プロダクトデザイン科 平成10年12月21日 ～ 平成16年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専修学校ＫＩＤＩＰＡＲＳＯＮＳ

文化・教養専門課程　プロダクトデザイ
ン科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

石川県 専門学校ＥＳＳＥテクノカレッジ金沢 工業専門課程　インテリアデザイン科 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

石川県 専門学校ＥＳＳＥテクノカレッジ金沢 工業専門課程　環境建設科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校ＥＳＳＥテクノカレッジ金沢 工業専門課程　都市工学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

石川県 専門学校ＥＳＳＥテクノカレッジ金沢 工業専門課程　建築学科 平成13年3月1日 ～ 平成22年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

石川県 専門学校ＥＳＳＥテクノカレッジ金沢 工業専門課程　都市工学科 平成14年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

石川県 専門学校ＥＳＳＥテクノカレッジ金沢 商業実務専門課程　経理ビジネス科 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ＥＳＳＥテクノカレッジ金沢 商業実務専門課程　ビジネス科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

石川県 専門学校ＥＳＳＥテクノカレッジ金沢 商業実務専門課程　ビジネス科 平成13年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校ＥＳＳＥテクノカレッジ金沢

商業実務専門課程　ビジネスプロデュー
ス科

平成18年4月1日 平成19年2月22日

石川県 専門学校ＥＳＳＥテクノカレッジ金沢 商業実務専門課程　ビジネスプロデュース科 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

石川県 専門学校ＥＳＳＥテクノカレッジ金沢 商業実務専門課程　フラワー・ブライダル科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

石川県 専門学校ＥＳＳＥテクノカレッジ金沢 商業実務専門課程　マルチメディア科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

石川県 専門学校ＥＳＳＥテクノカレッジ金沢 文化教養専門課程　イラストデザイン科 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

石川県 専門学校ＥＳＳＥテクノカレッジ金沢 文化教養専門課程　デザイン科 平成13年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校ＥＳＳＥテクノカレッジ金沢 文化教養専門課程　イラストデザイン科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

石川県 専門学校ＥＳＳＥテクノカレッジ金沢 文化教養専門課程　ビジュアルアート科 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ＥＳＳＥテクノカレッジ金沢 文化教養専門課程　デザイン科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

石川県 専門学校ＥＳＳＥテクノカレッジ金沢 文化教養専門課程　ビューティプロ科 平成19年2月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
国際ビューティ・ブライダル専門学校
金沢

文化教養専門課程　ビューティー総合学
科

平成22年4月1日 平成22年11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

石川県 専門学校アリス学園 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

石川県 専門学校アリス学園
教育・社会福祉専門課程　福祉保育学科（昼間
部）

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
専門学校アリス学園

教育・社会福祉専門課程　福祉保育学科
保育士・幼稚園教諭二種コース

平成25年4月1日 令和4年3月4日

石川県 専門学校アリス学園
教育・社会福祉専門課程　福祉保育学科（夜間
部）

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

石川県 専門学校アリス学園
教育・社会福祉専門課程　福祉保育学科保育
士・幼稚園教諭二種コース

平成25年4月1日 ～ 令和3年3月31日 令和4年3月4日 廃止 令和3年3月31日 令和4年3月4日

石川県 専門学校アリス学園 商業実務専門課程　国際ビジネス学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

石川県 専門学校アリス学園 文化・教養専門課程　国際ビジネス学科 平成29年2月28日 ～ 令和3年3月31日 平成29年2月28日
名称変

更
専門学校アリス学園 商業実務専門課程　国際ビジネス学科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

石川県 専門学校アリス学園 文化・教養専門課程　日本語学科 平成20年4月1日 ～ 平成22年2月25日 平成21年2月27日 不適合 平成22年2月26日 平成22年2月26日

石川県 専門学校アリス国際学園 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校アリス学園 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

石川県 専門学校アリス国際学園 教育・社会福祉専門課程　福祉保育学科（昼） 平成17年12月26日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校アリス学園

教育・社会福祉専門課程　福祉保育学科
（昼間部）

平成20年4月1日 平成21年2月27日

石川県 専門学校アリス国際学園 教育・社会福祉専門課程　福祉保育学科（夜） 平成17年12月26日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校アリス学園

教育・社会福祉専門課程　福祉保育学科
（夜間部）

平成20年4月1日 平成21年2月27日

石川県 専門学校アリス国際学園
文化・教養専門課程　英・米語学科（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 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

石川県 専門学校アリス国際学園 文化・教養専門課程　日本語学科 平成17年12月26日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校アリス学園 文化・教養専門課程　日本語学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

石川県 専門学校アリス国際学園 文化・教養専門課程　ヨーロッパ言語学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

石川県 専門学校金沢美専 衛生専門課程　美容学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

石川県 専門学校金沢美専
文化教養専門課程　ビューティ・ブライダル総
合学科

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
専門学校金沢美専

文化教養専門課程　ビューティー総合学
科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

石川県 専門学校金沢美専 文化教養専門課程　ビューティー総合学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

石川県 専門学校金沢美専
文化教養専門課程　モデル・ファッション総合
学科

平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

石川県 専門学校金沢美専 文化教養専門課程　モデル総合学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
専門学校金沢美専

文化教養専門課程　モデル・ファッショ
ン総合学科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

石川県 専門学校金沢文化服装学院 服飾専門課程　アパレル基礎科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

石川県 専門学校金沢文化服装学院 服飾専門課程　アパレル造形デザイン科 平成11年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校金沢文化服装学院

服飾専門課程　アパレル造形デザイン科
（２年コース）

平成28年4月1日 平成30年2月28日

石川県 専門学校金沢文化服装学院
服飾専門課程　アパレル造形デザイン科（２年
コース）

平成28年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
専門学校金沢文化服装学院 服飾専門課程　アパレル基礎科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

石川県 専門学校金沢文化服装学院
服飾専門課程　アパレル造形デザイン科（３年
コース）

平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

石川県 専門学校金沢文化服装学院 服飾専門課程　造形技術科 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
専門学校金沢文化服装学院 服飾専門課程　アパレル造形デザイン科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

石川県 専門学校金沢文化服装学院 服飾専門課程　ファッションビジネス科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

石川県
専門学校金沢リハビリテーションアカデ
ミー

医療専門課程　作業療法学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

石川県
専門学校金沢リハビリテーションアカデ
ミー

医療専門課程　作業療法学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年12月8日 平成16年2月17日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

石川県
専門学校金沢リハビリテーションアカデ
ミー

医療専門課程　理学療法学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

石川県
専門学校金沢リハビリテーションアカデ
ミー

医療専門課程　理学療法学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年12月8日 平成16年2月17日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

石川県 専門学校金城ファッション・カレッジ
服飾専門課程　ファッション・クリエート科昼
間部

平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日
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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

石川県 専門学校金城ファッション・カレッジ
服飾専門課程　ファッションビジネスクリエー
ション科

平成14年2月27日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

石川県 専門学校国際デザインカレッジ
文化教養専門課程　モーショングラフィックス
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
専門学校国際デザインカレッジ金沢

文化・教養関係専門課程　アニメーショ
ンデザイン科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

石川県 専門学校国際デザインカレッジ金沢
文化・教養関係専門課程　アニメーションデザ
イン科

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

石川県 専門学校国際デザインカレッジ金沢
文化・教養関係専門課程　イラストレーション
科

平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校国際デザインカレッジ金沢

文化教養専門課程　アニメ・イラスト
レーション科

平成17年4月1日 平成19年2月22日

石川県 専門学校国際デザインカレッジ金沢
文化・教養関係専門課程　インテリアデザイン
科

平成15年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
大原デザインカレッジ専門学校

文化・教養関係専門課程　インテリアデ
ザイン科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

石川県 専門学校国際デザインカレッジ金沢
文化・教養関係専門課程　グラフィックデザイ
ン科

平成15年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
大原デザインカレッジ専門学校

文化・教養関係専門課程　グラフィック
デザイン科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

石川県 専門学校国際デザインカレッジ金沢 文化・教養専門課程　ビューティーデザイン科 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
専門学校国際デザインカレッジ金沢

文化・教養専門課程　ファッションデザ
イン科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

石川県 専門学校国際デザインカレッジ金沢 文化・教養専門課程　ファッションデザイン科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
大原デザインカレッジ専門学校

文化・教養専門課程　ファッションデザ
イン科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

石川県 専門学校国際デザインカレッジ金沢
文化教養専門課程　アニメ・イラストレーショ
ン科

平成17年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校国際デザインカレッジ金沢

文化教養専門課程　メディアイラスト
レーション科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

石川県 専門学校国際デザインカレッジ金沢
文化教養専門課程　メディアイラストレーショ
ン科

平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
大原デザインカレッジ専門学校

文化教養専門課程　メディアイラスト
レーション科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　ＣＧクリエイト科 平成17年12月26日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　ＯＡインストラクター科 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
専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　ＯＡビジネス科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　ＯＡビジネス科 平成7年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　医療介護保険事務科 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　オフィスビジネス科 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　介護ビジネス科 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
専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　福祉ビジネス科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　経営情報学科 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

石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　国際観光科 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
専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　国際リゾート科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　国際リゾート科 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

石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　情報技術科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　情報システム科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　情報システム科 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
専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　デジタルシステム科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　情報処理科 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
専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　情報技術科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　総合ビジネス科 平成14年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　短大商経科 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

石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　デジタルクリエイト科 平成14年2月27日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　デジタルシステム科 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

石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　トータルビューティー科 平成22年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　トータルビューティ科 平成18年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校日本ビジネススクール金沢

商業実務専門課程　トータルビュー
ティー科

平成22年4月1日 平成22年11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

石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　ファッションビューティ科 平成14年2月27日 ～ 平成18年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校日本ビジネススクール金沢

商業実務専門課程　トータルビューティ
科

平成18年4月1日 平成19年2月22日

石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　福祉ビジネス科 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

石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　ブライダルイベント科 平成19年2月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　ブライダル科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　ブライダル科 平成22年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

石川県 専門学校日本ビジネススクール金沢 商業実務専門課程　法学商経学科 平成8年12月4日 ～ 平成14年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

石川県 専門学校ファースト学園金沢校 工業専門課程　情報システム科 平成28年9月1日 ～ 平成29年2月28日

石川県 専門学校ファースト学園金沢校 工業専門課程　情報ビジネス科 平成28年9月1日 ～ 平成29年2月28日

石川県
独立行政法人国立病院機構金沢医療セン
ター附属金沢看護学校

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

石川県 中出ドレスメーカー専門学校 服飾専門課程　服飾科 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

石川県 七尾看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

石川県 七尾看護専門学校 看護専門課程　第一看護学科 平成13年3月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

石川県 日本航空専門学校石川 工業専門課程　航空整備科 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
（専）日本航空大学校 工業専門課程　航空整備科 平成28年4月1日 平成30年2月28日

石川県 日本航空専門学校石川 工業専門課程　航空整備技術科 平成23年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
（専）日本航空大学校 工業専門課程　航空整備技術科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

石川県 日本航空専門学校石川 工業専門課程　操縦科 平成23年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
（専）日本航空大学校 工業専門課程　操縦科（２年制） 平成27年4月1日 平成28年2月29日

石川県 日本航空専門学校石川 商業実務専門課程　航空ビジネス科 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
（専）日本航空大学校 商業実務専門課程　航空ビジネス科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

石川県 日本航空専門学校石川
商業実務専門課程　航空ビジネス科語学研修専
攻コース

平成28年2月29日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
（専）日本航空大学校

商業実務専門課程　航空ビジネス科語学
研修専攻コース

平成28年4月1日 令和5年1月27日

石川県 ファーストコンピューター専門学校 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
ファーストコンピューター専門学校 工業専門課程　本科情報システム科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

石川県 ファーストコンピューター専門学校 工業専門課程　情報ビジネス科 平成21年4月1日 ～ 平成28年8月31日 平成22年2月26日
名称変

更
専門学校ファースト学園金沢校 工業専門課程　情報ビジネス科 平成28年9月1日 平成29年2月28日

石川県 ファーストコンピューター専門学校 工業専門課程　情報ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
ファーストコンピューター専門学校 工業専門課程　本科ＯＡビジネス科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

石川県 ファーストコンピューター専門学校 工業専門課程　本科ＯＡビジネス科 平成7年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
ファーストコンピューター専門学校 工業専門課程　情報ビジネス科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

石川県 ファーストコンピューター専門学校 工業専門課程　本科情報システム科 平成7年4月1日 ～ 平成28年8月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校ファースト学園金沢校 工業専門課程　情報システム科 平成28年9月1日 平成29年2月28日

石川県 北信越柔整専門学校 柔整専門課程　スポーツ柔整科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

石川県 北陸女子専門学校 家政専門課程　服飾専門科（２年課程） 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
北陸ビジネスアカデミー 家政専門課程　服飾専門科（２年課程） 平成16年4月1日 平成17年3月9日

石川県 北陸デザイナー専門学校
文化教養専門課程　インテリアコーディネー
ター科

平成20年4月1日 ～ 平成22年2月26日

石川県 北陸デザイナー専門学校
文化教養専門課程　インテリアコーディネー
ター科

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
北陸デザイナー専門学校

文化教養専門課程　インテリアデザイン
科

平成15年4月1日 平成17年3月9日

石川県 北陸デザイナー専門学校 文化教養専門課程　インテリアデザイン科 平成15年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
北陸デザイナー専門学校

文化教養専門課程　インテリアコーディ
ネーター科

平成20年4月1日 平成22年2月26日

石川県 北陸デザイナー専門学校 文化教養専門課程　広告デザイン科 平成20年4月1日 ～ 平成22年2月26日

石川県 北陸デザイナー専門学校 文化教養専門課程　広告デザイン科 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
北陸デザイナー専門学校

文化教養専門課程　ビジュアルデザイン
科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

石川県 北陸デザイナー専門学校 文化教養専門課程　広告メディア科 平成18年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
北陸デザイナー専門学校 文化教養専門課程　広告デザイン科 平成20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

石川県 北陸デザイナー専門学校 文化教養専門課程　国際デザイン科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

石川県 北陸デザイナー専門学校 文化教養専門課程　情報デザイン科 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
北陸デザイナー専門学校 文化教養専門課程　マルチメディア科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

石川県 北陸デザイナー専門学校 文化教養専門課程　ビジネスデザイン科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

石川県 北陸デザイナー専門学校 文化教養専門課程　ビジュアルデザイン科 平成11年4月1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

石川県 北陸デザイナー専門学校 文化教養専門課程　ファッションデザイン科 平成11年4月1日 ～ 平成12年2月8日

石川県 北陸デザイナー専門学校 文化教養専門課程　服飾デザイン科 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
北陸デザイナー専門学校

文化教養専門課程　ファッションデザイ
ン科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

石川県 北陸デザイナー専門学校 文化教養専門課程　ブライダルデザイン科 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

石川県 北陸デザイナー専門学校 文化教養専門課程　マルチメディア科 平成7年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

石川県 北陸デザイナー専門学校 文化教養専門課程　メディアデザイン科 平成17年3月3日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
北陸デザイナー専門学校 文化教養専門課程　広告メディア科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

石川県 北陸ビジネスアカデミー 家政専門課程　服飾専門科（２年課程） 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

石川県 北陸ビジネスアカデミー 商業実務専門課程　ビジネス科 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29年2月28日
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