
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

長野県 ＯＫＡ学園トータルデザインアカデミー 服飾・家政専門課程　デザインビジネス科 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

長野県 ＯＫＡ学園トータルデザインアカデミー 服飾・家政専門課程　ファッション科 平成17年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
岡学園トータルデザインアカデミー

服飾・家政専門課程　昼間部・ファッ
ション科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

長野県 ＯＫＡ学園トータルデザインアカデミー 文化教養専門課程　デザインビジネス科 平成22年11月29日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
岡学園トータルデザインアカデミー

文化教養専門課程　昼間部・デザインビ
ジネス科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

長野県 飯田コアカレッジ 工業専門課程　ＩＴスペシャリスト学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

長野県 飯田コアカレッジ 商業実務専門課程　ＩＴ医療事務学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

長野県 飯田コアカレッジ 商業実務専門課程　ＩＴビジネス学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

長野県 飯田コンピュータ専門学校 工業専門課程　情報・マルチメディア学科 平成12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
飯田ゆめみらいＩＣＴカレッジ 工業専門課程　情報ビジネス学科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

長野県 飯田コンピュータ専門学校 工業専門課程　情報システム工学科 平成7年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
飯田コンピュータ専門学校

工業専門課程　情報・マルチメディア学
科

平成12年4月1日 平成14年2月27日

長野県 飯田コンピュータ専門学校 工業専門課程　情報処理工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
飯田コンピュータ専門学校 工業専門課程　情報システム工学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

長野県 飯田コンピュータ専門学校 工業専門課程　電子情報工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

長野県 飯田ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ビジネス総合科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

長野県 飯田ゆめみらいＩＣＴカレッジ 工業専門課程　ＩＴ医療事務学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

長野県 飯田ゆめみらいＩＣＴカレッジ 工業専門課程　ＩＴスペシャリスト学科 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
飯田コアカレッジ 工業専門課程　ＩＴスペシャリスト学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

長野県 飯田ゆめみらいＩＣＴカレッジ 工業専門課程　ＩＴビジネス学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

長野県 飯田ゆめみらいＩＣＴカレッジ 工業専門課程　情報ビジネス学科 平成17年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
飯田ゆめみらいＩＣＴカレッジ 工業専門課程　ＩＴスペシャリスト学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

長野県 飯田ゆめみらいＩＣＴカレッジ 商業実務専門課程　ＩＴ医療事務学科 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
飯田コアカレッジ 商業実務専門課程　ＩＴ医療事務学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

長野県 飯田ゆめみらいＩＣＴカレッジ 商業実務専門課程　ＩＴビジネス学科 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
飯田コアカレッジ 商業実務専門課程　ＩＴビジネス学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

長野県 伊那ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報経理学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

長野県 上田看護専門学校 医療専門課程　看護学科（２年課程定時制） 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

長野県 上田市医師会付属看護専門学院 医療専門課程　看護学科（２年課程、定時制） 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
上田看護専門学校

医療専門課程　看護学科（２年課程定時
制）

平成22年4月1日 平成22年11月29日

長野県 上田歯科衛生専門学校 医療専門課程　歯科衛生士学科 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
長野医療衛生専門学校 医療専門課程　歯科衛生士学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

長野県 上田情報ビジネス専門学校 工業専門課程　建築ＣＡＤ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
上田情報ビジネス専門学校 工業専門課程　建築学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

長野県 上田情報ビジネス専門学校 工業専門課程　建築学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

長野県 上田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

長野県 上田情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療秘書科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

長野県 上田情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　公務員専攻科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

長野県 上田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7年1月23日

長野県 上田情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　税理士科 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

(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

長野県 上田情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

長野県 上田福祉敬愛学院 社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成20年2月26日 ～ 令和3年10月28日 平成20年2月26日 廃止 令和3年10月28日 令和5年1月27日

長野県 臼田経理専門学校 工業専門課程　情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

長野県 臼田経理専門学校 商業実務専門課程　情報経理科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

長野県 ウララ服飾専門学校 服飾・家政専門課程　洋裁学科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

長野県 エプソン情報科学専門学校 工業専門課程　３ＤＣＡＤ学科 平成17年12月26日 ～ 平成29年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

長野県 エプソン情報科学専門学校 工業分野専門課程　３年制情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

長野県 エプソン情報科学専門学校 工業分野専門課程　生涯教育科（情報系） 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

長野県 エプソン情報科学専門学校 工業分野専門課程　情報経理ビジネス科 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
エプソン情報科学専門学校 工業分野専門課程　情報ビジネス科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

長野県 エプソン情報科学専門学校 工業分野専門課程　情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

長野県 エプソン情報科学専門学校 工業分野専門課程　情報電子機械科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

長野県 エプソン情報科学専門学校 工業分野専門課程　情報電子工学科 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
エプソン情報科学専門学校 工業分野専門課程　情報電子機械科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

長野県 エプソン情報科学専門学校 工業分野専門課程　情報ビジネス科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

長野県 大原スキーテクノカレッジ 文化・教養専門課程　スポーツ学科 平成9年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
日本スポーツ科学専門学校 文化教養専門課程　スポーツ学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

長野県 大原スキーテクノカレッジ 文化・教養専門課程　スポーツビジネス学科 平成9年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
日本スポーツ科学専門学校

文化教養専門課程　スポーツビジネス学
科

平成12年4月1日 平成13年3月8日

長野県 大原スポーツ公務員専門学校 文化教養専門課程　公務員学科（２年課程） 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

長野県 大原スポーツ公務員専門学校 文化教養専門課程　スポーツ学科（２年課程） 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

長野県 大原スポーツ公務員専門学校 文化教養専門課程　スポーツ学科（３年課程） 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

長野県 大原スポーツ公務員専門学校松本校 文化・教養専門課程　公務員学科（２年制） 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

長野県 大原スポーツ公務員専門学校松本校 文化・教養専門課程　スポーツ学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

長野県 大原簿記情報ビジネス医療専門学校 商業実務専門課程　経理本科２年制学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

長野県
大原簿記情報ビジネス医療専門学校松本
校

商業実務専門課程　経理本科２年制学科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

長野県
大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校
松本校

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

長野県
大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校
松本校

商業実務専門課程　経理本科２年制学科 平成28年2月29日 ～ 令和4年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
大原簿記情報ビジネス医療専門学校松
本校

商業実務専門課程　経理本科２年制学科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

長野県 岡学園トータルデザインアカデミー 服飾・家政専門課程　昼間部・ファッション科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

長野県 岡学園トータルデザインアカデミー
文化・教養専門課程　昼間部・長野プロデュー
ス科

平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

長野県 岡学園トータルデザインアカデミー
文化教養専門課程　昼間部・デザインビジネス
科

平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

長野県 岡学園長野ファッションカレッジ
服飾・家政専門課程　ファッション・昼間部・
総合ライフデザイン科

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

長野県 岡学園長野ファッションカレッジ
服飾・家政専門課程　ファッションクリエイ
ター科

平成9年11月17日 ～ 平成17年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
ＯＫＡ学園トータルデザインアカデ
ミー

服飾・家政専門課程　ファッション科 平成17年4月1日 平成19年2月22日
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名称変更後

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

変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

長野県 岡谷市看護専門学校 医療専門課程　看護学科（２年課程） 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

長野県
学校法人長野県理容美容学園長野理容美
容専門学校

昼間課程　美容科 平成13年3月1日 ～ 平成17年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
長野理容美容専門学校 衛生専門課程　美容科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

長野県
学校法人長野県理容美容学園長野理容美
容専門学校

昼間課程　理容科 平成13年3月1日 ～ 平成17年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
長野理容美容専門学校 衛生専門課程　理容科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

長野県
学校法人長野県理容美容学園松本理容美
容専門学校

昼間課程　美容科 平成13年3月1日 ～ 平成17年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
松本理容美容専門学校 衛生専門課程　美容科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

長野県
学校法人長野県理容美容学園松本理容美
容専門学校

昼間課程　理容科 平成13年3月1日 ～ 平成17年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
松本理容美容専門学校 衛生専門課程　理容科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

長野県 国際コンピュータビジネス専門学校 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
専門学校未来ビジネスカレッジ

衛生専門課程　パティシエ・ブーラン
ジェ学科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

長野県 国際コンピュータビジネス専門学校 工業専門課程　クリエイトデザイン学科 平成19年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校未来ビジネスカレッジ 工業専門課程　クリエイトデザイン学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

長野県 国際コンピュータビジネス専門学校 工業専門課程　経営情報学科 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

長野県 国際コンピュータビジネス専門学校 工業専門課程　建築ＣＡＤ学科 平成10年12月21日 ～ 平成19年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
国際コンピュータビジネス専門学校 工業専門課程　建築学科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

長野県 国際コンピュータビジネス専門学校 工業専門課程　建築学科 平成19年4月1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

長野県 国際コンピュータビジネス専門学校 工業専門課程　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

長野県 国際コンピュータビジネス専門学校 工業専門課程　情報システム学科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校未来ビジネスカレッジ 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

長野県 国際コンピュータビジネス専門学校 工業専門課程　マルチメディア学科 平成13年3月1日 ～ 平成19年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
国際コンピュータビジネス専門学校 工業専門課程　クリエイトデザイン学科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

長野県 国際コンピュータビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療秘書学科 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

長野県 国際コンピュータビジネス専門学校 商業実務専門課程　オフィスビジネス学科 平成16年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校未来ビジネスカレッジ

商業実務専門課程　オフィスビジネス学
科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

長野県 国際コンピュータビジネス専門学校 商業実務専門課程　観光学科 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

長野県 国際コンピュータビジネス専門学校 商業実務専門課程　経理学科 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
国際コンピュータビジネス専門学校

商業実務専門課程　オフィスビジネス学
科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

長野県 国際コンピュータビジネス専門学校 商業実務専門課程　経理ビジネス学科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
国際コンピュータビジネス専門学校 商業実務専門課程　経理学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

長野県 国際コンピュータビジネス専門学校 商業実務専門課程　公務員ビジネス学科 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

長野県 国際コンピュータビジネス専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成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

長野県 国際コンピュータビジネス専門学校 商業実務専門課程　動物看護師学科 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
専門学校未来ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　動物看護師学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

長野県 国際コンピュータビジネス専門学校 商業実務専門課程　トータルビューティー学科 平成19年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校未来ビジネスカレッジ

商業実務専門課程　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

長野県 国際コンピュータビジネス専門学校 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

長野県 国際コンピュータビジネス専門学校 商業実務専門課程　ビューティービジネス学科 平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
国際コンピュータビジネス専門学校

商業実務専門課程　トータルビュー
ティー学科

平成19年4月1日 平成21年2月27日

長野県 国際コンピュータビジネス専門学校 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

長野県 国際コンピュータビジネス専門学校 商業実務専門課程　ペットライフケア学科 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
専門学校未来ビジネスカレッジ

商業実務専門課程　ペットライフケア学
科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

長野県 国際情報専門学校長野平青学園 工業専門課程　情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
長野平青学園 工業専門課程　情報システム科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

長野県 国際情報専門学校長野平青学園 商業実務専門課程　医薬サポート科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
長野平青学園 商業実務専門課程　医薬サポート科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

長野県 国際情報専門学校長野平青学園 商業実務専門課程　経営情報科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国際情報専門学校長野平青学園 商業実務専門課程　経営ビジネス科 平成19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

長野県 国際情報専門学校長野平青学園 商業実務専門課程　経営ビジネス科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
長野平青学園 商業実務専門課程　経営ビジネス科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

長野県 国際情報専門学校長野平青学園 商業実務専門課程　国際ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国際情報専門学校長野平青学園 商業実務専門課程　医薬サポート科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

長野県 国際福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成13年3月1日 ～ 平成21年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
松本医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

長野県 国立東信病院附属看護学校 看護専門課程　看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国立長野病院附属看護学校 看護専門課程　看護学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

長野県 国立長野病院附属看護学校 看護専門課程　看護学科 平成9年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
独立行政法人国立病院機構長野病院附
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

長野県 国立松本病院附属看護学校 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松本病院附
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

長野県 国立療養所東長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

長野県 小諸看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

長野県 市立岡谷病院看護専門学校 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

長野県 信越情報専門学校２１ルネサンス学院 工業専門課程　情報技術学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

長野県 信越情報専門学校２１ルネサンス学院 商業実務専門課程　情報ビジネス学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

長野県 信越電子ビジネス専門学校 工業専門課程　情報技術学科 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
信越情報専門学校２１ルネサンス学院 工業専門課程　情報技術学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

長野県 信越電子ビジネス専門学校 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
信越情報専門学校２１ルネサンス学院 商業実務専門課程　情報ビジネス学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

長野県 信州医療福祉専門学校 医療専門課程　柔道整復学科（午後の部） 平成19年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
信州スポーツ医療福祉専門学校

医療専門課程　柔道整復学科（午前の
部）

平成31年4月1日 令和2年2月29日

長野県 信州医療福祉専門学校 医療専門課程　柔道整復学科（午前の部） 平成19年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
信州スポーツ医療福祉専門学校

医療専門課程　柔道整復学科（午後の
部）

平成31年4月1日 令和2年2月29日

長野県 信州医療福祉専門学校 医療専門課程　はりきゅう学科（午後の部） 平成19年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

長野県 信州医療福祉専門学校 医療専門課程　はりきゅう学科（午前の部） 平成19年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
信州スポーツ医療福祉専門学校 医療専門課程　はりきゅう学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

長野県 信州医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成20年2月26日 ～ 平成31年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
信州スポーツ医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

長野県 信州医療福祉専門学校 文化・教養専門課程　スポーツトレーナー学科 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
信州スポーツ医療福祉専門学校

文化・教養専門課程　スポーツトレー
ナー学科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

長野県 信州介護福祉専門学校
教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科（昼間
課程）

平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

長野県 信州介護福祉専門学校
教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科（夜間
課程）

平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

長野県 信州木曽看護専門学校 医療専門課程　看護学科３年課程 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

長野県 信州情報ビジネス専門学校 工業専門課程　情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

長野県 信州情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ＯＡ秘書学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

長野県 信州情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報経営学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

長野県 信州スポーツ医療福祉専門学校 医療専門課程　柔道整復学科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

長野県 信州スポーツ医療福祉専門学校 医療専門課程　柔道整復学科（午後の部） 平成31年4月1日 ～ 令和4年3月31日 令和2年2月29日
名称変

更
信州スポーツ医療福祉専門学校 医療専門課程　柔道整復学科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

長野県 信州スポーツ医療福祉専門学校 医療専門課程　柔道整復学科（午前の部） 平成31年4月1日 ～ 令和4年3月31日 令和2年2月29日
名称変

更
信州スポーツ医療福祉専門学校 医療専門課程　柔道整復学科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

長野県 信州スポーツ医療福祉専門学校 医療専門課程　はりきゅう学科 平成31年4月1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

長野県 信州スポーツ医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

長野県 信州スポーツ医療福祉専門学校 文化・教養専門課程　スポーツトレーナー学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

長野県 信州リハビリテーション専門学校 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

長野県 諏訪赤十字看護専門学校 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

長野県 諏訪赤十字看護専門学校 専門課程　看護科 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
諏訪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

長野県 諏訪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21年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
諏訪赤十字看護専門学校 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

長野県 諏訪中央病院看護専門学校 医療専門課程　看護学科２年課程（定時制） 平成16年2月17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

長野県 諏訪中央病院看護専門学校 医療専門課程　看護学科３年課程（全日制） 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

長野県 専修学校国際スズキ・メソード音楽院 文化教養専門課程　器楽科 平成10年12月21日 ～ 平成15年8月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校国際スズキ・メソード音楽院 文化教養専門課程　音楽科 平成15年9月1日 平成19年2月22日

長野県 専門学校アースビジネスカレッジ 工業専門課程　環境ビジネス学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

長野県 専門学校カレッジオブキャリア 工業専門課程　デジタルクリエーション科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

長野県 専門学校カレッジオブキャリア 商業実務専門課程　ブライダル・ホテル科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

長野県 専門学校カレッジオブキャリア共和校
工業専門課程　自動車整備科二級自動車整備士
コース

平成21年2月27日 ～ 令和2年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校長野自動車大学校 工業専門課程　二級自動車整備科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

長野県 専門学校カレッジオブキャリア共和校 文化教養専門課程　教養科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

長野県 専門学校カレッジオブキャリア長野校 衛生専門課程　美容芸術科 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

長野県 専門学校カレッジオブキャリア長野校 工業専門課程　情報科 平成20年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校カレッジオブキャリア

工業専門課程　デジタルクリエーション
科

令和2年4月1日 令和3年2月24日

長野県 専門学校カレッジオブキャリア長野校 商業実務専門課程　経理科 平成20年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校カレッジオブキャリア

商業実務専門課程　ブライダル・ホテル
科

令和2年4月1日 令和3年2月24日

長野県 専門学校カレッジオブキャリア長野校 文化教養専門課程　教養科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

長野県 専門学校国際スズキ・メソード音楽院 文化・教養専門課程　音楽科（２年制） 平成25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

長野県 専門学校国際スズキ・メソード音楽院 文化教養専門課程　音楽科 平成15年9月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校国際スズキ・メソード音楽院 文化・教養専門課程　音楽科（２年制） 平成25年4月1日 平成28年2月29日

長野県 専門学校信州医療学院 医療専門課程　柔道整復学科（午後の部） 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
信州医療福祉専門学校

医療専門課程　柔道整復学科（午後の
部）

平成19年4月1日 平成20年2月26日

長野県 専門学校信州医療学院 医療専門課程　柔道整復学科（午前の部） 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
信州医療福祉専門学校

医療専門課程　柔道整復学科（午前の
部）

平成19年4月1日 平成20年2月26日

長野県 専門学校信州医療学院 医療専門課程　はりきゅう学科（午後の部） 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
信州医療福祉専門学校

医療専門課程　はりきゅう学科（午後の
部）

平成19年4月1日 平成20年2月26日

長野県 専門学校信州医療学院 医療専門課程　はりきゅう学科（午前の部） 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
信州医療福祉専門学校

医療専門課程　はりきゅう学科（午前の
部）

平成19年4月1日 平成20年2月26日

長野県 専門学校長野外語カレッジ
文化教養専門課程　国際コミュニケーション学
科（２年制）

平成19年2月1日 ～ 平成28年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校長野ビジネス外語カレッジ

文化教養専門課程　国際コミュニケー
ション学科

平成28年4月1日 平成29年2月28日

長野県 専門学校長野自動車大学校 工業専門課程　二級自動車整備科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

長野県 専門学校長野ビジネス外語カレッジ 商業実務専門課程　グローバルビジネス学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

長野県 専門学校長野ビジネス外語カレッジ
文化教養専門課程　国際コミュニケーション学
科

平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

長野県 専門学校未来ビジネスカレッジ 衛生専門課程　パティシエ・ブーランジェ学科 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

長野県 専門学校未来ビジネスカレッジ 工業専門課程　クリエイトデザイン学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

長野県 専門学校未来ビジネスカレッジ 工業専門課程　ゲームクリエイター学科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

長野県 専門学校未来ビジネスカレッジ 工業専門課程　情報システム学科 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

長野県 専門学校未来ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　オフィスビジネス学科 平成23年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成23年12月22日 廃止 令和3年3月31日 令和4年3月4日

長野県 専門学校未来ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　動物看護師学科 平成23年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成23年12月22日 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

長野県 専門学校未来ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　動物看護師学科３年制 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

長野県 専門学校未来ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　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

長野県 専門学校未来ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ブライダル・ホテル学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

長野県 専門学校未来ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ブライダル・ホテル学科 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
専門学校未来ビジネスカレッジ

商業実務専門課程　ホテル・観光・ブラ
イダル学科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

長野県 専門学校未来ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ペットライフケア学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

長野県 専門学校未来ビジネスカレッジ
商業実務専門課程　ホテル・観光・ブライダル
学科

平成27年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
専門学校未来ビジネスカレッジ

商業実務専門課程　ブライダル・ホテル
学科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

長野県
独立行政法人国立病院機構信州上田医療
センター附属看護学校

看護専門課程　看護学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

長野県
独立行政法人国立病院機構長野病院附属
看護学校

看護専門課程　看護学科 平成16年4月1日 ～ 平成23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信州上田医
療センター附属看護学校

看護専門課程　看護学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

長野県
独立行政法人国立病院機構松本病院附属
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

長野県 豊野高等専修学校 服飾・家政専門課程　生活総合学科 平成24年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成25年1月29日 廃止 令和3年3月31日 令和4年3月4日

長野県 豊野高等専修学校 文化・教養専門課程　文化創造学科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

長野県 豊野女子専門学校 専門課程　被服学科 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
豊野高等専修学校 服飾・家政専門課程　生活総合学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

長野県 長野医療衛生専門学校 医療専門課程　音楽療法士学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

長野県 長野医療衛生専門学校 医療専門課程　言語聴覚士学科 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

長野県 長野医療衛生専門学校 医療専門課程　歯科衛生士学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

長野県 長野医療技術専門学校 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

長野県 長野医療技術専門学校 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

長野県 長野インターナショナルカレッジ 文化・教養専門課程　国際科学科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
長野カレッジオブキャリア 文化教養専門課程　国際科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

長野県 長野カレッジオブキャリア 衛生専門課程　美容芸術科 平成15年2月19日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校カレッジオブキャリア長野校 衛生専門課程　美容芸術科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

長野県 長野カレッジオブキャリア 工業専門課程　自動車整備科 平成14年2月27日 ～ 平成20年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

長野県 長野カレッジオブキャリア 工業専門課程　情報科 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
専門学校カレッジオブキャリア長野校 工業専門課程　情報科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

長野県 長野カレッジオブキャリア 工業専門課程　マルチメディア科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

長野県 長野カレッジオブキャリア 商業実務専門課程　経理科 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
専門学校カレッジオブキャリア長野校 商業実務専門課程　経理科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

長野県 長野カレッジオブキャリア 文化教養専門課程　教養科 平成15年2月19日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校カレッジオブキャリア長野校 文化教養専門課程　教養科 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

長野県 長野カレッジオブキャリア 文化教養専門課程　国際科 平成12年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

長野県 長野看護専門学校
医療専門課程　第１看護学科（３年課程・全日
制）

平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

長野県 長野看護専門学校 医療専門課程　第２看護学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

長野県 長野救命医療専門学校 医療専門課程　救急救命士学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

長野県 長野救命医療専門学校 医療専門課程　柔道整復師学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

長野県 長野経理専門学校 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

長野県 長野経理専門学校 商業実務専門課程　情報経理科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
長野カレッジオブキャリア 商業実務専門課程　経理科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

長野県 長野経理専門学校 商業実務専門課程　マネジメント科 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

長野県 長野県木曽看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成27年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成27年3月31日 平成30年2月28日

長野県 長野県公衆衛生専門学校 医療専門課程　歯科衛生士学科 平成21年4月1日 ～ 平成23年12月22日

長野県 長野県公衆衛生専門学校 医療専門課程　歯科衛生士学科 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

長野県 長野県公衆衛生専門学校伊那校 医療専門課程　歯科衛生士学科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
長野県公衆衛生専門学校 医療専門課程　歯科衛生士学科 平成21年4月1日 平成23年12月22日

長野県
長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合
病院看護専門学校

医療専門課程　看護学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

長野県 長野県駒ヶ根看護専門学校 医療専門課程　看護学科 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

長野県 長野県須坂看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

長野県 長野県農業大学校 農学部　専門技術科 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26年1月28日

長野県 長野県農業大学校 農学部　総合農学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

長野県 長野県福祉大学校 教育・社会福祉専門課程　保育学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

長野県 長野県林業大学校 林業専門課程　林学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

長野県 長野工科専門学校 工業専門課程　情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
長野カレッジオブキャリア 工業専門課程　情報科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

長野県 長野工科専門学校 工業専門課程　マルチメディア科 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
長野カレッジオブキャリア 工業専門課程　マルチメディア科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

長野県 長野市医師会附属看護専門学院 医療専門課程　看護学科 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
長野看護専門学校 医療専門課程　第２看護学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

長野県 長野社会ふくし専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

長野県 長野社会福祉専門学校 教育・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
名称変

更
長野社会福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成21年4月1日 令和4年3月4日

長野県 長野社会福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成21年4月1日 ～ 令和3年3月31日 令和4年3月4日
名称変

更
長野社会ふくし専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

長野県 長野情報科学専門学校 工業関係専門課程　情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

長野県 長野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

長野県 長野赤十字看護専門学校 専門課程　看護科 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
長野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

長野県 長野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
長野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
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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

長野県 長野平青学園 医療専門課程　歯科衛生士科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

長野県 長野平青学園 工業専門課程　ＩＣＴシステム・デザイン科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

長野県 長野平青学園 工業専門課程　情報システム科 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
長野平青学園

工業専門課程　情報ビジネス・デザイン
科

平成25年4月1日 平成26年1月28日

長野県 長野平青学園 工業専門課程　情報ビジネス・デザイン科 平成25年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
長野平青学園

工業専門課程　ＩＣＴシステム・デザイ
ン科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

長野県 長野平青学園 商業実務専門課程　医薬サポート科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

長野県 長野平青学園 商業実務専門課程　おもてなしビジネス科 平成27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

長野県 長野平青学園 商業実務専門課程　経営ビジネス科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
長野平青学園

商業実務専門課程　ワーキングスタディ
科

平成21年4月1日 平成22年2月26日

長野県 長野平青学園 商業実務専門課程　販売・サービス科 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
長野平青学園

商業実務専門課程　おもてなしビジネス
科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

長野県 長野平青学園 商業実務専門課程　ワーキングスタディ科 平成21年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
長野平青学園 商業実務専門課程　販売・サービス科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

長野県 長野調理技術専門学校 衛生専門課程　調理技術教育学科 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
長野調理製菓専門学校 衛生専門課程　調理技術教育学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

長野県 長野調理製菓専門学校 衛生専門課程　調理技術教育学科 平成14年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
長野調理製菓専門学校 衛生専門課程　調理製菓学科 平成21年4月1日 平成30年2月28日

長野県 長野調理製菓専門学校 衛生専門課程　調理製菓学科 平成21年4月1日 ～ 平成30年2月28日

長野県 長野ドレメファッションスクール 服飾・家政専門課程　ファッション科 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

長野県 長野ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経理科 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

長野県 長野美術専門学校 文化教養専門課程　研究科 平成22年2月26日 ～ 平成31年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
長野美術専門学校

文化教養専門課程　プロジェクトデザイ
ン工科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

長野県 長野美術専門学校 文化教養専門課程　造形学科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
長野美術専門学校

文化教養専門課程　ビジュアルデザイン
科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

長野県 長野美術専門学校 文化教養専門課程　ビジュアルアート科２年制 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

長野県 長野美術専門学校 文化教養専門課程　ビジュアルデザイン科 平成22年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
長野美術専門学校

文化教養専門課程（職業実践専門課程）　
ビジュアルデザイン科２年制

平成27年4月1日 平成28年2月29日

長野県 長野美術専門学校
文化教養専門課程　ビジュアルデザイン科３年
制

平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

長野県 長野美術専門学校 文化教養専門課程　プロジェクトデザイン工科 平成31年4月1日 ～ 令和3年3月31日 令和2年2月29日 廃止 令和3年3月31日 令和4年3月4日

長野県 長野美術専門学校
文化教養専門課程（職業実践専門課程）　ビ
ジュアルデザイン科２年制

平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

長野県 長野平青学園 商業実務専門課程　国際ビジネス科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

長野県 長野法律高度専門学校 文化・教養専門課程　法学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日 平成19年2月22日 不適合 平成19年2月22日 平成19年2月22日

長野県 長野法律専門学校 文化教養専門課程　公務員・ＩＴ科 平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

長野県 長野法律専門学校 文化教養専門課程　法学科 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
長野法律高度専門学校 文化・教養専門課程　法学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

長野県 長野理容美容専門学校 衛生専門課程　ビューティビジネス科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

長野県 長野理容美容専門学校 衛生専門課程　美容科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

長野県 長野理容美容専門学校 衛生専門課程　理容科 平成17年4月1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

長野県 長野理容美容専門学校 専門課程　ビューティビジネス科 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
長野理容美容専門学校 衛生専門課程　ビューティビジネス科 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

長野県 日本アルプス国際学院 工業専門課程　情報技術学科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

長野県
日本スポーツ・レクリエーションアカデ
ミー専門学校

文化教養専門課程　スポーツ学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
大原スキーテクノカレッジ 文化・教養専門課程　スポーツ学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

長野県
日本スポーツ・レクリエーションアカデ
ミー専門学校

文化教養専門課程　スポーツビジネス学科 平成8年12月4日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
大原スキーテクノカレッジ

文化・教養専門課程　スポーツビジネス
学科

平成9年4月1日 平成9年11月17日

長野県 日本スポーツ科学専門学校 文化教養専門課程　公務員学科（２年課程） 平成17年12月26日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
大原スポーツ公務員専門学校

文化教養専門課程　公務員学科（２年課
程）

平成18年4月1日 平成19年2月22日

長野県 日本スポーツ科学専門学校 文化教養専門課程　スポーツ学科 平成12年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
大原スポーツ公務員専門学校

文化教養専門課程　スポーツ学科（２年
課程）

平成18年4月1日 平成19年2月22日

長野県 日本スポーツ科学専門学校 文化教養専門課程　スポーツビジネス学科 平成12年4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

長野県 日本装飾美術学校 工業専門課程　環境工芸科 平成16年2月17日 ～ 平成19年6月23日 平成16年2月17日
名称変

更
日本装飾美術学校 工業専門課程　ものづくりデザイン科 平成19年6月24日 平成20年2月26日

長野県 日本装飾美術学校 工業専門課程　建築装飾科 平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

長野県 日本装飾美術学校 工業専門課程　ものづくりデザイン科 平成19年6月24日 ～ 平成26年10月31日 平成20年2月26日 廃止 平成26年10月31日 平成28年2月29日

長野県 文化学園大学保育専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

長野県 文化学園長野専門学校 教育・社会福祉専門課程　健康福祉学科 平成23年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成25年3月31日 平成28年2月29日

長野県 文化学園長野専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉学科 平成23年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成25年3月31日 平成28年2月29日

長野県 文化学園長野専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育科 平成23年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
文化学園長野保育専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

長野県 文化学園長野保育専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育科 平成28年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成29年2月28日
名称変

更
文化学園大学保育専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

長野県 文化女子大学長野専門学校 教育・社会福祉専門課程　健康福祉学科 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
文化学園長野専門学校 教育・社会福祉専門課程　健康福祉学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

長野県 文化女子大学長野専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉学科 平成17年12月26日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
文化学園長野専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

長野県 文化女子大学長野専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育科 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
文化学園長野専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

長野県 文化女子大学長野専門学校 文化・教養専門課程　国際教養科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

長野県 松本衣デザイン専門学校
服飾・家政専門課程　ファッション・テクニカ
ル科ファッション・テクニカルコース

平成18年4月1日 ～ 令和3年10月28日 平成19年2月22日 廃止 令和3年10月28日 令和5年1月27日

長野県 松本医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

長野県 松本医療福祉専門学校 商業実務専門課程　医療秘書学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

長野県 松本看護専門学校 看護専門課程　看護学科３年課程（全日制） 平成22年4月1日 ～ 平成25年1月29日

長野県 松本国際工科専門学校 工業専門課程　自動車整備学科 平成19年2月1日 ～ 平成24年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
松本情報工科専門学校 工業専門課程　自動車整備学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

長野県 松本衣デザイン専門学校 服飾・家政専門課程　衣服デザイン科 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
松本衣デザイン専門学校

服飾・家政専門課程　ファッション・ビ
ジネス科

平成7年4月1日 平成7年11月30日

長野県 松本衣デザイン専門学校
服飾・家政専門課程　ファッション・テクニカ
ル科

平成10年12月21日 ～ 平成18年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
松本衣デザイン専門学校

服飾・家政専門課程　ファッション・テ
クニカル科ファッション・テクニカル
コース

平成18年4月1日 平成19年2月22日

長野県 松本衣デザイン専門学校
服飾・家政専門課程　ファッション・ビジネス
科

平成7年4月1日 ～ 令和3年10月28日 平成7年11月30日 廃止 令和3年10月28日 令和5年1月27日

長野県 松本市医師会看護学校 医療専門課程　看護学科 平成16年2月17日 ～ 平成22年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
松本看護専門学校

看護専門課程　看護学科３年課程（全日
制）

平成22年4月1日 平成25年1月29日

長野県 松本歯科大学衛生学院 医療専門課程　歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

長野県 松本歯科大学衛生学院 医療専門課程　歯科技工士科 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
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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

長野県 松本情報工科専門学校 工業専門課程　自動車整備学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

長野県 松本情報工科専門学校 工業専門課程　情報システム学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

長野県 松本情報工科専門学校 工業専門課程　スポーツバイシクル学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

長野県 松本調理師製菓師専門学校 衛生専門課程　製菓技術学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

長野県 松本調理師製菓師専門学校 衛生専門課程　調理技術学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

長野県 松本調理師専門学校 衛生専門課程　調理技術学科 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
松本調理師製菓師専門学校 衛生専門課程　調理技術学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

長野県 松本理容美容専門学校 衛生専門課程　ビューティビジネス科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

長野県 松本理容美容専門学校 衛生専門課程　美容科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

長野県 松本理容美容専門学校 衛生専門課程　理容科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

長野県 松本理容美容専門学校 専門課程　ビューティビジネス科 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
松本理容美容専門学校 衛生専門課程　ビューティビジネス科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

長野県 丸の内ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

長野県 丸の内ビジネス専門学校 文化教養専門課程　国際関係学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

長野県 八ケ岳中央農業実践大学校 農業専門課程　専修科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日
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