
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

兵庫県
ＢＥＡＵＴＹＡＲＴＳＫＯＢＥ日本高等
美容専門学校

美容専門課程　美容科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

兵庫県 ＩＣＴ専門学校 工業専門課程　ＡＩ・ロボット科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

兵庫県 ＩＣＴ専門学校 工業専門課程　ＷＥＢ開発実践科 平成28年2月29日 ～ 令和2年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
ＩＣＴ専門学校 工業専門課程　ＷＥＢデザイン科 令和2年4月1日 令和4年3月4日

兵庫県 ＩＣＴ専門学校 工業専門課程　ＷＥＢシステム科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

兵庫県 ＩＣＴ専門学校 工業専門課程　ＷＥＢデザイン科 令和2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
ＩＣＴ専門学校 工業専門課程　ＷＥＢシステム科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

兵庫県 ＩＣＴ専門学校 工業専門課程　国際情報デザイン科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

兵庫県 ＩＣＴ専門学校 工業専門課程　システム開発実践科 平成28年2月29日 ～ 令和2年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
ＩＣＴ専門学校 工業専門課程　システム実践科 令和2年4月1日 令和4年3月4日

兵庫県 ＩＣＴ専門学校 工業専門課程　システム実践科 令和2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
ＩＣＴ専門学校 工業専門課程　ＷＥＢシステム科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

兵庫県 ＩＣＴ専門学校 工業専門課程　ロボット・ゲーム科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

兵庫県 相生市看護専門学校 看護専門課程　看護科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
相生市看護専門学校 看護専門課程　看護第２学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

兵庫県 相生市看護専門学校 看護専門課程　看護第２学科 平成14年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

兵庫県 相生市看護専門学校 看護専門課程　看護第一学科 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
相生市看護専門学校 専門課程（３年課程）　看護学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

兵庫県 相生市看護専門学校 専門課程（３年課程）　看護学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

兵庫県 愛甲学院専門学校 文化・教養専門課程　キャリア学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

兵庫県 愛甲学院専門学校 文化・教養専門課程　国際学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

兵庫県 愛甲学院専門学校 文化・教養専門課程　法政策学科 平成20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

兵庫県 愛甲学院専門学校 文化・教養専門課程　法文化学科 平成20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

兵庫県 愛甲法科専門学校 文化・教養専門課程　法政策学科 平成14年2月27日 ～ 平成20年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
愛甲学院専門学校 文化・教養専門課程　法政策学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

兵庫県 愛甲法科専門学校 文化・教養専門課程　法文化学科 平成12年2月8日 ～ 平成20年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
愛甲学院専門学校 文化・教養専門課程　法文化学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

兵庫県 愛甲法科専門学校 文化・教養専門課程　法律学科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

兵庫県 明石医療センター附属看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

兵庫県 芦屋芸術情報専門学校 芸術専門課程　アニメーション学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校アートカレッジ神戸 芸術専門課程　アニメーション学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

兵庫県 芦屋芸術情報専門学校 芸術専門課程　インテリア学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校アートカレッジ神戸 芸術専門課程　インテリア学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

兵庫県 芦屋芸術情報専門学校 芸術専門課程　環境計画技術学科 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
芦屋芸術情報専門学校 芸術専門課程　インテリア学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

兵庫県 芦屋芸術情報専門学校 芸術専門課程　視覚伝達芸術学科 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
芦屋芸術情報専門学校 芸術専門課程　ビジュアルデザイン学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

兵庫県 芦屋芸術情報専門学校 芸術専門課程　ビジュアルデザイン学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校アートカレッジ神戸 芸術専門課程　ビジュアルデザイン学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

兵庫県 芦屋芸術情報専門学校 芸術専門課程　ファッションクリエイト学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校アートカレッジ神戸

芸術専門課程　ファッションクリエイト
学科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

兵庫県 芦屋芸術情報専門学校 芸術専門課程　まんが学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校アートカレッジ神戸 芸術専門課程　まんが学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

(令和5年3月現在)

位置 専修学校名 課　程　名 適用年月日 告示年月日 手続き
変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日
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名称変更後

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

変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

兵庫県 芦屋芸術情報専門学校 工業専門課程　建築デザイン学科 平成7年11月30日 ～ 平成13年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校アートカレッジ神戸 工業専門課程　建築デザイン学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

兵庫県 芦屋芸術情報専門学校
工業専門課程　コンピュータグラフィックス学
科

平成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
芦屋芸術情報専門学校 工業専門課程　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

兵庫県 芦屋芸術情報専門学校 工業専門課程　マルチメディア学科 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
専門学校アートカレッジ神戸 工業専門課程　マルチメディア学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

兵庫県 アルファジャパン美容専門学校 衛生専門課程　トータルビューティー科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

兵庫県 アルファジャパン美容専門学校 衛生専門課程　美容科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

兵庫県
大原医療福祉＆スポーツ保育専門学校姫
路校

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3年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
大原保育スポーツ医療専門学校姫路校 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5年1月27日

兵庫県
大原医療福祉＆スポーツ保育専門学校姫
路校

教育社会福祉専門課程　保育学科 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
大原保育スポーツ医療専門学校姫路校 教育社会福祉専門課程　保育学科 令和3年4月1日 令和5年1月27日

兵庫県
大原医療福祉＆スポーツ保育専門学校姫
路校

商業実務専門課程　医療事務学科（２年制） 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
大原保育スポーツ医療専門学校姫路校

商業実務専門課程　医療事務学科（２年
制）

令和3年4月1日 令和5年1月27日

兵庫県
大原医療福祉＆スポーツ保育専門学校姫
路校

文化教養専門課程　スポーツ産業学科 平成28年2月29日 ～ 令和3年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
大原保育スポーツ医療専門学校姫路校 文化教養専門課程　スポーツ産業学科 令和3年4月1日 令和5年1月27日

兵庫県 大原保育スポーツ医療専門学校姫路校 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5年1月27日

兵庫県 大原保育スポーツ医療専門学校姫路校 教育社会福祉専門課程　保育学科 令和3年4月1日 ～ 令和5年1月27日

兵庫県 大原保育スポーツ医療専門学校姫路校 商業実務専門課程　医療事務学科（２年制） 令和3年4月1日 ～ 令和5年1月27日

兵庫県 大原保育スポーツ医療専門学校姫路校 文化教養専門課程　スポーツ産業学科 令和3年4月1日 ～ 令和5年1月27日

兵庫県 大原簿記情報法律専門学校姫路校 工業専門課程　ＩＴクリエイション学科 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
姫路情報ＩＴクリエイター法律専門学
校

工業専門課程　ＩＴクリエイション学科 令和3年4月1日 令和5年1月27日

兵庫県 大原簿記情報法律専門学校姫路校 商業実務専門課程　ビジネスライセンス学科 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
姫路情報ＩＴクリエイター法律専門学
校

商業実務専門課程　ビジネスライセンス
学科

令和3年4月1日 令和5年1月27日

兵庫県 大原簿記情報法律専門学校姫路校 文化教養専門課程　法律学科（２年制） 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
姫路情報ＩＴクリエイター法律専門学
校

文化教養専門課程　法律学科（２年制） 令和3年4月1日 令和5年1月27日

兵庫県 大原簿記専門学校神戸校 商業実務専門課程　医療ビジネス学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

兵庫県 大原簿記専門学校神戸校 商業実務専門課程　オフィスビジネス学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

兵庫県 大原簿記専門学校神戸校 商業実務専門課程　行政事務学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

兵庫県 大原簿記専門学校神戸校 商業実務専門課程　公認会計士学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

兵庫県 大原簿記専門学校神戸校 商業実務専門課程　スポーツ産業学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

兵庫県 大原簿記専門学校神戸校 商業実務専門課程　税理士学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

兵庫県 加古川市看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成12年2月8日 ～ 平成20年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

兵庫県 環境学園専門学校 環境科学専門課程　環境管理教育学科 平成27年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

兵庫県 環境学園専門学校 環境科学専門課程　環境技術保全学科 平成23年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

兵庫県 環境学園専門学校 環境科学専門課程　自然環境保全学科 平成23年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

兵庫県 環境学園専門学校 環境科学専門課程　生命環境医薬学科 平成23年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
環境学園専門学校 環境科学専門課程　環境管理教育学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

兵庫県 環境学園専門学校 工業専門課程　環境技術保全学科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
環境学園専門学校 環境科学専門課程　環境技術保全学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

兵庫県 環境学園専門学校 工業専門課程　環境政策推進学科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
環境学園専門学校 環境科学専門課程　自然環境保全学科 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

兵庫県 環境学園専門学校 工業専門課程　環境防災学科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
環境学園専門学校 環境科学専門課程　生命環境医薬学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

兵庫県 関西健康科学専門学校 医療専門課程　柔道整復学科（昼間部） 平成17年3月3日 ～ 平成28年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
関西健康科学専門学校

医療専門課程　スポーツ医療柔道整復学
科（昼間部）

平成28年4月1日 平成30年2月28日

兵庫県 関西健康科学専門学校 医療専門課程　柔道整復学科（夜間部） 平成17年3月3日 ～ 平成28年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
関西健康科学専門学校

医療専門課程　スポーツ医療柔道整復学
科（夜間部）

平成28年4月1日 平成30年2月28日

兵庫県 関西健康科学専門学校
医療専門課程　スポーツ医療柔道整復学科（昼
間部）

平成28年4月1日 ～ 平成30年2月28日

兵庫県 関西健康科学専門学校
医療専門課程　スポーツ医療柔道整復学科（夜
間部）

平成28年4月1日 ～ 平成30年2月28日

兵庫県 関西国際旅行・ホテル専門学校 商業実務専門課程　ホテル学科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

兵庫県 関西国際旅行・ホテル専門学校 商業実務専門課程　旅行学科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

兵庫県 関西自動車整備専門学校 工業専門課程　自動車整備科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
トヨタ神戸整備専門学校 工業専門課程　自動車整備科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

兵庫県 関西総合リハビリテーション専門学校 医療専門課程　言語聴覚学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

兵庫県 関西総合リハビリテーション専門学校 医療専門課程　作業療法学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

兵庫県 関西総合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16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

兵庫県 関西保育福祉専門学校 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

兵庫県 関西野球専門学校
文化教養専門課程　ベースボールインストラク
ター科

平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

兵庫県 関西保育福祉専門学校
社会福祉専門課程　介護福祉科（介護福祉士養
成コース）

平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

兵庫県 関西保育福祉専門学校
保育専門課程　保育科（幼稚園教諭・保育士養
成コース）

平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

兵庫県 木下和服裁縫専門学校 和服裁縫専門課程　師範科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

兵庫県 木下和服裁縫専門学校 和服裁縫専門課程　本科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

兵庫県 クラーク国際専門学校 文化教養専門課程　日本語教育学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

兵庫県 クラーク国際専門学校
文化教養専門課程　日本語コミュニケーション
文化学科

平成20年4月1日 ～ 平成23年12月22日

兵庫県 クラーク国際専門学校 文化教養専門課程　日本文化学科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
クラーク国際専門学校

文化教養専門課程　日本語コミュニケー
ション文化学科

平成20年4月1日 平成23年12月22日

兵庫県
公益財団法人尼崎健康医療財団看護専門
学校

医療専門課程　看護科（３年課程） 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
公益財団法人尼崎健康医療財団看護専
門学校

医療専門課程　看護学科（３年課程） 平成29年4月1日 平成31年1月25日

兵庫県
公益財団法人尼崎健康医療財団看護専門
学校

医療専門課程　看護学科（３年課程） 平成29年4月1日 ～ 平成31年1月25日

兵庫県
公益社団法人神戸市民間病院協会神戸看
護専門学校

看護専門課程（３年課程） 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

兵庫県 甲南病院看護専門学校 看護専門課程　看護科 平成10年12月21日 ～ 平成20年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

兵庫県 神戸・甲陽音楽＆ダンス専門学校 文化・教養専門課程　音楽クリエーター科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

兵庫県 神戸・甲陽音楽＆ダンス専門学校 文化・教養専門課程　商業音楽科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

兵庫県 神戸・甲陽音楽＆ダンス専門学校
文化・教養専門課程　ダンス＆アクターズ科
（昼間Ⅰ部）

令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

兵庫県 神戸・甲陽音楽＆ダンス専門学校
文化・教養専門課程　ダンス＆アクターズ科
（昼間Ⅱ部）

令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

兵庫県 神戸・甲陽音楽＆ダンス専門学校
文化・教養専門課程　プロミュージシャン科
（昼間Ⅰ部）

令和3年2月24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

兵庫県 神戸・甲陽音楽＆ダンス専門学校
文化・教養専門課程　プロミュージシャン科
（昼間Ⅱ部）

令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

兵庫県 神戸ＹＭＣＡ学院専門学校 商業実務専門課程　医療秘書学科 平成10年3月12日 ～ 平成18年3月31日 平成10年3月12日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

兵庫県 神戸ＹＭＣＡ学院専門学校 商業実務専門課程　観光学科 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

兵庫県 神戸ＹＭＣＡ学院専門学校 商業実務専門課程　秘書学科 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

兵庫県 神戸ＹＭＣＡ学院専門学校 商業実務専門課程　ホテル学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

兵庫県 神戸ＹＭＣＡ学院専門学校
文化教養専門課程　インターナショナルコミュ
ニケーション学科

平成11年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

兵庫県 神戸ＹＭＣＡ学院専門学校 文化教養専門課程　英語学科 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
神戸ＹＭＣＡ学院専門学校

文化教養専門課程　インターナショナル
コミュニケーション学科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

兵庫県 神戸ＹＭＣＡ学院専門学校 文化教養専門課程　海洋スポーツ学科 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
神戸ＹＭＣＡ学院専門学校

文化教養専門課程　フィットネス＆ス
ポーツ学科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

兵庫県 神戸ＹＭＣＡ学院専門学校 文化教養専門課程　社会体育学科 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
神戸ＹＭＣＡ学院専門学校

文化教養専門課程　フィットネス＆ス
ポーツ学科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

兵庫県 神戸ＹＭＣＡ学院専門学校
文化教養専門課程　フィットネス＆スポーツ学
科

平成11年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

兵庫県 神戸医療技術専門学校 医療専門課程　医療言語聴覚士科 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
神戸総合医療介護福祉専門学校 医療専門課程　医療言語聴覚士科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

兵庫県 神戸医療技術専門学校 医療専門課程　看護科 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
神戸総合医療介護福祉専門学校 医療専門課程　看護科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

兵庫県 神戸医療技術専門学校 医療専門課程　視能訓練士科 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
神戸総合医療介護福祉専門学校 医療専門課程　視能訓練士科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

兵庫県 神戸医療技術専門学校 医療専門課程　診療放射線科 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
神戸総合医療介護福祉専門学校 医療専門課程　診療放射線科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

兵庫県 神戸医療技術専門学校 医療専門課程　臨床工学科 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
神戸総合医療介護福祉専門学校 医療専門課程　臨床工学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

兵庫県 神戸医療ビジネス専門学校 医療ビジネス専門課程　医療秘書科 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

兵庫県 神戸医療福祉専門学校須磨校 医療専門課程　医療言語聴覚士科 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
神戸医療福祉専門学校須磨校 医療専門課程　言語聴覚士科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

兵庫県 神戸医療福祉専門学校須磨校 医療専門課程　言語聴覚士科 平成10年4月1日 ～ 平成17年12月8日 平成10年12月21日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

兵庫県 神戸医療福祉専門学校須磨校 社会福祉専門課程　社会福祉科 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

兵庫県 神戸医療福祉専門学校須磨校 社会福祉専門課程　社会福祉士科 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

兵庫県 神戸医療福祉専門学校中央校 医療専門課程　医療福祉科 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

兵庫県 神戸医療福祉専門学校中央校 医療専門課程　医療福祉士科 平成8年12月4日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
神戸医療福祉専門学校中央校 医療専門課程　医療福祉科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

兵庫県 神戸医療福祉専門学校中央校 医療専門課程　鍼灸科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

兵庫県 神戸医療福祉専門学校中央校 社会福祉専門課程　介護福祉士科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

兵庫県 神戸医療福祉専門学校三田校 医療専門課程　義肢装具士科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

兵庫県 神戸医療福祉専門学校三田校 医療専門課程　救急救命士科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

兵庫県 神戸医療福祉専門学校三田校 医療専門課程　理学療法士科 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

兵庫県 神戸医療福祉専門学校三田校 教育・社会福祉専門課程　在宅福祉科 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

兵庫県 神戸医療福祉専門学校三田校 教育・社会福祉専門課程　児童福祉科 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
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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
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変更、廃止、不適合
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兵庫県 神戸医療福祉専門学校三田校 教育・社会福祉専門課程　福祉工学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
神戸医療福祉専門学校三田校 教育・社会福祉専門課程　在宅福祉科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

兵庫県 神戸医療福祉専門学校三田校 社会福祉専門課程　整形靴科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

兵庫県 神戸介護福祉専門学校 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

兵庫県 神戸海星病院看護専門学校 看護専門課程　看護婦２年課程 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

兵庫県 神戸科学工業専門学校 工業専門課程　機械工学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
神戸デジタル専門学校 工業専門課程　機械工学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

兵庫県 神戸科学工業専門学校 工業専門課程　建築工学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
神戸デジタル専門学校 工業専門課程　建築工学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

兵庫県 神戸科学工業専門学校 工業専門課程　製図学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
神戸デジタル専門学校 工業専門課程　製図学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

兵庫県 神戸科学工業専門学校 工業専門課程　電気工学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
神戸デジタル専門学校 工業専門課程　電気工学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

兵庫県 神戸科学工業専門学校 工業専門課程　土木工学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
神戸デジタル専門学校 工業専門課程　土木工学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

兵庫県 神戸科学工業専門学校 工業専門課程　マルチメディア学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
神戸デジタル専門学校 工業専門課程　マルチメディア学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

兵庫県 神戸経理コンピュータ専門学校 経理専門課程　会計学科 平成8年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
神戸経理コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　マネジメント会計科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

兵庫県 神戸経理コンピュータ専門学校 経理専門課程　研究科 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
神戸経理コンピュータ専門学校 経理専門課程　会計学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

兵庫県 神戸経理コンピュータ専門学校 経理専門課程　コンピュータ科 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
専門学校テクニカルカレッジ神戸 商業実務専門課程　コンピュータ科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

兵庫県 神戸経理コンピュータ専門学校 経理専門課程　税理士科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校テクニカルカレッジ神戸 商業実務専門課程　税理士科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

兵庫県 神戸経理コンピュータ専門学校 工業専門課程　システム設計科 平成8年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

兵庫県 神戸経理コンピュータ専門学校 工業専門課程　情報技術科 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
神戸経理コンピュータ専門学校 工業専門課程　システム設計科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

兵庫県 神戸経理コンピュータ専門学校 工業専門課程　情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
神戸経理コンピュータ専門学校 工業専門課程　綜合情報処理科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

兵庫県 神戸経理コンピュータ専門学校 工業専門課程　総合情報処理科 平成10年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校テクニカルカレッジ神戸 工業専門課程　総合情報処理科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

兵庫県 神戸経理コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　医療情報秘書科 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
専門学校テクニカルカレッジ神戸 商業実務専門課程　医療情報秘書科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

兵庫県 神戸経理コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　会計学科（後期） 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
神戸経理コンピュータ専門学校

商業実務専門課程　マネジメント会計科
後期

平成14年4月1日 平成15年2月19日

兵庫県 神戸経理コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　法律行政学科 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
専門学校テクニカルカレッジ神戸 商業実務専門課程　法律行政学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

兵庫県 神戸経理コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　マネジメント会計科 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
専門学校テクニカルカレッジ神戸 商業実務専門課程　マネジメント会計科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

兵庫県 神戸経理コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　マネジメント会計科後期 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
専門学校テクニカルカレッジ神戸

商業実務専門課程　マネジメント会計科
後期

平成16年4月1日 平成17年3月9日

兵庫県 神戸国際調理師専門学校 調理製菓専門課程　経営調理技術専攻科 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
神戸国際調理製菓専門学校 調理製菓専門課程　経営調理技術科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

兵庫県 神戸国際調理製菓専門学校 調理製菓専門課程　経営調理技術科 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
神戸国際調理製菓専門学校

調理製菓専門課程　調理スペシャリスト
本科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

兵庫県 神戸国際調理製菓専門学校 調理製菓専門課程　製菓スペシャリスト本科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

兵庫県 神戸国際調理製菓専門学校 調理製菓専門課程　調理スペシャリスト本科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

兵庫県 神戸こども総合専門学院 社会福祉専門課程　保育科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

兵庫県 神戸こども総合専門学院 保育専門課程　保育科 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
神戸こども総合専門学院 社会福祉専門課程　保育科 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

兵庫県 神戸市医師会看護専門学校 看護専門課程 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

兵庫県 神戸市医師会看護専門学校 看護専門課程　第１看護学科 平成8年12月4日 ～ 平成29年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
神戸市医師会看護専門学校 看護専門課程 平成29年4月1日 平成30年2月28日

兵庫県 神戸市医師会看護専門学校 看護専門課程　第２看護学科 平成8年12月4日 ～ 平成29年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

兵庫県 神戸女子洋裁専門学校 洋裁専門課程　ファッションスペシャリスト科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

兵庫県
神戸スポーツアートＣｏｃｏｒｏ専門学
校

工業専門課程　カーデザイン学科 平成25年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

兵庫県
神戸スポーツアートＣｏｃｏｒｏ専門学
校

工業専門課程　建築デザイン学科 平成25年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
専門学校アートカレッジ神戸 工業専門課程　建築デザイン学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

兵庫県
神戸スポーツアートＣｏｃｏｒｏ専門学
校

文化・教養専門課程　アートデザイン学科 平成25年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
専門学校アートカレッジ神戸

文化・教養専門課程　アートデザイン学
科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

兵庫県
神戸スポーツアートＣｏｃｏｒｏ専門学
校

文化・教養専門課程　アニメーション学科 平成25年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
専門学校アートカレッジ神戸

文化・教養専門課程　アニメーション学
科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

兵庫県
神戸スポーツアートＣｏｃｏｒｏ専門学
校

文化・教養専門課程　声優学科 平成25年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
専門学校アートカレッジ神戸 文化・教養専門課程　声優学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

兵庫県
神戸スポーツアートＣｏｃｏｒｏ専門学
校

文化・教養専門課程　ファッション学科 平成25年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

兵庫県
神戸スポーツアートＣｏｃｏｒｏ専門学
校

文化・教養専門課程　まんが学科 平成25年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
専門学校アートカレッジ神戸 文化・教養専門課程　まんが学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

兵庫県 神戸製菓専門学校 衛生専門課程　製菓本科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

兵庫県 神戸総合医療介護福祉専門学校 医療専門課程　医療言語聴覚士科 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
神戸総合医療介護福祉専門学校 医療専門課程　言語聴覚士科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

兵庫県 神戸総合医療介護福祉専門学校 医療専門課程　看護科 平成7年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
神戸総合医療専門学校 医療専門課程　看護科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

兵庫県 神戸総合医療介護福祉専門学校 医療専門課程　言語聴覚士科 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
神戸総合医療専門学校 医療専門課程　言語聴覚士科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

兵庫県 神戸総合医療介護福祉専門学校 医療専門課程　作業療法士科 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
神戸総合医療専門学校 医療専門課程　作業療法士科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

兵庫県 神戸総合医療介護福祉専門学校 医療専門課程　視能訓練士科 平成7年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
神戸総合医療専門学校 医療専門課程　視能訓練士科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

兵庫県 神戸総合医療介護福祉専門学校 医療専門課程　診療放射線科 平成7年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
神戸総合医療専門学校 医療専門課程　診療放射線科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

兵庫県 神戸総合医療介護福祉専門学校 医療専門課程　理学療法士科 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
神戸総合医療専門学校 医療専門課程　理学療法士科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

兵庫県 神戸総合医療介護福祉専門学校 医療専門課程　臨床工学科 平成7年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
神戸総合医療専門学校 医療専門課程　臨床工学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

兵庫県 神戸総合医療介護福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉科 平成7年11月30日 ～ 平成18年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
神戸総合医療専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

兵庫県 神戸総合医療専門学校 医療専門課程　医療事務・秘書科 平成28年2月29日 ～ 平成31年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

兵庫県 神戸総合医療専門学校 医療専門課程　看護科 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

兵庫県 神戸総合医療専門学校 医療専門課程　言語聴覚士科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

兵庫県 神戸総合医療専門学校 医療専門課程　作業療法士科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

兵庫県 神戸総合医療専門学校 医療専門課程　歯科衛生士科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

兵庫県 神戸総合医療専門学校 医療専門課程　視能訓練士科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

兵庫県 神戸総合医療専門学校 医療専門課程　診療情報管理士科 平成25年1月29日 ～ 令和2年3月31日 平成25年1月29日 廃止 令和2年3月31日 令和5年1月27日

兵庫県 神戸総合医療専門学校 医療専門課程　診療放射線科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

6 / 20 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

兵庫県 神戸総合医療専門学校 医療専門課程　理学療法士科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

兵庫県 神戸総合医療専門学校 医療専門課程　臨床工学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

兵庫県 神戸総合医療専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉科 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

兵庫県 神戸デジタル専門学校 工業専門課程　ＣＡＤ設計製図学科 平成13年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

兵庫県 神戸デジタル専門学校 工業専門課程　機械工学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

兵庫県 神戸デジタル専門学校 工業専門課程　建築工学科 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

兵庫県 神戸デジタル専門学校 工業専門課程　情報処理学科 平成14年2月27日 ～ 平成21年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

兵庫県 神戸デジタル専門学校 工業専門課程　製図学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
神戸デジタル専門学校 工業専門課程　ＣＡＤ設計製図学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

兵庫県 神戸デジタル専門学校 工業専門課程　デジタルメディア学科 平成14年2月27日 ～ 平成21年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

兵庫県 神戸デジタル専門学校 工業専門課程　電気工学科 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

兵庫県 神戸デジタル専門学校 工業専門課程　土木工学科 平成12年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

兵庫県 神戸デジタル専門学校 工業専門課程　マルチメディア学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

兵庫県 神戸電子専門学校 工業専門課程　３ＤＣＧアニメーション学科 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
神戸電子専門学校

文化・教養専門課程　３ＤＣＧアニメー
ション学科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

兵庫県 神戸電子専門学校 工業専門課程　ＡＩシステム開発学科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

兵庫県 神戸電子専門学校 工業専門課程　ＩＴスペシャリスト学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

兵庫県 神戸電子専門学校 工業専門課程　インダストリアルデザイン学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

兵庫県 神戸電子専門学校
工業専門課程　エンターテインメントソフト学
科

平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

兵庫県 神戸電子専門学校 工業専門課程　グラフィックデザイン学科 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
神戸電子専門学校

文化・教養専門課程　グラフィックデザ
イン学科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

兵庫県 神戸電子専門学校 工業専門課程　ゲームソフト学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

兵庫県 神戸電子専門学校 工業専門課程　建築インテリアデザイン学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

兵庫県 神戸電子専門学校 工業専門課程　国際コミュニケーション学科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

兵庫県 神戸電子専門学校 工業専門課程　サウンドクリエイト学科 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
神戸電子専門学校

文化・教養専門課程　サウンドクリエイ
ト学科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

兵庫県 神戸電子専門学校 工業専門課程　サウンドテクニック学科 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
神戸電子専門学校

文化・教養専門課程　サウンドテクニッ
ク学科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

兵庫県 神戸電子専門学校 工業専門課程　情報工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

兵庫県 神戸電子専門学校 工業専門課程　情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

兵庫県 神戸電子専門学校 工業専門課程　情報総合学科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
神戸電子専門学校 工業専門課程　ＩＴスペシャリスト学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

兵庫県 神戸電子専門学校 工業専門課程　情報ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

兵庫県 神戸電子専門学校 工業専門課程　デジタルアニメ学科 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
神戸電子専門学校

文化・教養専門課程　デジタルアニメ学
科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

兵庫県 神戸電子専門学校
文化・教養専門課程　３ＤＣＧアニメーション
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

兵庫県 神戸電子専門学校
文化・教養専門課程　グラフィックデザイン学
科

平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

兵庫県 神戸電子専門学校 文化・教養専門課程　サウンドクリエイト学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

兵庫県 神戸電子専門学校 文化・教養専門課程　サウンドテクニック学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

兵庫県 神戸電子専門学校 文化・教養専門課程　声優タレント学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

兵庫県 神戸電子専門学校 文化・教養専門課程　デジタルアニメ学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

兵庫県 神戸電子専門学校
文化・教養専門課程　日本語学科進学２年コー
ス

平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

兵庫県 神戸動植物環境専門学校 工業専門課程　生命科学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

兵庫県 神戸動植物環境専門学校 工業専門課程　動物看護師学科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

兵庫県 神戸動植物環境専門学校 工業専門課程　バイオ学科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

兵庫県 神戸パストゥール・バイオ専門学校 工業専門課程　バイオ学科 平成11年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
神戸動植物環境専門学校 工業専門課程　バイオ学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

兵庫県 神戸パストゥール・バイオ専門学校 工業専門課程　バイオサイエンス科 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
神戸パストゥール・バイオ専門学校 工業専門課程　バイオ学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

兵庫県 神戸パストゥール・バイオ専門学校 工業専門課程　バイオプロダクト科 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
神戸パストゥール・バイオ専門学校 工業専門課程　バイオ学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

兵庫県 神戸ビジネスアカデミー専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス科 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

兵庫県 神戸ビジネスアカデミー専門学校 商業実務専門課程　トラベルビジネス科 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

兵庫県 神戸ファッション専門学校 服飾専門課程　ファッションクリエーター学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

兵庫県 神戸ファッション専門学校 服飾専門課程　ファッションビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

兵庫県 神戸服飾専門学校 服飾専門課程　服飾専門科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

兵庫県 神戸服飾専門学校 服飾専門課程　服飾専門科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

兵庫県 神戸服装専門学校 家政専門課程　スタイリスト学科 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
神戸服装専門学校 服飾専門課程　スタイリスト学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

兵庫県 神戸服装専門学校 家政専門課程　ディスプレイデザイン学科 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

兵庫県 神戸服装専門学校 家政専門課程　テキスタイルデザイン学科 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

兵庫県 神戸服装専門学校 家政専門課程　ニットデザイン学科 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

兵庫県 神戸服装専門学校 家政専門課程　ファッション技術学科 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
神戸服装専門学校 服飾専門課程　ファッション技術学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

兵庫県 神戸服装専門学校 家政専門課程　洋裁学科 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
神戸服装専門学校 服飾専門課程　洋裁学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

兵庫県 神戸服装専門学校 服飾専門課程　アパレル造形技術学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

兵庫県 神戸服装専門学校 服飾専門課程　スタイリスト学科 平成19年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
神戸服装専門学校

服飾専門課程　ファッションデザイン学
科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

兵庫県 神戸服装専門学校 服飾専門課程　ファッション技術学科 平成19年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
神戸服装専門学校

服飾専門課程　ファッションベーシック
学科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

兵庫県 神戸服装専門学校 服飾専門課程　ファッションテクニカル学科 平成23年12月22日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

兵庫県 神戸服装専門学校 服飾専門課程　ファッションデザイン学科 平成23年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28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

兵庫県 神戸服装専門学校 服飾専門課程　ファッションベーシック学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

兵庫県 神戸服装専門学校 服飾専門課程　洋裁学科 平成19年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
神戸服装専門学校 服飾専門課程　アパレル造形技術学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

兵庫県 神戸ブレーメン動物専門学校 文化教養専門課程　ペットビジネス学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

兵庫県 神戸ベルェベル美容専門学校 衛生専門課程　ウエディング科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日 令和4年3月4日
名称変

更
神戸ベルェベル美容専門学校

衛生専門課程　ウエディングプランナー
科

令和4年4月1日 令和5年1月27日

兵庫県 神戸ベルェベル美容専門学校 衛生専門課程　ウェディングビジネス科 平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
神戸ベルェベル美容専門学校

衛生専門課程　ウエディングプランナー
科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

兵庫県 神戸ベルェベル美容専門学校 衛生専門課程　ウエディングプランナー科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

兵庫県 神戸ベルェベル美容専門学校 衛生専門課程　ウエディングプランナー科 平成29年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
神戸ベルェベル美容専門学校 衛生専門課程　ウエディング科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

兵庫県 神戸ベルェベル美容専門学校 衛生専門課程　カラービューティー科 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
神戸ベルェベル美容専門学校

衛生専門課程　メイク・エステ・ネイル
科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

兵庫県 神戸ベルェベル美容専門学校 衛生専門課程　トータルビューティ科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

兵庫県 神戸ベルェベル美容専門学校 衛生専門課程　美容科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

兵庫県 神戸ベルェベル美容専門学校 衛生専門課程　ブライダル科 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
神戸ベルェベル美容専門学校 衛生専門課程　ウェディングビジネス科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

兵庫県 神戸ベルェベル美容専門学校 衛生専門課程　ブライダルスタイリスト科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

兵庫県 神戸ベルェベル美容専門学校 衛生専門課程　ブライダルプランナー科 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
神戸ベルェベル美容専門学校 衛生専門課程　ブライダル科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

兵庫県 神戸ベルェベル美容専門学校 衛生専門課程　メイク・エステ・ネイル科 平成16年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
神戸ベルェベル美容専門学校 衛生専門課程　トータルビューティ科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

兵庫県 神戸保育専門学院 保育専門課程　保育科 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

兵庫県 神戸元町医療秘書専門学校 商業実務専門課程　医療秘書科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

兵庫県 神戸元町こども専門学校 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

兵庫県 神戸元町こども専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

兵庫県 神戸リハビリテーション福祉専門学校 医療専門課程　理学療法学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

兵庫県 神戸リハビリテーション福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

兵庫県 神戸理容美容専門学校 理・美容専門課程　美容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

兵庫県 神戸理容美容専門学校 理・美容専門課程　理容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

兵庫県 公立八鹿病院看護専門学校 専門課程　看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

兵庫県 興隆学林専門学校 文化教養専門課程　宗学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

兵庫県 興隆学林専門学校 文化教養専門課程　宗学研究科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

兵庫県 国際環境専門学校 工業専門課程　環境システム学科 平成11年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
国際環境専門学校 工業専門課程　環境バイオロジー学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

兵庫県 国際環境専門学校 工業専門課程　環境テクノロジー学科 平成11年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
環境学園専門学校 工業専門課程　環境政策推進学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

兵庫県 国際環境専門学校 工業専門課程　環境バイオロジー学科 平成17年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
環境学園専門学校 工業専門課程　環境技術保全学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

兵庫県 国際環境専門学校 工業専門課程　環境ビジネス専攻科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 不適合 平成16年3月31日 平成17年3月9日
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名称変更後

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

変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

兵庫県 国際環境専門学校 工業専門課程　環境マテリアル学科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
環境学園専門学校 工業専門課程　環境防災学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

兵庫県 国際環境専門学校 工業専門課程　環境メディア学科 平成11年4月1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

兵庫県 国立神戸視力障害センター
専門課程　あん摩マッサージ指圧、はり、きゅ
う科

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
国立障害者リハビリテーションセン
ター自立支援局神戸視力障害センター

専門課程　あん摩マッサージ指圧、は
り、きゅう科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

兵庫県
国立障害者リハビリテーションセンター
自立支援局神戸視力障害センター

専門課程　あん摩マッサージ指圧、はり、きゅ
う科

平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

兵庫県 国立姫路病院附属看護学校 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姫路医療セ
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

兵庫県 国立療養所青野原病院附属看護学校 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

兵庫県 国立療養所兵庫中央病院附属看護学校 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兵庫中央病
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

兵庫県
財団法人尼崎健康・医療事業財団看護専
門学校

医療専門課程　看護科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

兵庫県
財団法人尼崎健康・医療事業財団看護専
門学校

医療専門課程　看護科３年課程 平成16年2月17日 ～ 平成25年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
公益財団法人尼崎健康医療財団看護専
門学校

医療専門課程　看護科（３年課程） 平成25年4月1日 平成26年1月28日

兵庫県
財団法人尼崎口腔衛生センター附属尼崎
歯科専門学校

歯科専門課程　歯科衛生学科 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

兵庫県
財団法人尼崎口腔衛生センター附属尼崎
歯科専門学校

歯科専門課程　歯科技工学科 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

兵庫県 塩原学園和洋裁専門学校 家政専門課程　本科和洋裁科 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

兵庫県
社会福祉法人信愛学園附設御影保育専門
学院

保育専門課程　保育科 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

兵庫県 社会保険神戸看護専門学校 ３年課程 平成12年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
社会保険神戸看護専門学校 看護専門課程　看護学科（３年課程） 平成17年4月1日 平成27年2月19日

兵庫県 社会保険神戸看護専門学校 看護専門課程　看護科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
社会保険神戸看護専門学校 ３年課程 平成12年4月1日 平成27年2月19日

兵庫県 社会保険神戸看護専門学校 看護専門課程　看護学科（３年課程） 平成17年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
独立行政法人地域医療機能推進機構神
戸中央病院附属看護専門学校

看護専門課程　看護学科（三年課程） 平成26年4月1日 平成27年2月19日

兵庫県
社団法人兵庫県私立病院協会神戸看護専
門学校

看護専門課程　第１学科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
社団法人兵庫県民間病院協会神戸看護
専門学校

看護専門課程　第一学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

兵庫県
社団法人兵庫県私立病院協会神戸看護専
門学校

看護専門課程　第２学科 平成7年11月30日 ～ 平成20年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
社団法人兵庫県民間病院協会神戸看護
専門学校

看護専門課程　第二学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

兵庫県
社団法人兵庫県私立病院協会神戸看護専
門学校

看護専門課程　第三学科 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
社団法人兵庫県民間病院協会神戸看護
専門学校

看護専門課程　第三学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

兵庫県
社団法人兵庫県民間病院協会神戸看護専
門学校

看護専門課程　第一学科 平成20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

兵庫県
社団法人兵庫県民間病院協会神戸看護専
門学校

看護専門課程　第二学科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

兵庫県
社団法人兵庫県民間病院協会神戸看護専
門学校

看護専門課程　第三学科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
社団法人兵庫県民間病院協会神戸看護
専門学校

看護専門課程（３年課程） 平成23年4月1日 平成23年12月22日

兵庫県
社団法人兵庫県民間病院協会神戸看護専
門学校

看護専門課程（３年課程） 平成23年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
公益社団法人神戸市民間病院協会神戸
看護専門学校

看護専門課程（３年課程） 平成25年4月1日 平成26年1月28日

兵庫県 頌栄人間福祉専門学校 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

兵庫県 頌栄人間福祉専門学校 社会福祉専門課程　国際福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

兵庫県 駿台ホテル観光事業専門学校 商業実務専門課程　エアポートビジネス学科 平成8年12月4日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

兵庫県 駿台ホテル観光事業専門学校 商業実務専門課程　エアライン学科 平成14年2月27日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

兵庫県 駿台ホテル観光事業専門学校 商業実務専門課程　観光学科 平成8年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

兵庫県 駿台ホテル観光事業専門学校
商業実務専門課程　グランドホステス・スチュ
ワーデス科

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
駿台ホテル観光事業専門学校

商業実務専門課程　スチュワーデス・グ
ランドホステス科

平成10年4月1日 平成10年12月21日
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兵庫県 駿台ホテル観光事業専門学校 商業実務専門課程　国際ホテル学科 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

兵庫県 駿台ホテル観光事業専門学校
商業実務専門課程　スチュワーデス・グランド
ホステス科

平成10年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

兵庫県 駿台ホテル観光事業専門学校 商業実務専門課程　スチュワーデス科 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
駿台ホテル観光事業専門学校

商業実務専門課程　グランドホステス・
スチュワーデス科

平成8年4月1日 平成8年12月4日

兵庫県 駿台ホテル観光事業専門学校 商業実務専門課程　トラベル学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
駿台ホテル観光事業専門学校 商業実務専門課程　観光学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

兵庫県 駿台ホテル観光事業専門学校
商業実務専門課程　ホテル・レストラン経営学
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 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

兵庫県 駿台ホテル観光事業専門学校 商業実務専門課程　ホテル専科 平成10年12月21日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

兵庫県 駿台ホテル観光事業専門学校 商業実務専門課程　旅行専科 平成10年12月21日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

兵庫県
専修学校神戸山手インターナショナルア
カデミー

教養専門課程　国際学科２年コース 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

兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 芸術専門課程　ＤＪ声優学科 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
専門学校アートカレッジ神戸 芸術専門課程　声優学科 平成20年4月1日 平成22年2月26日

兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 芸術専門課程　アニメーション学科 平成13年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
神戸スポーツアートＣｏｃｏｒｏ専門
学校

文化・教養専門課程　アニメーション学
科

平成25年4月1日 平成26年1月28日

兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 芸術専門課程　インテリア学科 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校アートカレッジ神戸 芸術専門課程　インテリアデザイン学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 芸術専門課程　インテリアデザイン学科 平成16年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 芸術専門課程　ヴォーカリスト学科 平成17年3月3日 ～ 平成24年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 芸術専門課程　グラフィックデザイン学科 平成16年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
神戸スポーツアートＣｏｃｏｒｏ専門
学校

文化・教養専門課程　アートデザイン学
科

平成25年4月1日 平成26年1月28日

兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 芸術専門課程　声優学科 平成20年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
神戸スポーツアートＣｏｃｏｒｏ専門
学校

文化・教養専門課程　声優学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 芸術専門課程　トレンドファッション学科 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
専門学校アートカレッジ神戸 芸術専門課程　ファッション学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 芸術専門課程　ビジュアルデザイン学科 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校アートカレッジ神戸

芸術専門課程　グラフィックデザイン学
科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 芸術専門課程　ファッション学科 平成16年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
神戸スポーツアートＣｏｃｏｒｏ専門
学校

文化・教養専門課程　ファッション学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 芸術専門課程　ファッションクリエイト学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校アートカレッジ神戸

芸術専門課程　トレンドファッション学
科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 芸術専門課程　まんが学科 平成13年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
神戸スポーツアートＣｏｃｏｒｏ専門
学校

文化・教養専門課程　まんが学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 工業専門課程　ＣＧアート学科 平成16年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 工業専門課程　カーデザイン学科 平成22年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
神戸スポーツアートＣｏｃｏｒｏ専門
学校

工業専門課程　カーデザイン学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 工業専門課程　建築デザイン学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 工業専門課程　建築デザイン学科 平成13年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
神戸スポーツアートＣｏｃｏｒｏ専門
学校

工業専門課程　建築デザイン学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 工業専門課程　航空グランドハンドリング学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 工業専門課程　マルチメディア学科 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校アートカレッジ神戸 工業専門課程　ＣＧアート学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸
文化・教養専門課程　ＤＸビジネス学科（２年
制）

令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 文化・教養専門課程　ｅスポーツ学科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 文化・教養専門課程　アートデザイン学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日
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兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 文化・教養専門課程　アニメーション学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 文化・教養専門課程　観光学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸
文化・教養専門課程　航空ＣＡ・グランドス
タッフ学科

平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸
文化・教養専門課程　国際コミュニケーション
学科

平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 文化・教養専門課程　声優学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 文化・教養専門課程　通信制学科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

兵庫県 専門学校アートカレッジ神戸 文化・教養専門課程　まんが学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

兵庫県
専門学校神戸カレッジ・オブ・ファッ
ション

服飾専門課程　ファッション学科 平成27年4月1日 ～ 令和1年7月17日 平成28年2月29日 廃止 令和1年7月17日 令和2年2月29日

兵庫県
専門学校神戸カレッジ・オブ・ファッ
ション

服飾専門課程　ファッションクリエーター学科 平成28年2月29日 ～ 令和1年7月17日 平成28年2月29日 廃止 令和1年7月17日 令和2年2月29日

兵庫県
専門学校神戸カレッジ・オブ・ファッ
ション

服飾専門課程　服飾本科昼間部 平成15年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校神戸カレッジ・オブ・ファッ
ション

服飾専門課程　ファッション学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

兵庫県 専門学校神戸国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　国際経営学科 平成23年12月22日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
専門学校神戸国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ライフデザイン学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

兵庫県 専門学校神戸国際ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ライフデザイン学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

兵庫県 専門学校神戸文化服装学院 服飾専門課程　技術専攻科Ⅱ 平成22年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
専門学校神戸文化服装学院 服飾専門課程　ファッション研究科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

兵庫県 専門学校神戸文化服装学院 服飾専門課程　ファッション研究科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

兵庫県 専門学校神戸文化服装学院 服飾専門課程　ファッション本科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

兵庫県 専門学校テクニカルカレッジ神戸 工業専門課程　自動車工学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

兵庫県 専門学校テクニカルカレッジ神戸 工業専門課程　総合情報処理科 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

兵庫県 専門学校テクニカルカレッジ神戸 工業専門課程　総合情報処理学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

兵庫県 専門学校テクニカルカレッジ神戸 商業実務専門課程　医療情報秘書科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校テクニカルカレッジ神戸 商業実務専門課程　医療情報秘書学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

兵庫県 専門学校テクニカルカレッジ神戸 商業実務専門課程　医療情報秘書学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

兵庫県 専門学校テクニカルカレッジ神戸 商業実務専門課程　キャリアデザイン学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

兵庫県 専門学校テクニカルカレッジ神戸 商業実務専門課程　経営情報学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

兵庫県 専門学校テクニカルカレッジ神戸 商業実務専門課程　コンピュータ科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

兵庫県 専門学校テクニカルカレッジ神戸 商業実務専門課程　税理士科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

兵庫県 専門学校テクニカルカレッジ神戸 商業実務専門課程　法律行政学科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

兵庫県 専門学校テクニカルカレッジ神戸 商業実務専門課程　マネジメント会計科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校テクニカルカレッジ神戸 商業実務専門課程　経営情報学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

兵庫県 専門学校テクニカルカレッジ神戸 商業実務専門課程　マネジメント会計科後期 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

兵庫県
専門学校東京国際ビジネスカレッジ神戸
校

文化教養専門課程　国際コミュニケーション学
科

平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

兵庫県 専門学校トヨタ神戸自動車大学校 工業専門課程　ショールームスタッフ科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日
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変更後 変更後
位置 専修学校名 課　程　名 適用年月日 告示年月日 手続き
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兵庫県 専門学校トヨタ神戸自動車大学校 工業専門課程　国際自動車整備科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

兵庫県 専門学校トヨタ神戸自動車大学校 工業専門課程　自動車整備・車体整備科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

兵庫県 専門学校トヨタ神戸自動車大学校 工業専門課程　自動車整備科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

兵庫県 専門学校日本工科大学校 工業専門課程　ＡＩ・ロボット工学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

兵庫県 専門学校日本工科大学校 工業専門課程　環境建設工学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

兵庫県 専門学校日本工科大学校 工業専門課程　建築職人マイスター専攻科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

兵庫県 専門学校日本工科大学校 工業専門課程　国際ＡＩ・ＩＴ工学科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

兵庫県 専門学校日本工科大学校 工業専門課程　自動車工学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

兵庫県 専門学校日本工科大学校 工業専門課程　車体自動車工学科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

兵庫県 専門学校日本工科大学校
文化教養専門課程　国際コミュニケーション学
科

平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

兵庫県 専門学校日本工科大学校 工業専門課程　国際自動車工学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

兵庫県 宝塚市立看護専門学校 専門課程　看護学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

兵庫県 田中千代服飾専門学校 服飾専門課程　服飾科 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

兵庫県 丹波市立看護専門学校 専門課程　看護学科（３年課程） 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

兵庫県 辻村学園服飾専門学校 服飾専門課程　服飾本科昼間部 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
専門学校神戸カレッジ・オブ・ファッ
ション

服飾専門課程　服飾本科昼間部 平成15年4月1日 平成17年3月9日

兵庫県 東亜経理専門学校神戸駅前校 経理専門課程　コンピュータ科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

兵庫県 東亜経理専門学校神戸駅前校 経理専門課程　税理士受験科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

兵庫県 東亜経理専門学校神戸駅前校 経理専門課程　ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

兵庫県 東亜経理専門学校神戸駅前校 経理専門課程　ワープロ・秘書科 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

兵庫県
独立行政法人国立病院機構姫路医療セン
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

兵庫県
独立行政法人国立病院機構兵庫中央病院
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

兵庫県
独立行政法人地域医療機能推進機構神戸
中央病院附属看護専門学校

看護専門課程　看護学科（三年課程） 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

兵庫県
独立行政法人労働者健康福祉機構関西労
災看護専門学校

専門課程　看護学科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

兵庫県 豊岡情報経理専門学校 商業実務専門課程　経営情報学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
兵庫国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経営情報学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

兵庫県 トヨタ神戸整備専門学校 工業専門課程　一級自動車整備科 平成17年3月3日 ～ 平成18年6月29日 平成17年3月3日 不適合 平成18年6月30日 平成18年6月30日

兵庫県 トヨタ神戸整備専門学校 工業専門課程　自動車整備科 平成16年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校トヨタ神戸自動車大学校 工業専門課程　自動車整備科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

兵庫県 西神介護福祉専門学校 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

兵庫県 西神看護専門学校 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

兵庫県 西神看護専門学校 看護専門課程　第一看護学科 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
西神看護専門学校 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
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兵庫県 西神看護専門学校 看護専門課程　第二看護学科 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

兵庫県 西宮市医師会看護専門学校 看護専門課程　看護科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

兵庫県 西はりま医療専門学校 医療専門課程　作業療法学科 平成22年11月29日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
はくほう会医療専門学校赤穂校 医療専門課程　作業療法学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

兵庫県 西はりま医療専門学校 医療専門課程　理学療法学科 平成22年11月29日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
はくほう会医療専門学校赤穂校 医療専門課程　理学療法学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

兵庫県 日本栄養専門学校 栄養士専門課程　栄養士科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

兵庫県 日本工科専門学校 工業専門課程　建築工学科 平成17年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成25年3月31日 平成30年2月28日

兵庫県 日本工科専門学校 工業専門課程　建築職人マイスター専攻科 平成22年11月29日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
専門学校日本工科大学校

工業専門課程　建築職人マイスター専攻
科

平成25年4月1日 平成26年1月28日

兵庫県 日本工科専門学校 工業専門課程　自動車工学科 平成19年2月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校日本工科大学校 工業専門課程　自動車工学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

兵庫県 日本工科専門学校 工業専門課程　都市工学科 平成17年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成25年3月31日 平成30年2月28日

兵庫県 日本高等美容専門学校 美容専門課程　美容科 平成12年2月8日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
ＢＥＡＵＴＹＡＲＴＳＫＯＢＥ日本高
等美容専門学校

美容専門課程　美容科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

兵庫県 日本食品技術専門学校 調理師専門課程　調理師科昼間部（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
日本調理製菓専門学校

調理製菓専門課程　調理師科昼間部（２
年課程）

平成16年4月1日 平成17年3月9日

兵庫県 日本調理製菓専門学校 調理製菓専門課程　製菓技術科（２年制） 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

兵庫県 日本調理製菓専門学校
調理製菓専門課程　調理師科昼間部（２年課
程）

平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

兵庫県 日本分析化学専門学校兵庫校 工業専門課程　環境化学科 平成8年12月4日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
国際環境専門学校 工業専門課程　環境テクノロジー学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

兵庫県 日本分析化学専門学校兵庫校 工業専門課程　情報化学科 平成8年12月4日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
国際環境専門学校 工業専門課程　環境メディア学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

兵庫県 日本分析化学専門学校兵庫校 工業専門課程　生活化学科 平成8年12月4日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
国際環境専門学校 工業専門課程　環境システム学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

兵庫県 ハーベスト医療福祉専門学校 医療専門課程　医薬学科 平成23年12月22日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
ハーベスト医療福祉専門学校 医療専門課程　医薬健康学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

兵庫県 ハーベスト医療福祉専門学校 医療専門課程　医薬健康学科 平成26年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
姫路ハーベスト医療福祉専門学校 医療専門課程　医薬健康学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

兵庫県 ハーベスト医療福祉専門学校 医療専門課程　理学療法学科（昼間部） 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
姫路ハーベスト医療福祉専門学校 医療専門課程　理学療法学科（昼間部） 令和2年4月1日 令和3年2月24日

兵庫県 ハーベスト医療福祉専門学校 医療専門課程　理学療法学科（夜間部） 平成23年12月22日 ～ 令和2年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
姫路ハーベスト医療福祉専門学校 医療専門課程　理学療法学科（夜間部） 令和2年4月1日 令和3年2月24日

兵庫県 ハーベスト医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成21年2月27日 ～ 平成30年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
ハーベスト医療福祉専門学校

社会福祉専門課程　介護福祉学科（２年
制）

平成30年4月1日 令和3年2月24日

兵庫県 ハーベスト医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科（２年制） 平成30年4月1日 ～ 令和2年3月31日 令和3年2月24日
名称変

更
姫路ハーベスト医療福祉専門学校

社会福祉専門課程　介護福祉学科（２年
制）

令和2年4月1日 令和3年2月24日

兵庫県 ハーベスト医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　こども保育学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日 令和3年2月24日
名称変

更
姫路ハーベスト医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　こども保育学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

兵庫県 ハーベスト医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　保育学科 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
ハーベスト医療福祉専門学校

社会福祉専門課程　リトミック・チャイ
ルド学科

平成21年4月1日 平成22年2月26日

兵庫県 ハーベスト医療福祉専門学校
社会福祉専門課程　リトミック・チャイルド学
科

平成21年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
ハーベスト医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　リトミック保育学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

兵庫県 ハーベスト医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　リトミック保育学科 平成25年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
ハーベスト医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　こども保育学科 平成31年4月1日 令和3年2月24日

兵庫県 はくほう会医療看護専門学校 看護専門課程　看護学科（３年課程） 平成27年2月19日 ～ 平成28年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
はくほう会医療専門学校明石校 看護専門課程　看護学科（３年課程） 平成28年4月1日 平成29年2月28日

兵庫県 はくほう会医療専門学校明石校 看護専門課程　看護学科（３年課程） 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

兵庫県 はくほう会医療専門学校赤穂校 医療専門課程　理学療法学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28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

兵庫県 はくほう会医療専門学校赤穂校 医療専門課程　作業療法学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

兵庫県 播磨看護専門学校 専門課程　看護科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

兵庫県 播磨中央福祉専門学院 福祉専門課程　介護福祉士科 平成13年3月1日 ～ 平成23年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

兵庫県 パルモア学院英語専門学校 商業実務専門課程　英語科 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
パルモア学院英語専門学校 商業実務専門課程　英語科（昼夜間） 平成21年4月1日 平成25年1月29日

兵庫県 パルモア学院英語専門学校 商業実務専門課程　英語科（昼夜間） 平成21年4月1日 ～ 令和3年7月27日 平成25年1月29日 廃止 令和3年7月27日 令和4年3月4日

兵庫県 パルモア学院専門学校 商業実務専門課程　英語科 平成7年11月30日 ～ 平成20年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
パルモア学院英語専門学校 商業実務専門課程　英語科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

兵庫県 阪神自動車航空鉄道専門学校
工業専門課程　関西・神戸空港ターミナルサー
ビス学科

平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

兵庫県 阪神自動車航空鉄道専門学校 工業専門課程　自動車工学科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

兵庫県 阪神自動車航空鉄道専門学校 工業専門課程　自動車整備工学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

兵庫県 阪神自動車航空鉄道専門学校 工業専門課程　鉄道システム学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

兵庫県 阪神自動車航空鉄道専門学校 工業専門課程　二輪整備工学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

兵庫県 阪神理容美容専門学校 理容美容専門課程　美容科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
ヘアラルト阪神理容美容専門学校 理容美容専門課程　美容科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

兵庫県 阪神理容美容専門学校 理容美容専門課程　理容科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
ヘアラルト阪神理容美容専門学校 理容美容専門課程　理容科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

兵庫県 ビジネス専門学校キャリアカレッジ但馬 商業実務専門課程　キャリアアップ学科 平成19年4月1日 ～ 平成30年2月28日

兵庫県 ビジネス専門学校キャリアカレッジ但馬 商業実務専門課程　経営情報学科 平成15年4月1日 ～ 平成17年12月8日 平成17年3月9日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

兵庫県 ビジネス専門学校キャリアカレッジ但馬 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
ビジネス専門学校キャリアカレッジ但
馬

商業実務専門課程　キャリアアップ学科 平成19年4月1日 平成30年2月28日

兵庫県 ビジネス専門学校ナビック国際カレッジ 経理専門課程　応用研究科 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

兵庫県 ビジネス専門学校ナビック国際カレッジ 経理専門課程　経理専攻科 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

兵庫県 姫路医療専門学校 医療専門課程　言語聴覚士科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

兵庫県 姫路医療専門学校 医療専門課程　作業療法士科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

兵庫県 姫路医療専門学校 医療専門課程　臨床工学技士科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

兵庫県 姫路介護福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
姫路福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

兵庫県 姫路経営医療専門学校 商業実務専門課程　アメニティビジネス学科 平成17年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

兵庫県 姫路経営医療専門学校 商業実務専門課程　医療事務学科 平成19年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
姫路経営医療専門学校 商業実務専門課程　医療秘書学科 平成28年4月1日 平成30年2月28日

兵庫県 姫路経営医療専門学校 商業実務専門課程　医療ビジネス学科 平成17年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
姫路経営医療専門学校 商業実務専門課程　医療事務学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

兵庫県 姫路経営医療専門学校 商業実務専門課程　医療秘書学科 平成28年4月1日 ～ 平成30年2月28日

兵庫県 姫路経営医療専門学校 商業実務専門課程　経営ビジネス学科 平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
姫路経営医療専門学校 商業実務専門課程　ザ・ショップ学科 平成18年4月1日 平成20年2月26日

兵庫県 姫路経営医療専門学校 商業実務専門課程　ザ・ショップ学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

兵庫県 姫路経営医療専門学校 商業実務専門課程　診療情報管理学科 平成21年2月27日 ～ 平成31年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成31年3月31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

兵庫県 姫路経営医療専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

兵庫県 姫路経営医療専門学校
商業実務専門課程　マルチメディアビジネス学
科

平成17年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
姫路経営医療専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

兵庫県 姫路経理ビジネス専門学校 商業実務専門課程　アメニティビジネス学科 平成13年3月1日 ～ 平成17年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
姫路経営医療専門学校

商業実務専門課程　アメニティビジネス
学科

平成17年4月1日 平成17年12月26日

兵庫県 姫路経理ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療ビジネス科 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
姫路経理ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療ビジネス学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

兵庫県 姫路経理ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療ビジネス学科 平成12年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
姫路経営医療専門学校 商業実務専門課程　医療ビジネス学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

兵庫県 姫路経理ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経営経理科 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
姫路経理ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経営ビジネス学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

兵庫県 姫路経理ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経営ビジネス学科 平成12年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
姫路経営医療専門学校 商業実務専門課程　経営ビジネス学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

兵庫県 姫路経理ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経理研究科 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
姫路経理ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経営経理科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

兵庫県 姫路経理ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経理コンピュータ科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
姫路経理ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報企画科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

兵庫県 姫路経理ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報企画科 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
姫路経理ビジネス専門学校 商業実務専門課程　総合情報ビジネス科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

兵庫県 姫路経理ビジネス専門学校 商業実務専門課程　総合情報ビジネス科 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
姫路経理ビジネス専門学校

商業実務専門課程　マルチメディアビジ
ネス学科

平成12年4月1日 平成13年3月8日

兵庫県 姫路経理ビジネス専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
姫路経理ビジネス専門学校 商業実務専門課程　総合情報ビジネス科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

兵庫県 姫路経理ビジネス専門学校 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
名称変

更
姫路経理ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療ビジネス科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

兵庫県 姫路経理ビジネス専門学校
商業実務専門課程　マルチメディアビジネス学
科

平成12年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
姫路経営医療専門学校

商業実務専門課程　マルチメディアビジ
ネス学科

平成17年4月1日 平成17年12月26日

兵庫県 姫路建設専門学校 工業専門課程　建築工学科 平成8年12月4日 ～ 平成17年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
日本工科専門学校 工業専門課程　建築工学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

兵庫県 姫路建設専門学校 工業専門課程　都市工学科 平成10年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
日本工科専門学校 工業専門課程　都市工学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

兵庫県 姫路建設専門学校 工業専門課程　土木工学科 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
姫路建設専門学校 工業専門課程　都市工学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

兵庫県 姫路市医師会看護専門学校 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

兵庫県 姫路市医師会看護専門学校 看護専門課程　第一看護学科 平成17年12月26日 ～ 平成24年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
姫路市医師会看護専門学校 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

兵庫県 姫路市医師会看護専門学校 看護専門課程　第二看護学科 平成17年12月26日 ～ 平成24年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

兵庫県 姫路歯科衛生専門学校 医療専門課程　歯科衛生士学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

兵庫県 姫路情報ＩＴクリエイター法律専門学校 工業専門課程　ＩＴクリエイション学科 令和3年4月1日 ～ 令和5年1月27日

兵庫県 姫路情報ＩＴクリエイター法律専門学校 商業実務専門課程　ビジネスライセンス学科 令和3年4月1日 ～ 令和5年1月27日

兵庫県 姫路情報ＩＴクリエイター法律専門学校 文化教養専門課程　法律学科（２年制） 令和3年4月1日 ～ 令和5年1月27日

兵庫県 姫路情報システム専門学校 工業専門課程　ＯＡオペレーション科 平成10年12月21日 ～ 平成24年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

兵庫県 姫路情報システム専門学校 工業専門課程　ＯＡ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

兵庫県 姫路情報システム専門学校 工業専門課程　経営情報科 平成12年2月8日 ～ 平成24年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

兵庫県 姫路情報システム専門学校 工業専門課程　情報経理科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

兵庫県 姫路情報システム専門学校 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
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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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兵庫県 姫路赤十字看護専門学校 看護専門課程　看護科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
姫路赤十字看護専門学校 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

兵庫県 姫路赤十字看護専門学校 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

兵庫県 姫路ハーベスト医療福祉専門学校 医療専門課程　医薬健康学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

兵庫県 姫路ハーベスト医療福祉専門学校 医療専門課程　理学療法学科（昼間部） 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

兵庫県 姫路ハーベスト医療福祉専門学校 医療専門課程　理学療法学科（夜間部） 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

兵庫県 姫路ハーベスト医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科（２年制） 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

兵庫県 姫路ハーベスト医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科（３年制） 令和3年2月24日 ～ 令和4年3月31日 令和3年2月24日 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

兵庫県 姫路ハーベスト医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　こども保育学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

兵庫県 姫路福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成7年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
姫路福祉保育専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

兵庫県 姫路福祉専門学校 社会福祉専門課程　社会福祉学科 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
姫路福祉保育専門学校 社会福祉専門課程　保育福祉学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

兵庫県 姫路福祉保育専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月9日

兵庫県 姫路福祉保育専門学校 社会福祉専門課程　保育こども学科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

兵庫県 姫路福祉保育専門学校 社会福祉専門課程　保育福祉学科 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
姫路福祉保育専門学校 社会福祉専門課程　保育こども学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

兵庫県 姫路文化ファッション専門学校 服飾専門課程　スタイリスト学科 平成7年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

兵庫県 姫路文化ファッション専門学校 服飾専門課程　デザイン企画学科 平成7年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
姫路文化ファッション専門学校

服飾専門課程　ファッションデザイン学
科

平成9年4月1日 平成9年11月17日

兵庫県 姫路文化ファッション専門学校 服飾専門課程　ファッションデザイン学科 平成9年4月1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

兵庫県 姫路理容美容専門学校 専門課程　トータルビューティ科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

兵庫県 姫路理容美容専門学校 専門課程　美容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

兵庫県 姫路理容美容専門学校 専門課程　理容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

兵庫県 兵庫医科大学附属看護専門学校 看護専門課程　看護第１科 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
兵庫医科大学附属看護専門学校 看護専門課程（看護師３年課程） 平成16年4月1日 平成20年2月26日

兵庫県 兵庫医科大学附属看護専門学校 看護専門課程　看護第２科 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

兵庫県 兵庫医科大学附属看護専門学校 看護専門課程（看護師３年課程） 平成16年4月1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

兵庫県 兵庫栄養専門学校 衛生専門課程　栄養士科 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
兵庫栄養調理製菓専門学校 衛生専門課程　栄養士科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

兵庫県 兵庫栄養専門学校 衛生専門課程　調理師科２年制 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
兵庫栄養調理製菓専門学校 衛生専門課程　調理師科２年制 平成16年4月1日 平成17年12月26日

兵庫県 兵庫栄養専門学校 栄養専門課程　栄養士科 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
兵庫栄養専門学校 衛生専門課程　栄養士科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

兵庫県 兵庫栄養調理製菓専門学校 衛生専門課程　栄養士科 平成16年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成17年12月26日 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

兵庫県 兵庫栄養調理製菓専門学校 衛生専門課程　製菓衛生師科テクニカルコース 平成30年2月28日 ～ 令和4年3月31日 平成30年2月28日 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

兵庫県 兵庫栄養調理製菓専門学校 衛生専門課程　調理師科２年制 平成16年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
兵庫栄養調理製菓専門学校

衛生専門課程　調理師科総合調理スペ
シャリストコース

平成29年4月1日 平成30年2月28日

兵庫県 兵庫栄養調理製菓専門学校
衛生専門課程　調理師科総合調理スペシャリス
トコース

平成29年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成30年2月28日 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日
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兵庫県 兵庫介護福祉専門学校 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

兵庫県 兵庫科学技術専門学校 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17年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
兵庫科学技術専門学校 工業専門課程　鉄道システム学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

兵庫県 兵庫科学技術専門学校 工業専門課程　建築デザイン・ＣＡＤ学科 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

兵庫県 兵庫科学技術専門学校 工業専門課程　建築デザイン学科 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
兵庫科学技術専門学校

工業専門課程　建築デザイン・ＣＡＤ学
科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

兵庫県 兵庫科学技術専門学校 工業専門課程　自動車工学科 平成14年2月27日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
阪神自動車航空鉄道専門学校 工業専門課程　自動車工学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

兵庫県 兵庫科学技術専門学校 工業専門課程　自動車整備工学科 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
阪神自動車航空鉄道専門学校 工業専門課程　自動車整備工学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

兵庫県 兵庫科学技術専門学校 工業専門課程　情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
兵庫科学技術専門学校 工業専門課程　マルチメディア学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

兵庫県 兵庫科学技術専門学校 工業専門課程　鉄道システム学科 平成17年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
阪神自動車航空鉄道専門学校 工業専門課程　鉄道システム学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

兵庫県 兵庫科学技術専門学校 工業専門課程　電気・電子工学科 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

兵庫県 兵庫科学技術専門学校 工業専門課程　電気工学科 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
兵庫科学技術専門学校 工業専門課程　電気・電子工学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

兵庫県 兵庫科学技術専門学校 工業専門課程　電子工学科 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

兵庫県 兵庫科学技術専門学校 工業専門課程　マルチメディア学科 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

兵庫県
兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学
院

歯科医療専門課程　歯科衛生学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

兵庫県 兵庫県立淡路看護専門学校 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28年2月29日

兵庫県 兵庫県立柏原看護専門学校 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
名称変

更
丹波市立看護専門学校 専門課程　看護学科（３年課程） 平成27年4月1日 平成28年2月29日

兵庫県 兵庫県立加古川看護専門学校 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

兵庫県 兵庫県立厚生専門学院 専門課程　看護学科第１部 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

兵庫県 兵庫県立厚生専門学院 専門課程　看護学科第２部 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

兵庫県 兵庫県立森林大学校 森林林業専門課程　専攻科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

兵庫県 兵庫県立総合衛生学院 専門課程　介護福祉学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

兵庫県 兵庫県立総合衛生学院 専門課程　看護学科（全日制） 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

兵庫県 兵庫県立総合衛生学院 専門課程　看護学科（定時制） 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

兵庫県 兵庫県立総合衛生学院 専門課程　看護学科第１部 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

兵庫県 兵庫県立総合衛生学院 専門課程　看護学科第２部 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
兵庫県立総合衛生学院 専門課程　看護学科（定時制） 平成20年4月1日 平成21年2月27日

兵庫県 兵庫県立総合衛生学院 専門課程　歯科衛生学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

兵庫県 兵庫県立農業大学校 専門課程　畜産課程 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

兵庫県 兵庫県立農業大学校 専門課程　農産園芸課程 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

兵庫県 兵庫国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経営情報学科 平成13年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
ビジネス専門学校キャリアカレッジ但
馬

商業実務専門課程　経営情報学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

兵庫県 兵庫国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経営情報学科 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
兵庫国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報ビジネス学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日
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兵庫県 兵庫国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　国際ビジネス学科 平成8年12月4日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
兵庫国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

兵庫県 兵庫国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報ビジネス学科 平成8年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
兵庫国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経営情報学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

兵庫県 兵庫国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成11年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
ビジネス専門学校キャリアカレッジ但
馬

商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

兵庫県 兵庫歯科学院専門学校 歯科医療専門課程　歯科衛生学科 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
兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士
学院

歯科医療専門課程　歯科衛生学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

兵庫県 兵庫歯科学院専門学校 歯科医療専門課程　歯科技工学科 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

兵庫県 兵庫柔整専門学校 医療専門課程　第１柔整学科 平成22年2月26日 ～ 令和1年7月17日 平成22年2月26日 廃止 令和1年7月17日 令和2年2月29日

兵庫県 兵庫柔整専門学校 医療専門課程　第２柔整学科 平成22年2月26日 ～ 令和1年7月17日 平成22年2月26日 廃止 令和1年7月17日 令和2年2月29日

兵庫県 兵庫鍼灸専門学校 医療専門課程　第１鍼灸学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

兵庫県 兵庫鍼灸専門学校 医療専門課程　第２鍼灸学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

兵庫県 兵庫徳誠会歯科衛生士学校 医療専門課程　歯科衛生士科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

兵庫県 平田調理専門学校 調理専門課程　病院調理専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

兵庫県 ファッションビジネス専門学校 服飾専門課程　スタイリスト学科 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
姫路文化ファッション専門学校 服飾専門課程　スタイリスト学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

兵庫県 ファッションビジネス専門学校 服飾専門課程　デザイン企画学科 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
姫路文化ファッション専門学校 服飾専門課程　デザイン企画学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

兵庫県 藤森看護専門学校 看護専門課程　看護科第１部 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

兵庫県 藤森看護専門学校 看護専門課程　看護科第２部 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

兵庫県 ヘアラルト阪神理容美容専門学校 理容美容専門課程　美容科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月9日

兵庫県 ヘアラルト阪神理容美容専門学校 理容美容専門課程　理容科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月9日

兵庫県 平成淡路看護専門学校 看護専門課程　看護学科（看護師３年課程） 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

兵庫県 平成リハビリテーション専門学校 医療専門課程　言語聴覚療法学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

兵庫県 平成リハビリテーション専門学校 医療専門課程　作業療法学科（昼間部） 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

兵庫県 平成リハビリテーション専門学校 医療専門課程　作業療法学科（夜間部） 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

兵庫県 平成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（昼間部） 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

兵庫県 平成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（夜間部） 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

兵庫県 みかしほ学園コンピュータ専門学校 工業専門課程　ＯＡ実務科 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

兵庫県 みかしほ学園コンピュータ専門学校 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

兵庫県 三田モードビジネス専門学校 家政専門課程　服飾科 平成7年11月30日 ～ 平成14年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
三田モードビジネス専門学校 家政専門課程　モードビジネス科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

兵庫県 三田モードビジネス専門学校 家政専門課程　モードビジネス科 平成14年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

兵庫県 三田モードビジネス専門学校 商業実務専門課程　産業情報科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

兵庫県 武庫川看護専門学校 看護専門課程　看護第１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
兵庫医科大学附属看護専門学校 看護専門課程　看護第１科 平成13年4月1日 平成14年2月27日
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名称変更後

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

変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

兵庫県 武庫川看護専門学校 看護専門課程　看護第２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
兵庫医科大学附属看護専門学校 看護専門課程　看護第２科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

兵庫県 明和看護専門学校 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

兵庫県 山崎文化専門学校 家政専門課程　家政科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

兵庫県 労働福祉事業団関西労災看護専門学校 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
独立行政法人労働者健康福祉機構関西
労災看護専門学校

専門課程　看護学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日
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