
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

和歌山県 ＩＢＷ美容専門学校 衛生専門課程　美容科 平成17年12月26日 ～ 平成24年4月10日 平成17年12月26日
名称変

更
ＩＢＷ美容専門学校 専門課程　美容科 平成24年4月11日 平成25年1月29日

和歌山県 ＩＢＷ美容専門学校 専門課程　美容科 平成24年4月11日 ～ 平成25年1月29日

和歌山県 ＫＥＹ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経理科昼間部 平成15年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

和歌山県 エース国際情報専門学校 専門課程　情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

和歌山県 大原情報医療保育専門学校和歌山校 教育社会福祉専門課程　保育学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

和歌山県 大原情報医療保育専門学校和歌山校 商業実務専門課程　医療事務学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

和歌山県 大原情報医療保育専門学校和歌山校 商業実務専門課程　情報処理学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

和歌山県 大原簿記情報医療保育専門学校和歌山校 衛生関係専門課程　製菓学科（２年制） 平成26年1月28日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
大原簿記法律＆美容製菓専門学校和歌
山校

衛生関係専門課程　製菓学科（２年制） 平成26年4月1日 平成27年2月19日

和歌山県 大原簿記情報医療保育専門学校和歌山校 衛生関係専門課程　美容学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
大原簿記法律＆美容製菓専門学校和歌
山校

衛生関係専門課程　美容学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

和歌山県 大原簿記情報医療保育専門学校和歌山校 商業実務専門課程　情報処理学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
大原簿記法律＆美容製菓専門学校和歌
山校

商業実務専門課程　情報処理学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

和歌山県 大原簿記情報医療保育専門学校和歌山校
商業実務専門課程　税理士・会計士学科（２年
制）

平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
大原簿記法律＆美容製菓専門学校和歌
山校

商業実務専門課程　税理士・会計士学科
（２年制）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

和歌山県 大原簿記情報医療保育専門学校和歌山校 商業実務専門課程　ビジネス医療保育学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
大原簿記法律＆美容製菓専門学校和歌
山校

商業実務専門課程　ビジネス医療保育学
科

平成26年4月1日 平成27年2月19日

和歌山県 大原簿記情報医療保育専門学校和歌山校 文化教養専門課程　法律行政学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
大原簿記法律＆美容製菓専門学校和歌
山校

文化教養専門課程　法律行政学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

和歌山県 大原簿記情報法律専門学校和歌山校 衛生関係専門課程　美容学科 平成23年12月22日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
大原簿記情報医療保育専門学校和歌山
校

衛生関係専門課程　美容学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

和歌山県 大原簿記情報法律専門学校和歌山校 商業実務専門課程　情報処理学科 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
大原簿記情報医療保育専門学校和歌山
校

商業実務専門課程　情報処理学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

和歌山県 大原簿記情報法律専門学校和歌山校
商業実務専門課程　税理士・会計士学科（２年
制）

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
大原簿記情報医療保育専門学校和歌山
校

商業実務専門課程　税理士・会計士学科
（２年制）

平成25年4月1日 平成26年1月28日

和歌山県 大原簿記情報法律専門学校和歌山校
商業実務専門課程　総合ビジネス学科（２年
制）

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
大原簿記情報医療保育専門学校和歌山
校

商業実務専門課程　ビジネス医療保育学
科

平成25年4月1日 平成26年1月28日

和歌山県 大原簿記情報法律専門学校和歌山校 文化教養専門課程　法律行政学科 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
大原簿記情報医療保育専門学校和歌山
校

文化教養専門課程　法律行政学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

和歌山県
大原簿記法律＆美容製菓専門学校和歌山
校

衛生関係専門課程　製菓学科（２年制） 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

和歌山県
大原簿記法律＆美容製菓専門学校和歌山
校

衛生関係専門課程　美容学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

和歌山県
大原簿記法律＆美容製菓専門学校和歌山
校

商業実務専門課程　情報処理学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成27年3月31日 平成30年2月28日

和歌山県
大原簿記法律＆美容製菓専門学校和歌山
校

商業実務専門課程　税理士・会計士学科（２年
制）

平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

和歌山県
大原簿記法律＆美容製菓専門学校和歌山
校

商業実務専門課程　ビジネス医療保育学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

和歌山県
大原簿記法律＆美容製菓専門学校和歌山
校

文化教養専門課程　法律行政学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

和歌山県 オカファッションデザイン専門学校 専門課程　服装科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

和歌山県 紀南看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

和歌山県 国保野上厚生総合病院附属看護専門学校 看護専門課程　看護学科３年課程 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

和歌山県 国立療養所和歌山病院附属看護学校 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

(令和5年3月現在)

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

変更、廃止、不適合
告示年月日

1 / 3 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

和歌山県 社会保険紀南看護専門学校 専門課程　看護科 平成7年1月23日 ～ 平成26年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
紀南看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

和歌山県 日高看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

和歌山県 和歌山ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 福祉専門課程　介護福祉士科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

和歌山県 和歌山ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 文化教養専門課程　日本語科（２年コース） 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

和歌山県 和歌山ＹＭＣＡ福祉医療専門学校 福祉専門課程　介護福祉士科 平成9年11月17日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
和歌山ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 福祉専門課程　介護福祉士科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

和歌山県 和歌山会計専門学校 経理専門課程　国際秘書科 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

和歌山県 和歌山会計専門学校 経理専門課程　情報ビジネス科 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

和歌山県 和歌山外国語専門学校 文化・教養専門課程　英語学科 平成20年2月26日 ～ 平成26年9月24日 平成20年2月26日 廃止 平成26年9月24日 平成30年2月28日

和歌山県 和歌山外国語専門学校 文化・教養専門課程　中国語学科 平成20年2月26日 ～ 平成26年9月24日 平成20年2月26日 廃止 平成26年9月24日 平成30年2月28日

和歌山県 和歌山外国語専門学校
文化・教養専門課程　日本語学科本科Ａ進学
コース

平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

和歌山県 和歌山看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

和歌山県 和歌山経理専門学校 専門課程　経理科昼間部 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
ＫＥＹ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経理科昼間部 平成15年4月1日 平成17年3月9日

和歌山県 和歌山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7年1月23日

和歌山県 和歌山県農業大学校 専門課程　園芸課程 平成19年2月1日 ～ 平成29年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
和歌山県農林大学校

農学部　アグリビジネス学科
農学部　園芸学科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

和歌山県 和歌山県農林大学校 農学部　アグリビジネス学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

和歌山県 和歌山県農林大学校 農学部　園芸学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

和歌山県 和歌山県立高等看護学院 看護専門課程　看護学科 令和2年4月1日 ～ 令和4年3月4日

和歌山県 和歌山県立高等看護学院 看護専門課程　看護学科一部 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
和歌山県立高等看護学院 看護専門課程　看護学科 令和2年4月1日 令和4年3月4日

和歌山県 和歌山県立高等看護学院 看護専門課程　看護学科二部 平成7年1月23日 ～ 令和2年3月31日 平成7年1月23日 廃止 令和2年3月31日 令和4年3月4日

和歌山県 和歌山県立なぎ看護学校 看護専門課程　看護学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

和歌山県 和歌山高等美容専門学校 専門課程　美容科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

和歌山県 和歌山コンピュータビジネス専門学校 工業専門課程　ＩＴ科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

和歌山県 和歌山コンピュータビジネス専門学校
工業専門課程　インフォメーションテクノロ
ジー科

平成14年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
和歌山コンピュータビジネス専門学校 工業専門課程　ＩＴ科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

和歌山県 和歌山コンピュータビジネス専門学校 工業専門課程　コンピュータグラフィックス科 平成8年12月4日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
和歌山コンピュータビジネス専門学校 工業専門課程　デジタルデザイン科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

和歌山県 和歌山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
和歌山コンピュータビジネス専門学校

工業専門課程　インフォメーションテク
ノロジー科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

和歌山県 和歌山コンピュータビジネス専門学校 工業専門課程　デジタルデザイン科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

和歌山県 和歌山コンピュータビジネス専門学校 商業実務専門課程　経営ビジネス科 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
和歌山コンピュータビジネス専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

和歌山県 和歌山コンピュータビジネス専門学校 商業実務専門課程　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
和歌山コンピュータビジネス専門学校 商業実務専門課程　経営ビジネス科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

和歌山県 和歌山コンピュータビジネス専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス科 平成9年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

2 / 3 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

和歌山県 和歌山コンピュータビジネス専門学校
商業実務専門課程　ビジネス科公務員マスター
コース

平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

和歌山県 和歌山市医師会看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

和歌山県 和歌山社会福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成16年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
和歌山社会福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

和歌山県 和歌山社会福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

和歌山県 和歌山社会福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉科 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
和歌山社会福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成16年4月1日 平成26年1月28日

和歌山県 和歌山赤十字看護専門学校 専門課程　看護科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
和歌山赤十字看護専門学校 専門課程　看護学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

和歌山県 和歌山赤十字看護専門学校 専門課程　看護学科 平成10年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成10年12月21日 廃止 令和3年3月31日 令和4年3月4日

和歌山県 和歌山労災看護専門学校 専門課程　看護科 平成7年1月23日 ～ 平成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
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