
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

岡山県 朝日医療技術専門学校 医療専門課程　柔道整復学科（昼間部） 平成16年2月17日 ～ 平成20年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
朝日医療専門学校岡山校 医療専門課程　柔道整復学科（昼間部） 平成20年4月1日 平成21年2月27日

岡山県 朝日医療技術専門学校 医療専門課程　柔道整復学科（夜間部） 平成16年2月17日 ～ 平成20年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
朝日医療専門学校岡山校 医療専門課程　柔道整復学科（夜間部） 平成20年4月1日 平成21年2月27日

岡山県 朝日医療技術専門学校 医療専門課程　鍼灸学科（昼間部） 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
朝日医療専門学校岡山校 医療専門課程　鍼灸学科（昼間部） 平成20年4月1日 平成21年2月27日

岡山県 朝日医療技術専門学校 医療専門課程　鍼灸学科（夜間部） 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
朝日医療専門学校岡山校 医療専門課程　鍼灸学科（夜間部） 平成20年4月1日 平成21年2月27日

岡山県 朝日医療専門学校岡山校 医療専門課程　言語聴覚学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
朝日医療大学校 医療専門課程　言語聴覚学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

岡山県 朝日医療専門学校岡山校 医療専門課程　柔道整復学科（昼間部） 平成20年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
朝日医療大学校 医療専門課程　柔道整復学科（昼間部） 平成28年4月1日 平成29年2月28日

岡山県 朝日医療専門学校岡山校 医療専門課程　柔道整復学科（夜間部） 平成20年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
朝日医療大学校 医療専門課程　柔道整復学科（夜間部） 平成28年4月1日 平成29年2月28日

岡山県 朝日医療専門学校岡山校 医療専門課程　鍼灸学科（昼間部） 平成20年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
朝日医療大学校 医療専門課程　鍼灸学科（昼間部） 平成28年4月1日 平成29年2月28日

岡山県 朝日医療専門学校岡山校 医療専門課程　鍼灸学科（夜間部） 平成20年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
朝日医療大学校 医療専門課程　鍼灸学科（夜間部） 平成28年4月1日 平成29年2月28日

岡山県 朝日医療大学校 医療専門課程　言語聴覚学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

岡山県 朝日医療大学校 医療専門課程　歯科衛生学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

岡山県 朝日医療大学校 医療専門課程　柔道整復学科（昼間部） 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

岡山県 朝日医療大学校 医療専門課程　柔道整復学科（昼間部午前） 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

岡山県 朝日医療大学校 医療専門課程　柔道整復学科（夜間部） 平成28年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成29年2月28日
名称変

更
朝日医療大学校

医療専門課程　柔道整復学科（昼間部午
前）

令和3年4月1日 令和4年3月4日

岡山県 朝日医療大学校 医療専門課程　鍼灸学科（昼間部） 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

岡山県 朝日医療大学校 医療専門課程　鍼灸学科（夜間部） 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

岡山県 旭川荘厚生専門学院 医療関係専門課程　看護学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

岡山県 旭川荘厚生専門学院 医療関係専門課程　第１看護科 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
旭川荘厚生専門学院 医療関係専門課程　看護学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

岡山県 旭川荘厚生専門学院 医療関係専門課程　第２看護科 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

岡山県 旭川荘厚生専門学院 教育・社会福祉専門課程　医療福祉秘書科 平成15年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

岡山県 旭川荘厚生専門学院 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

岡山県 旭川荘厚生専門学院 教育・社会福祉専門課程　児童福祉科 平成7年11月30日 ～ 平成29年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

岡山県 旭川荘厚生専門学院 教育・社会福祉専門課程　福祉情報科 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
旭川荘厚生専門学院

教育・社会福祉専門課程　医療福祉秘書
科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

岡山県 旭川荘厚生専門学院 教育・社会福祉専門課程　児童福祉学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

岡山県 旭川荘厚生専門学院吉井川キャンパス
教育・社会福祉専門課程　介護福祉科（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
旭川荘厚生専門学院吉井川キャンパス 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

岡山県 旭川荘厚生専門学院吉井川キャンパス
教育・社会福祉専門課程　介護福祉科（夜間
部）

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

岡山県 旭川荘厚生専門学院吉井川キャンパス 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

岡山県 朝日高等歯科衛生専門学校 医療専門課程　口腔保健学科 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
朝日医療大学校 医療専門課程　歯科衛生学科 平成28年4月1日 平成29年2月28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

岡山県
一般社団法人岡山県歯科医師会立岡山高
等歯科衛生専門学院

歯科医療専門課程　歯科衛生科 平成25年4月1日 ～ 平成30年2月28日

岡山県
インターナショナル岡山歯科衛生専門学
校

歯科医療専門課程　歯科衛生学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

岡山県 大原ビジネス公務員専門学校岡山校 商業実務専門課程　医療事務学科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

岡山県 大原ビジネス公務員専門学校岡山校 商業実務専門課程　ビジネス学科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

岡山県 大原ビジネス公務員専門学校岡山校 文化教養専門課程　法律行政学科（２年制） 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

岡山県 岡山・建部医療福祉専門学校 医療専門課程看護師３年課程　看護学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

岡山県 岡山医療技術専門学校 医療専門課程　作業療法学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

岡山県 岡山医療技術専門学校 医療専門課程　理学療法学科（昼間部） 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

岡山県 岡山医療技術専門学校 医療専門課程　理学療法学科（夜間部） 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

岡山県 岡山医療技術専門学校 商業実務課程　医療福祉ビジネス学科 平成22年2月26日 ～ 平成29年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
岡山医療技術専門学校

商業実務専門課程　医療事務学科（２年
制）

平成29年4月1日 平成30年2月28日

岡山県 岡山医療技術専門学校 商業実務専門課程　医療事務学科（２年制） 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

岡山県 岡山医療福祉専門学校 看護師３年課程　看護学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

岡山県 岡山医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉科 平成21年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
岡山医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

岡山県 岡山医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

岡山県 岡山会計学館経理専門学校 経理専門課程　ビジネス専攻科 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
専門学校ビーマックス 商業実務専門課程　ビジネス専攻科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　一級自動車工学科 平成22年2月26日 ～ 平成23年12月21日 平成22年2月26日 不適合 平成23年12月22日 平成23年12月22日

岡山県 岡山科学技術専門学校 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24年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　映像音響学科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　環境デザイン学科 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
岡山科学技術専門学校 工業専門課程　測量土木工学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　クリエイティブデザイン学科 平成20年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　建築工学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　建築デザイン学科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
岡山科学技術専門学校 工業専門課程　建築工学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　国際自動車工学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

岡山県 岡山科学技術専門学校 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

岡山県 岡山科学技術専門学校
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

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　システム機械学科 平成7年1月23日 ～ 平成24年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　自動車カスタマイズ学科 平成17年3月3日 ～ 令和2年3月31日 平成17年3月3日 廃止 令和2年3月31日 令和3年2月24日

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　自動車工学科 平成7年1月23日 ～ 平成24年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
岡山科学技術専門学校 工業専門課程　二級自動車工学科 平成24年4月1日 平成26年1月28日

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　自動車工学科夜間部 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
岡山科学技術専門学校 工業専門課程　二級自動車工学科夜間部 平成24年4月1日 平成27年2月19日
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名称変更後

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

変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　情報システム学科 平成10年12月21日 ～ 令和2年3月31日 平成10年12月21日 廃止 令和2年3月31日 令和3年2月24日

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　情報通信学科 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
岡山科学技術専門学校 工業専門課程　パソコン学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　食品生命科学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　女子情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　生物工学科 平成7年1月23日 ～ 平成22年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
岡山科学技術専門学校 工業専門課程　バイオサイエンス学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　測量環境工学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　測量土木工学科 平成17年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
岡山科学技術専門学校 工業専門課程　測量環境工学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　電気工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　電子工学科 平成7年1月23日 ～ 平成24年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　二級自動車工学科 平成24年4月1日 ～ 平成26年1月28日

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　二級自動車工学科夜間部 平成24年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　バイオサイエンス学科 平成22年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
岡山科学技術専門学校 工業専門課程　食品生命科学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　パソコン学科 平成7年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　ものづくり工学科 平成22年2月26日 ～ 令和2年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
岡山科学技術専門学校 工業専門課程　ものづくり創造学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

岡山県 岡山科学技術専門学校 工業専門課程　ものづくり創造学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

岡山県 岡山看護専門学校 医療専門課程　看護学科 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

岡山県 岡山看護専門学校 看護専門課程　看護科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
岡山看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

岡山県 岡山県岡山歯科衛生専門学校 歯科衛生専門課程　歯科衛生科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
ベル歯科衛生専門学校 医療専門課程　歯科衛生科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

岡山県 岡山健康医療技術専門学校 専門課程　作業療法士科 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
岡山医療技術専門学校 医療専門課程　作業療法学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

岡山県 岡山健康医療技術専門学校 専門課程　理学療法士科 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
岡山医療技術専門学校 医療専門課程　理学療法学科（昼間部） 平成14年4月1日 平成15年2月19日

岡山県 岡山県農業総合センター農業大学校 園芸課程　花きコース 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
岡山県農林水産総合センター農業大学
校

園芸課程　花きコース 平成22年4月1日 平成22年11月29日

岡山県 岡山県農業総合センター農業大学校 園芸課程　果樹コース 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
岡山県農林水産総合センター農業大学
校

園芸課程　果樹コース 平成22年4月1日 平成22年11月29日

岡山県 岡山県農業総合センター農業大学校 園芸課程　野菜コース 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
岡山県農林水産総合センター農業大学
校

園芸課程　野菜コース 平成22年4月1日 平成22年11月29日

岡山県 岡山県農業総合センター農業大学校 畜産課程　中小家畜コース 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
岡山県農林水産総合センター農業大学
校

畜産課程　中小家畜コース 平成22年4月1日 平成22年11月29日

岡山県 岡山県農業総合センター農業大学校 畜産課程　和牛コース 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
岡山県農林水産総合センター農業大学
校

畜産課程　和牛コース 平成22年4月1日 平成22年11月29日

岡山県 岡山県農林水産総合センター農業大学校 園芸課程　花きコース 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

岡山県 岡山県農林水産総合センター農業大学校 園芸課程　果樹コース 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

岡山県 岡山県農林水産総合センター農業大学校 園芸課程　野菜コース 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

岡山県 岡山県農林水産総合センター農業大学校 畜産課程　中小家畜コース 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
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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

岡山県 岡山県農林水産総合センター農業大学校 畜産課程　和牛コース 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

岡山県 岡山県理容美容専門学校
トータル美容専門課程　トータルビューティー
科

平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

岡山県 岡山県理容美容専門学校 理容美容専門課程　美容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

岡山県 岡山県理容美容専門学校 理容美容専門課程　理容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

岡山県 岡山国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報処理会計科 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

岡山県 岡山国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ビジネス経理科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

岡山県 岡山国際ビジネス専門学校 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

岡山県 岡山済生会看護専門学校 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

岡山県 岡山歯科衛生専門学院 歯科医療専門課程　歯科衛生科 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
社団法人岡山県歯科医師会立岡山高等
歯科衛生専門学院

歯科医療専門課程　歯科衛生科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

岡山県 岡山歯科技工専門学院 歯科技工専門課程　歯科技工科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

岡山県 岡山自動車工業専門学校 工業専門課程　自動車整備科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校岡山自動車大学校 工業専門課程　二級自動車整備科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

岡山県 岡山商科大学専門学校 商業実務専門課程　ＩＴビジネスデザイン学科 平成21年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
岡山商科大学専門学校 商業実務専門課程　Ｍａｃデザイン学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

岡山県 岡山商科大学専門学校 商業実務専門課程　Ｍａｃ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 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

岡山県 岡山商科大学専門学校 商業実務専門課程　医療・介護・薬局事務学科 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

岡山県 岡山商科大学専門学校
商業実務専門課程　国際総合ビジネス学科（留
学生）

令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

岡山県 岡山商科大学専門学校
商業実務専門課程　システムオペレーション学
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
専門学校デジタル・メディアカレッジ
岡山

商業実務専門課程　システムオペレー
ション学科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

岡山県 岡山商科大学専門学校 商業実務専門課程　事務職養成学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

岡山県 岡山商科大学専門学校 商業実務専門課程　大学編入学科（留学生） 平成23年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
岡山商科大学専門学校

商業実務専門課程　国際総合ビジネス学
科（留学生）

令和3年4月1日 令和4年3月4日

岡山県 岡山商科大学専門学校
商業実務専門課程　デジタルジャーナリスト学
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

岡山県 岡山商科大学専門学校
商業実務専門課程　トラベル・ホテル・ブライ
ダル学科

平成20年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

岡山県 岡山商科大学専門学校 商業実務専門課程　トラベル観光学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

岡山県 岡山商科大学専門学校
商業実務専門課程　ネットショップ構築・運営
学科

平成26年1月28日 ～ 平成30年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
岡山商科大学専門学校

商業実務専門課程　まんが・ネット
ショップ学科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

岡山県 岡山商科大学専門学校 商業実務専門課程　ビジネス総合学科 平成21年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
岡山商科大学専門学校

商業実務専門課程　大学編入学科（留学
生）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

岡山県 岡山商科大学専門学校 商業実務専門課程　ファッションビジネス学科 平成26年1月28日 ～ 平成29年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

岡山県 岡山商科大学専門学校
商業実務専門課程　プロジェクトマネジメント
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 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

岡山県 岡山商科大学専門学校
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
専門学校デジタル・メディアカレッジ
岡山

商業実務専門課程　マルチメディアビジ
ネス学科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

岡山県 岡山商科大学専門学校
商業実務専門課程　まんが・ネットショップ学
科

平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

岡山県 岡山情報ＩＴクリエイター専門学校 工業専門課程　クリエイター学科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

岡山県 岡山情報ＩＴクリエイター専門学校 工業専門課程　情報ＩＴ学科 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

岡山県 岡山スクールオブビジネス専門学校 商業実務専門課程　国際ビジネス科 平成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

岡山県 岡山スクールオブビジネス専門学校 商業実務専門課程　商経科 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

岡山県 岡山スクールオブビジネス専門学校 商業実務専門課程　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

岡山県 岡山スクールオブビジネス専門学校 商業実務専門課程　法学科（昼間部） 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
専門学校アサヒアカデミー 商業実務専門課程　法学科（昼間部） 平成10年4月1日 平成10年12月21日

岡山県 岡山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

岡山県 岡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
岡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12年2月8日

岡山県 岡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21年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
岡山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

岡山県 岡山総合福祉専門学校 看護専門課程　第１看護科 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
ベル総合福祉専門学校 看護専門課程　第１看護科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

岡山県 岡山総合福祉専門学校 看護専門課程　第２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
ベル総合福祉専門学校 看護専門課程　第２看護科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

岡山県 岡山総合福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
ベル総合福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

岡山県 岡山服飾ビジネス専門学校 服飾専門課程　服飾ビジネス科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

岡山県
岡山プロフェッショナル・ビューティ専
門学校

専門課程　トータルエステティック学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

岡山県 岡山文化服装専門学校 服装専門課程　専攻科（昼間部） 平成9年11月17日 ～ 平成25年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
岡山服飾ビジネス専門学校 服飾専門課程　服飾ビジネス科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

岡山県 岡山理科大学専門学校 工業専門課程　建築ＣＡＤ学科（昼間部） 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

岡山県 岡山理科大学専門学校 工業専門課程　建築ＣＡＤ学科（夜間部） 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

岡山県 岡山理科大学専門学校 工業専門課程　建築学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

岡山県 岡山理科大学専門学校 工業専門課程　建築学科夜間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

岡山県 岡山理科大学専門学校 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

岡山県 岡山理科大学専門学校 工業専門課程　福祉住環境デザイン学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

岡山県 岡山理科大学専門学校 商業実務専門課程　映像情報学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

岡山県 岡山理科大学専門学校 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

岡山県 岡山理科大学専門学校 商業実務専門課程　マルチメディア学科 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
岡山理科大学専門学校 商業実務専門課程　映像情報学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

岡山県 岡山理科大学専門学校 文化・教養専門課程　アクアリウム学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

岡山県 岡山理科大学専門学校
文化・教養専門課程　アニマル・セラピー・
コーディネーション学科

平成16年2月17日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

岡山県 岡山理科大学専門学校
文化・教養専門課程　アニマルヘルスケア（動
物看護士）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
名称変

更
岡山理科大学専門学校

文化・教養専門課程　アニマルヘルスケ
ア（動物看護師）学科

平成18年4月1日 平成19年2月22日

岡山県 岡山理科大学専門学校
文化・教養専門課程　アニマルヘルスケア（動
物看護師）学科

平成18年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
岡山理科大学専門学校 文化・教養専門課程　動物看護学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

岡山県 岡山理科大学専門学校 文化・教養専門課程　動物看護学科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
岡山理科大学専門学校

文化・教養専門課程　動物看護学科２年
制コース

平成22年4月1日 平成22年11月29日

岡山県 岡山理科大学専門学校
文化・教養専門課程　動物看護学科２年制コー
ス

平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

岡山県 岡山理科大学専門学校
文化・教養専門課程　動物看護学科３年制コー
ス

平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日
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岡山県 岡山理科大学専門学校
文化・教養専門課程　動物飼育トレーニング学
科

令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

岡山県 岡山理科大学専門学校 文化・教養専門課程　ドッグトレーニング学科 平成20年2月26日 ～ 令和3年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
岡山理科大学専門学校

文化・教養専門課程　動物飼育トレーニ
ング学科

令和3年4月1日 令和4年3月4日

岡山県 岡山理科大学専門学校 文化・教養専門課程　トリミング学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

岡山県 岡山理科大学専門学校 文化・教養専門課程　ペットビジネス学科 平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

岡山県 笠岡歯科技工専門学校 歯科技工専門課程　歯科技工科 平成7年1月23日 ～ 平成28年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

岡山県 関西書道専門学校 書道専門課程　指導者養成科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

岡山県 倉敷看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
倉敷看護専門学校 看護専門課程　看護学科（２年課程） 平成17年4月1日 平成19年2月22日

岡山県 倉敷看護専門学校 看護専門課程　看護学科（２年課程） 平成17年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成19年2月22日 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

岡山県 倉敷看護専門学校 看護専門課程　看護学科（３年課程） 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

岡山県 倉敷芸術科学大学専門学校 衛生専門課程　製菓・製パン学科 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
倉敷食と器専門学校 衛生専門課程　高度製菓製パン学科 平成20年4月1日 平成22年2月26日

岡山県 倉敷芸術科学大学専門学校
衛生専門課程　調理・フードコーディネート学
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
倉敷食と器専門学校

衛生専門課程　高度調理フードコーディ
ネート学科

平成20年4月1日 平成22年2月26日

岡山県 倉敷芸術科学大学専門学校 文化教養専門課程　陶芸・ガラス創作学科 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
倉敷食と器専門学校

文化・教養専門課程　高度陶芸ガラス創
作学科

平成20年4月1日 平成22年2月26日

岡山県 倉敷食と器専門学校 衛生専門課程　高度製菓製パン学科 平成20年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

岡山県 倉敷食と器専門学校
衛生専門課程　高度調理フードコーディネート
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 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

岡山県 倉敷食と器専門学校 文化・教養専門課程　器デザイン学科 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

岡山県 倉敷食と器専門学校 文化・教養専門課程　高度陶芸ガラス創作学科 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
倉敷食と器専門学校 文化・教養専門課程　器デザイン学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

岡山県 くらしき総合福祉専門学校 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

岡山県 倉敷中央看護専門学校 看護専門課程　看護科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
倉敷中央看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成21年4月1日 平成23年12月22日

岡山県 倉敷中央看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成21年4月1日 ～ 平成23年12月22日

岡山県 倉敷ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ビジネスＯＡ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

岡山県 倉敷服飾専門学校 服飾専門課程　洋裁ファッション専攻科 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
専門学校倉敷ファッションカレッジ 服飾専門課程　ファッション学科専攻科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

岡山県 倉敷服飾専門学校 服飾専門課程　和裁技術専攻科 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
専門学校倉敷ファッションカレッジ 服飾専門課程　きもの学科専攻科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

岡山県 桑原服装専門学校 服装専門課程　洋裁専攻科 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

岡山県 公益財団法人中国四国酪農大学校 農業専門課程　酪農科 平成25年4月1日 ～ 平成30年2月28日

岡山県 国立岡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13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国立病院岡山医療センター附属岡山看
護学校

看護専門課程　看護学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

岡山県
国立病院岡山医療センター附属岡山看護
学校

看護専門課程　看護学科 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
独立行政法人国立病院機構岡山医療セ
ンター附属岡山看護学校

看護専門課程　看護学科（三年課程） 平成16年4月1日 平成17年3月9日

岡山県 国立療養所長島愛生園附属看護学校 看護専門課程　看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

岡山県 国立療養所南岡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

岡山県 財団法人中国四国酪農大学校 農業専門課程　酪農科 平成25年1月29日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
公益財団法人中国四国酪農大学校 農業専門課程　酪農科 平成25年4月1日 平成30年2月28日
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岡山県 山陽歯科衛生士専門学校 医療専門課程　歯科衛生科 平成15年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成22年3月31日 平成30年2月28日

岡山県 山陽歯科衛生士専門学校 歯科衛生専門課程　歯科衛生科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
山陽歯科衛生士専門学校 医療専門課程　歯科衛生科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

岡山県
社団法人岡山県歯科医師会立岡山高等歯
科衛生専門学院

歯科医療専門課程　歯科衛生科 平成18年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
一般社団法人岡山県歯科医師会立岡山
高等歯科衛生専門学院

歯科医療専門課程　歯科衛生科 平成25年4月1日 平成30年2月28日

岡山県 順正高等看護専門学校 専門課程　看護学科 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
順正高等看護福祉専門学校 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

岡山県 順正高等看護福祉専門学校 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

岡山県 順正高等看護福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

岡山県 聖華看護専門学校 看護専門課程　看護科 平成7年1月23日 ～ 平成24年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

岡山県 専修学校岡山新装学院 服装専門課程　和裁専攻科 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
専門学校岡山新装学院 服飾・家政専門課程　和裁専攻科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

岡山県 専門学校アサヒアカデミー 商業実務専門課程　キャリアビジネス科 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

岡山県 専門学校アサヒアカデミー 商業実務専門課程　法学科（昼間部） 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

岡山県 専門学校岡山自動車大学校 工業専門課程　二級自動車整備科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 教育・社会福祉専門課程　保育学科（２年制） 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 教育・社会福祉専門課程　保育学科（３年制） 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　ＣＧアニメーター学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　ＣＧデザイン学科 平成24年4月1日 ～ 平成26年1月28日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　ＣＧマンガ学科 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
専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　ＣＧデザイン学科 平成24年4月1日 平成26年1月28日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　ＩＴビジネス学科 平成28年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成29年2月28日
名称変

更
専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　データマーケター学科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　ＯＡコミュニケーション科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　Ｗｅｂデザイン学科 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
専門学校岡山情報ビジネス学院

工業専門課程　ネット・動画クリエイ
ター学科

令和3年4月1日 令和4年3月4日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　インテリア・デザイン学科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　ＣＧマンガ学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　ゲームクリエイター学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　ゲームクリエイター学科 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　ゲームプログラマー学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　建築ＣＡＤ設計学科（昼間部） 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　建築ＣＡＤデザイン学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　建築ＣＡＤデザイン学科 平成13年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校岡山情報ビジネス学院

工業専門課程　インテリア・デザイン学
科

平成19年4月1日 平成21年2月27日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　広報プランニング科 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　国際ＩＴシステム学科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　コンピュータビジネス学科 平成16年2月17日 ～ 平成28年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　ＩＴビジネス学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　システム研究学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　システム工学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日
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名称変更後

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

変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　システム工学科 平成15年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　情報スペシャリスト学科 平成26年4月1日 平成28年2月29日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　システム工学科 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
専門学校岡山情報ビジネス学院

工業専門課程　ネットワークシステム学
科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　情報システム学科 平成10年4月1日 平成14年2月27日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　情報システム学科 平成10年4月1日 ～ 平成14年2月27日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　情報スペシャリスト学科 平成26年4月1日 ～ 平成28年2月29日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　データマーケター学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　デジタルクリエイター学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　ゲームクリエイター学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　デジタルクリエイター学科 平成15年2月19日 ～ 平成27年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校岡山情報ビジネス学院

工業専門課程　デジタルクリエイター学
科（２年制）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院
工業専門課程　デジタルクリエイター学科（２
年制）

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
専門学校岡山情報ビジネス学院

工業専門課程　Ｗｅｂデザイン学科
工業専門課程　ゲームプログラマー学科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院
工業専門課程　デジタルクリエイター学科（３
年制）

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

更
専門学校岡山情報ビジネス学院

工業専門課程　デジタルクリエイター学
科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　ネット・動画クリエイター学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　ネットワークシステム学科 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
専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　システム研究学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 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14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 工業専門課程　ロボット制御学科 平成28年2月29日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 社会福祉専門課程　こども・福祉学科 平成22年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
専門学校岡山情報ビジネス学院 社会福祉専門課程　保育福祉学科 平成24年4月1日 平成26年1月28日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 社会福祉専門課程　福祉保育学科 平成12年2月8日 ～ 平成22年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校岡山情報ビジネス学院 社会福祉専門課程　こども・福祉学科 平成22年4月1日 平成25年1月29日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 社会福祉専門課程　保育学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
専門学校岡山情報ビジネス学院

教育・社会福祉専門課程　保育学科（３
年制）

平成28年4月1日 平成29年2月28日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 社会福祉専門課程　保育福祉学科 平成24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
専門学校岡山情報ビジネス学院 社会福祉専門課程　保育学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程　ＯＡビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程　医療事務科 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
専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程　医療福祉事務学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程　医療福祉事務学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月8日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院
商業実務専門課程　インターネットビジネス学
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

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程　会計ビジネス学科 平成15年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程　経営アシスト学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程　会計ビジネス学科 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

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程　経営アシスト学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程　経営情報科 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

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程　公務員学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程　公務員学科 平成14年2月27日 ～ 平成26年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校岡山情報ビジネス学院

商業実務専門課程　公務員学科（２年
制）

平成26年4月1日 平成28年2月29日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程　公務員学科（２年制） 平成26年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程　公務員学科 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

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程　情報経理科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程　診療情報管理士学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程　総合情報ビジネス学科 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
専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程　会計ビジネス学科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 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
専門学校岡山情報ビジネス学院

商業実務専門課程　総合情報ビジネス学
科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院
商業実務専門課程　トラベル観光学科（昼間
部）

平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程　ホテル観光学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程　ホテル・ブライダル学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

岡山県 専門学校岡山情報ビジネス学院 商業実務専門課程　ホテル観光学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

岡山県 専門学校岡山新装学院 服飾・家政専門課程　和裁専攻科 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

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 衛生専門課程　製菓学科 平成19年2月1日 ～ 令和3年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校岡山ビジネスカレッジ 衛生専門課程　パティシエ学科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 衛生専門課程　パティシエ学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ＣＧ・Ｗｅｂ・アニメ学科 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
専門学校岡山ビジネスカレッジ

商業実務専門課程　アニメ・イラスト学
科

令和4年4月1日 令和5年1月27日

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　アニメ・イラスト学科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　医療事務学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　医療総合学科（２年制） 平成26年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　医療事務学科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　医療総合学科（３年制） 平成26年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成27年2月19日 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　医療秘書学科 平成14年2月27日 ～ 平成26年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校岡山ビジネスカレッジ

商業実務専門課程　医療総合学科（２年
制）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　医療秘書学科（３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
専門学校岡山ビジネスカレッジ

商業実務専門課程　医療総合学科（３年
制）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　医療福祉学科 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

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　営業スペシャリスト学科 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
専門学校岡山ビジネスカレッジ

商業実務専門課程　ビジネス・コミュニ
ケーション学科

令和4年4月1日 令和5年1月27日

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　経営情報研究科 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　コンピュータ学科 平成14年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校岡山ビジネスカレッジ

商業実務専門課程　ＣＧ・Ｗｅｂ・アニ
メ学科

令和3年4月1日 令和4年3月4日

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　コンピュータビジネス学科 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
専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　コンピュータ学科 平成14年4月1日 平成17年12月26日

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成19年2月1日 ～ 令和3年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校岡山ビジネスカレッジ

商業実務専門課程　営業スペシャリスト
学科

令和3年4月1日 令和4年3月4日

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 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

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　トラベル・ホテル学科 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

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ
商業実務専門課程　ビジネス・コミュニケー
ション学科

令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ビジネス科 平成10年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成13年3月31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

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ビジネス学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ビューティビジネス学科 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

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ファッション学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ファッションビジネス学科 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

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ブライダル学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ ビジネス専門課程　キャリアビジネス科 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
専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ビジネス科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ
ビジネス専門課程　情報ビジネス科（２年課
程）

平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校岡山ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ビジネス科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ
ビジネス専門課程　情報ビジネス科（３年課
程）

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

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 服飾・家政専門課程　和装学科 平成17年12月26日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 文化教養専門課程　愛犬学科 平成17年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校岡山ビジネスカレッジ 文化教養専門課程　愛犬美容・看護学科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 文化教養専門課程　愛犬美容・看護学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ
文化教養専門課程　英語コミュニケーション学
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 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 文化教養専門課程　国際ビジネス学科 平成25年1月29日 ～ 令和3年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
専門学校岡山ビジネスカレッジ

文化教養専門課程　英語コミュニケー
ション学科

令和3年4月1日 令和4年3月4日

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 文化教養専門課程　国際文化学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

岡山県 専門学校岡山ビジネスカレッジ 文化教養専門課程　ペットビジネス学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
専門学校岡山ビジネスカレッジ 文化教養専門課程　愛犬学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

岡山県 専門学校岡山ビューティモード 衛生専門課程　トータルビューティ学科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

岡山県 専門学校岡山ビューティモード 衛生専門課程　ビューティ学科 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
専門学校岡山ビューティモード 衛生専門課程　トータルビューティ学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

岡山県 専門学校岡山ビューティモード 衛生専門課程　美容学科 平成15年2月19日 ～ 令和3年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校岡山ビューティモード 衛生専門課程　ヘアビューティ学科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

岡山県 専門学校岡山ビューティモード 衛生専門課程　ヘアビューティ学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

岡山県 専門学校岡山ファッションスクール 家政専門課程　ファッションクチュール科 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

岡山県 専門学校岡山ファッションスクール 家政専門課程　ファッション情報ビジネス科 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

岡山県 専門学校岡山ファッションスクール 家政専門課程　ファッションデザイン科 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

岡山県 専門学校岡山ファッションスクール 服飾専門課程　ファッションクリエーター科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

岡山県 専門学校岡山ファッションスクール
服飾専門課程　ファッションクリエーター科ア
パレルデザインコース

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
専門学校岡山ファッションスクール

服飾専門課程　ファッションクリエー
ター科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

岡山県 専門学校岡山ファッションスクール
服飾専門課程　ファッションクリエーター科
ファッションアートコース

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
専門学校岡山ファッションスクール

服飾専門課程　ファッションクリエー
ター科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

岡山県 専門学校岡山ファッションスクール
服飾専門課程　ファッションクリエーター科
ファッションクチュールコース

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
専門学校岡山ファッションスクール

服飾専門課程　ファッションクリエー
ター科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

岡山県 専門学校岡山ファッションスクール 服飾専門課程　ファッションビジネス科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

岡山県 専門学校岡山ファッションスクール 服飾専門課程　ブランドクリエイト科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

岡山県 専門学校川崎リハビリテーション学院 医療専門課程　作業療法学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日
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岡山県 専門学校川崎リハビリテーション学院 医療専門課程　理学療法学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

岡山県 専門学校倉敷ビューティーカレッジ 美容師養成専門課程　美容師養成科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

岡山県 専門学校倉敷ファッションカレッジ 服飾専門課程　インターナショナル学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

岡山県 専門学校倉敷ファッションカレッジ 服飾専門課程　きもの学科専攻科 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
専門学校倉敷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学
科専攻科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

岡山県 専門学校倉敷ファッションカレッジ 服飾専門課程　ファッションＩＴ学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

岡山県 専門学校倉敷ファッションカレッジ 服飾専門課程　ファッション学科専攻科 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
専門学校倉敷ファッションカレッジ

服飾専門課程　ファッションテクニカル
学科専攻科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

岡山県 専門学校倉敷ファッションカレッジ 服飾専門課程　ファッションテクニカル学科 平成18年4月1日 ～ 平成30年2月28日

岡山県 専門学校倉敷ファッションカレッジ
服飾専門課程　ファッションテクニカル学科専
攻科

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
専門学校倉敷ファッションカレッジ

服飾専門課程　ファッションテクニカル
学科

平成18年4月1日 平成30年2月28日

岡山県 専門学校倉敷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学科 平成18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
専門学校倉敷ファッションカレッジ 服飾専門課程　ファッションＩＴ学科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

岡山県 専門学校倉敷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学科専攻
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
専門学校倉敷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学
科

平成18年4月1日 平成30年2月28日

岡山県 専門学校倉敷リハビリテーション学院 医療専門課程　理学療法学科（３年制） 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

岡山県 専門学校慶子アカデミージャパン 衛生専門課程　トータルエステティック学科 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
岡山プロフェッショナル・ビューティ
専門学校

専門課程　トータルエステティック学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

岡山県 専門学校国際ゴルフビジネス学院 文化教養専門課程　ゴルフインストラクター科 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
専門学校国際ゴルフビジネス学院 文化教養専門課程　ゴルフ科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

岡山県 専門学校国際ゴルフビジネス学院 文化教養専門課程　ゴルフ科 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
専門学校国際ゴルフビジネス学院

文化教養専門課程　ゴルフ科（２年課
程）

平成12年4月1日 平成13年3月8日

岡山県 専門学校国際ゴルフビジネス学院 文化教養専門課程　ゴルフ科（２年課程） 平成12年4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

岡山県 専門学校国際ゴルフビジネス学院 文化教養専門課程　ビジネスキャリア科 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
専門学校国際ゴルフビジネス学院 文化教養専門課程　ゴルフ科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

岡山県
専門学校デジタル・メディアカレッジ岡
山

商業実務専門課程　医療・介護・薬局事務学科 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
岡山商科大学専門学校

商業実務専門課程　医療・介護・薬局事
務学科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

岡山県
専門学校デジタル・メディアカレッジ岡
山

商業実務専門課程　クリエイティブデザイン学
科

平成17年12月26日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

岡山県
専門学校デジタル・メディアカレッジ岡
山

商業実務専門課程　システムオペレーション学
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

岡山県
専門学校デジタル・メディアカレッジ岡
山

商業実務専門課程　システム会計ビジネス学科 平成17年12月26日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

岡山県
専門学校デジタル・メディアカレッジ岡
山

商業実務専門課程　デジタルジャーナリスト学
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
岡山商科大学専門学校

商業実務専門課程　デジタルジャーナリ
スト学科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

岡山県
専門学校デジタル・メディアカレッジ岡
山

商業実務専門課程　トラベル・ホテル・ブライ
ダル学科

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
岡山商科大学専門学校

商業実務専門課程　トラベル・ホテル・
ブライダル学科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

岡山県
専門学校デジタル・メディアカレッジ岡
山

商業実務専門課程　トラベル・ホテル観光学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

岡山県
専門学校デジタル・メディアカレッジ岡
山

商業実務専門課程　マルチメディアビジネス学
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

岡山県 専門学校ビーマックス
商業実務専門課程　ＩＴスペシャリスト学科
（２年制）

平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

岡山県 専門学校ビーマックス
商業実務専門課程　ＩＴスペシャリスト学科
（３年制）

平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

岡山県 専門学校ビーマックス
商業実務専門課程　医療総合ビジネス学科（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 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

岡山県 専門学校ビーマックス 商業実務専門課程　医療秘書学科 平成21年2月27日 ～ 平成26年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

岡山県 専門学校ビーマックス 商業実務専門課程　エアライン学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日
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岡山県 専門学校ビーマックス 商業実務専門課程　会計・環境学科 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

岡山県 専門学校ビーマックス 商業実務専門課程　会計ビジネス学科 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

岡山県 専門学校ビーマックス 商業実務専門課程　キャリアアップ学科 平成21年2月27日 ～ 平成26年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

岡山県 専門学校ビーマックス 商業実務専門課程　行政専攻学科 平成10年12月21日 ～ 平成18年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

岡山県 専門学校ビーマックス 商業実務専門課程　クリエイト学科 平成21年2月27日 ～ 平成26年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

岡山県 専門学校ビーマックス 商業実務専門課程　クリエイトデザイン学科 平成25年1月29日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

岡山県 専門学校ビーマックス
商業実務専門課程　経理ビジネス学科（２年課
程）

平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

岡山県 専門学校ビーマックス
商業実務専門課程　経理ビジネス学科（３年課
程）

平成12年2月8日 ～ 平成17年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

岡山県 専門学校ビーマックス 商業実務専門課程　広告・デザイン学科 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

岡山県 専門学校ビーマックス 商業実務専門課程　公務員学科 平成21年2月27日 ～ 平成25年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校ビーマックス

商業実務専門課程　公務員学科（２年
制）

平成25年4月1日 平成30年2月28日

岡山県 専門学校ビーマックス 商業実務専門課程　公務員学科（２年制） 平成25年4月1日 ～ 平成30年2月28日

岡山県 専門学校ビーマックス 商業実務専門課程　公務員ビジネス学科 平成25年1月29日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成26年3月31日 平成30年2月28日

岡山県 専門学校ビーマックス 商業実務専門課程　公務員ビジネス学科 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

岡山県 専門学校ビーマックス
商業実務専門課程　コンピュータ学科（２年課
程）

平成10年12月21日 ～ 平成19年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

岡山県 専門学校ビーマックス
商業実務専門課程　コンピュータ学科（３年課
程）

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

岡山県 専門学校ビーマックス 商業実務専門課程　情報処理学科（２年課程） 平成19年2月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成25年3月31日 平成30年2月28日

岡山県 専門学校ビーマックス 商業実務専門課程　情報処理学科（３年課程） 平成19年2月1日 ～ 平成26年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成26年3月31日 平成30年2月28日

岡山県 専門学校ビーマックス 商業実務専門課程　デザイン学科 平成16年2月17日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

岡山県 専門学校ビーマックス
商業実務専門課程　トータルビジネス学科（２
年課程）

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

岡山県 専門学校ビーマックス
商業実務専門課程　トータルビジネス学科（３
年課程）

平成12年2月8日 ～ 平成17年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

岡山県 専門学校ビーマックス 商業実務専門課程　ビジネス専攻科 平成9年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

岡山県 専門学校ビーマックス 商業実務専門課程　ブライダル・ホテル学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

岡山県 専門学校ビーマックス 商業実務専門課程　マネジメント学科 平成13年3月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

岡山県 専門学校ビーマックス
商業実務専門課程　マネジメント学科（３年課
程）

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

岡山県 専門学校ビーマックス
商業実務専門課程　メディカルスタッフビジネ
ス学科

令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

岡山県 専門学校ビーマックス 商業実務専門課程　ワーキングスタディ学科 平成19年2月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

岡山県 専門学校ビーマックス（Ｂｅ－ＭＡＸ） 商業実務専門課程　医療事務学科 平成26年1月28日 ～ 令和2年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
専門学校ビーマックス

商業実務専門課程　メディカルスタッフ
ビジネス学科

令和2年4月1日 令和3年2月24日

岡山県 専門学校ビーマックス（Ｂｅ－ＭＡＸ）
商業実務専門課程　エアライン・ブライダル学
科

平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

岡山県 専門学校ビーマックス（Ｂｅ－ＭＡＸ） 商業実務専門課程　会計学科 平成26年1月28日 ～ 平成29年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成29年3月31日 平成30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
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岡山県 専門学校ワールドオプティカルカレッジ 医療専門課程　第一眼鏡科 平成8年4月1日 ～ 平成8年12月4日

岡山県 専門学校ワールドオプティカルカレッジ 医療専門課程　第二眼鏡科 平成8年4月1日 ～ 平成8年12月4日

岡山県 専門学校ワールドオプティカルカレッジ 工業専門課程　第一眼鏡科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校ワールドオプティカルカレッ
ジ

医療専門課程　第一眼鏡科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

岡山県 専門学校ワールドオプティカルカレッジ 工業専門課程　第二眼鏡科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校ワールドオプティカルカレッ
ジ

医療専門課程　第二眼鏡科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

岡山県 ソワニエ看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

岡山県 ソワニエ看護専門学校 専門課程　看護学科 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
ソワニエ看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

岡山県 玉島看護専門学校 看護専門課程　看護科 平成8年4月1日 ～ 平成14年3月29日 平成8年12月4日 廃止 平成14年3月29日 平成30年2月28日

岡山県 玉島病院附属看護専門学校 看護専門課程　看護科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
玉島看護専門学校 看護専門課程　看護科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

岡山県 玉野看護福祉総合専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
玉野総合医療専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

岡山県 玉野総合医療専門学校 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

岡山県 玉野総合医療専門学校 医療専門課程　保健看護学科 平成14年2月27日 ～ 平成17年12月8日 平成14年2月27日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

岡山県 玉野総合医療専門学校 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

岡山県 玉野総合医療専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

岡山県 中国デザイン専門学校
造形専門課程　アニメ・コミックスタジオ
（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 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

岡山県 中国デザイン専門学校 造形専門課程　イラストレーション科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

岡山県 中国デザイン専門学校 造形専門課程　インテリア・プロダクト科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

岡山県 中国デザイン専門学校 造形専門課程　インテリアデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

岡山県 中国デザイン専門学校 造形専門課程　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

岡山県 中国デザイン専門学校 造形専門課程　建築デザイン科 平成12年2月8日 ～ 平成25年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

岡山県 中国デザイン専門学校 造形専門課程　工業工芸デザイン科 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

岡山県 中国デザイン専門学校 造形専門課程　工芸デザイン科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

岡山県 中国デザイン専門学校 造形専門課程　コンピュータグラフィックス科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

岡山県 中国デザイン専門学校 造形専門課程　造形デザイン科 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

岡山県 中国デザイン専門学校 造形専門課程　ビジュアルデザイン科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

岡山県 中国デザイン専門学校 造形専門課程　ビジュアルデザイン科 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

岡山県 中国デザイン専門学校 造形専門課程　プロダクトデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

岡山県 中国デザイン専門学校 造形専門課程　モノ・デザイン工房（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

岡山県 中国デザイン専門学校 服飾専門課程　アパレル科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
中国デザイン専門学校 服飾専門課程　ファッションＣＡＤ科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

岡山県 中国デザイン専門学校 服飾専門課程　ショッププロデュース科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日
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岡山県 中国デザイン専門学校 服飾専門課程　デニムジーンズ科 平成19年2月1日 ～ 平成28年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

岡山県 中国デザイン専門学校 服飾専門課程　ファッションＣＡＤ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

岡山県 中国デザイン専門学校 服飾専門課程　ファッションコーディネート科 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
中国デザイン専門学校 服飾専門課程　ファッションビジネス科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

岡山県 中国デザイン専門学校 服飾専門課程　ファッションテクニカル科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

岡山県 中国デザイン専門学校 服飾専門課程　ファッションデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

岡山県 中国デザイン専門学校 服飾専門課程　ファッションビジネス科 平成9年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

岡山県 津山市医師会立津山看護専門学校 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30年2月28日

岡山県 津山中央看護専門学校 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

岡山県 津山服装専門学校 服飾専門課程　洋裁専攻科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

岡山県
独立行政法人国立病院機構岡山医療セン
ター附属岡山看護学校

看護専門課程　看護学科（三年課程） 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岡山医療セ
ンター附属岡山看護助産学校

看護専門課程　看護学科（三年課程） 平成23年4月1日 平成23年12月22日

岡山県
独立行政法人国立病院機構岡山医療セン
ター附属岡山看護助産学校

看護専門課程　看護学科（三年課程） 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

岡山県
独立行政法人労働者健康安全機構岡山労
災看護専門学校

看護３年課程　看護学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

岡山県
独立行政法人労働者健康福祉機構岡山労
災看護専門学校

看護３年課程　看護学科 平成16年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
独立行政法人労働者健康安全機構岡山
労災看護専門学校

看護３年課程　看護学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

岡山県 新見女子専門学校 専門課程　服飾専門科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

岡山県 西日本調理師専門学校 調理師専門課程　調理師科 平成8年12月4日 ～ 平成14年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
西日本調理製菓専門学校 調理製菓専門課程　調理師科２年課程 平成14年4月1日 平成15年2月19日

岡山県 西日本調理製菓専門学校
調理製菓専門課程　製菓・製パン科パティシ
エ・ブランジェコース

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
西日本調理製菓専門学校

調理製菓専門課程　パティシエ・ブラン
ジェ科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

岡山県 西日本調理製菓専門学校 調理製菓専門課程　総合調理専攻科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

岡山県 西日本調理製菓専門学校 調理製菓専門課程　調理師科２年課程 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

岡山県 西日本調理製菓専門学校
調理製菓専門課程　調理師科総合調理福祉専攻
コース

平成26年1月28日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
西日本調理製菓専門学校 調理製菓専門課程　総合調理専攻科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

岡山県 西日本調理製菓専門学校 調理製菓専門課程　パティシエ・ブランジェ科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

岡山県 西日本調理製菓専門学校
調理製菓専門課程　パティシエ・ブランジェ
コース

平成19年2月1日 ～ 平成26年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
西日本調理製菓専門学校

調理製菓専門課程　製菓・製パン科パ
ティシエ・ブランジェコース

平成26年4月1日 平成27年2月19日

岡山県 日本ＩＴビジネスカレッジ 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

岡山県 日本ＩＴビジネスカレッジ 商業実務専門課程　国際ビジネス学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

岡山県 日本ＩＴビジネスカレッジ 文化・教養専門課程　外国語学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

岡山県 ベル歯科衛生専門学校 医療専門課程　歯科衛生科 平成10年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
朝日高等歯科衛生専門学校 医療専門課程　口腔保健学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

岡山県 ベル総合福祉専門学校 看護専門課程　看護科 平成12年4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

岡山県 ベル総合福祉専門学校 看護専門課程　第１看護科 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
ベル総合福祉専門学校 看護専門課程　看護科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

岡山県 ベル総合福祉専門学校 看護専門課程　第２看護科 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

岡山県 ベル総合福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉科 平成10年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
岡山医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉科 平成21年4月1日 平成22年2月26日
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名称変更後

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

変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

岡山県 水田和洋裁専門学校 家政専門課程　洋裁専攻科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

岡山県 水田和洋裁専門学校 家政専門課程　和裁専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

岡山県 美作市スポーツ医療看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

岡山県 美作市スポーツ医療看護専門学校
医療専門課程　柔道整復スポーツトレーナー学
科（３年制）

令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

岡山県 美作市スポーツ医療看護専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

岡山県 山内服装専門学校 服装専門課程　洋裁専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

岡山県 山内服装専門学校 服装専門課程　和裁専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

岡山県 労働福祉事業団岡山労災看護専門学校 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岡山
労災看護専門学校

看護３年課程　看護学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日
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