
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

広島県 ＣＡＣ医療技術専門学校 医療専門課程　作業療法学科（夜間部） 平成17年12月26日 ～ 平成21年4月30日 平成17年12月26日
名称変

更
朝日医療専門学校福山校 医療専門課程　作業療法学科（夜間部） 平成21年5月1日 平成22年2月26日

広島県 ＣＡＣ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12月26日 ～ 平成21年4月30日 平成17年12月26日
名称変

更
朝日医療専門学校福山校 医療専門課程　理学療法学科（夜間部） 平成21年5月1日 平成22年2月26日

広島県 ＣＡＣビジネス・福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成20年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

広島県 ＣＡＣビジネス専門学校 商業実務専門課程　国際観光ビジネス科 平成8年12月4日 ～ 平成23年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

広島県 ＣＡＣビジネス専門学校 商業実務専門課程　国際情報ビジネス科 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

広島県 ＣＡＣビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報医療事務科 平成8年12月4日 ～ 平成23年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

広島県 ＣＡＣビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報営業事務科 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

広島県 ＣＡＣビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報経営科 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

広島県
ＣＡＣヒューマンウェルフェア福山専門
学校

教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成9年11月17日 ～ 平成20年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
ＣＡＣビジネス・福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成20年4月1日 平成23年12月22日

広島県
ＣＡＣヒューマンウェルフェア福山専門
学校

教育・社会福祉専門課程　社会福祉科 平成9年11月17日 ～ 平成17年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

広島県 ＩＧＬ医療専門学校 医療専門課程　口腔保健学科 平成20年2月26日 ～ 平成26年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
ＩＧＬ医療福祉専門学校 医療専門課程　口腔保健学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

広島県 ＩＧＬ医療専門学校 医療専門課程　柔整学科 平成16年2月17日 ～ 平成26年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
ＩＧＬ医療福祉専門学校 医療専門課程　柔整学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

広島県 ＩＧＬ医療専門学校 医療専門課程　鍼灸学科 平成16年2月17日 ～ 平成26年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
ＩＧＬ医療福祉専門学校 医療専門課程　鍼灸学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

広島県 ＩＧＬ医療福祉専門学校 医療専門課程　口腔保健学科 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
ＩＧＬ医療福祉専門学校 医療専門課程　歯科衛生学科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

広島県 ＩＧＬ医療福祉専門学校 医療専門課程　歯科衛生学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

広島県 ＩＧＬ医療福祉専門学校 医療専門課程　柔整学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

広島県 ＩＧＬ医療福祉専門学校 医療専門課程　鍼灸学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

広島県 ＩＧＬ医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

広島県 ＩＧＬ健康福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成7年1月23日 ～ 平成26年9月11日 平成7年1月23日 廃止 平成26年9月11日 平成28年2月29日

広島県 ＩＧＬ健康福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育社会福祉学科 平成20年2月26日 ～ 平成26年9月11日 平成20年2月26日 廃止 平成26年9月11日 平成28年2月29日

広島県 ＩＷＡＤ環境福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　医療福祉学科 平成17年3月3日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

広島県 ＩＷＡＤ環境福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成24年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
ＩＷＡＤ環境福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程　人間総合福祉
学科

平成27年4月1日 平成30年2月28日

広島県 ＩＷＡＤ環境福祉専門学校
教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科（昼間
課程）

平成20年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
ＩＷＡＤ環境福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

広島県 ＩＷＡＤ環境福祉専門学校
教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科（夜間
課程）

平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

広島県 ＩＷＡＤ環境福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　人間総合福祉学科 平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
ＩＷＡＤ環境福祉リハビリ専門学校

教育・社会福祉専門課程　人間総合福祉
学科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

広島県 ＩＷＡＤ環境福祉専門学校
教育・社会福祉専門課程　福祉療法学科２年課
程

平成17年3月3日 ～ 平成27年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
ＩＷＡＤ環境福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程　人間総合福祉
学科

平成27年4月1日 平成30年2月28日

広島県 ＩＷＡＤ環境福祉専門学校 工業専門課程　住の環境学科 平成17年3月3日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

広島県 ＩＷＡＤ環境福祉専門学校 農業専門課程　農園芸学科 平成25年1月29日 ～ 平成29年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
ＩＷＡＤ環境福祉リハビリ専門学校 農業専門課程　農園芸学科 平成29年4月1日 平成30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

広島県 ＩＷＡＤ環境福祉専門学校 文化・教養専門課程　みどりの環境学科 平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
ＩＷＡＤ環境福祉リハビリ専門学校 文化・教養専門課程　みどりの環境学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

広島県 ＩＷＡＤ環境福祉専門学校
文化・教養専門課程　みどりの環境学科２年課
程

平成23年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
ＩＷＡＤ環境福祉専門学校 文化・教養専門課程　みどりの環境学科 平成27年4月1日 平成30年2月28日

広島県 ＩＷＡＤ環境福祉専門学校 文化・教養専門課程　緑の環境学科２年課程 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
ＩＷＡＤ環境福祉専門学校

文化・教養専門課程　みどりの環境学科
２年課程

平成23年4月1日 平成28年2月29日

広島県 ＩＷＡＤ環境福祉リハビリ専門学校 医療専門課程　リハビリテーション学科 平成30年2月28日 ～ 令和2年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
広島国際医療福祉専門学校

医療専門課程　作業療法学科
医療専門課程　理学療法学科

令和2年4月1日 令和3年2月24日

広島県 ＩＷＡＤ環境福祉リハビリ専門学校 教育・社会福祉専門課程　人間総合福祉学科 平成29年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
広島国際医療福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程　人間総合福祉
学科

令和2年4月1日 令和3年2月24日

広島県 ＩＷＡＤ環境福祉リハビリ専門学校 農業専門課程　農園芸学科 平成29年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成30年2月28日 廃止 令和2年3月31日 令和3年2月24日

広島県 ＩＷＡＤ環境福祉リハビリ専門学校 文化・教養専門課程　みどりの環境学科 平成29年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成30年2月28日 廃止 令和2年3月31日 令和3年2月24日

広島県 ＭＳＨ医療専門学校
医療専門課程　柔道整復師・スポーツトレー
ナー科

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
ＭＳＨ医療専門学校

医療専門課程　柔道整復師・スポーツト
レーナー学科

平成23年4月1日 平成30年2月28日

広島県 ＭＳＨ医療専門学校
医療専門課程　柔道整復師・スポーツトレー
ナー学科

平成23年4月1日 ～ 平成30年2月28日

広島県 ＭＳＨ医療専門学校 医療専門課程　柔道整復師科 平成22年11月29日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成25年3月31日 平成30年2月28日

広島県 朝日医療専門学校広島校 医療専門課程　柔道整復学科（昼間部） 平成21年2月27日 ～ 平成31年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
朝日医療専門学校広島校

医療専門課程　柔道整復学科昼間部（午
後コース）

平成31年4月1日 令和3年2月24日

広島県 朝日医療専門学校広島校 医療専門課程　柔道整復学科（夜間部） 平成21年2月27日 ～ 令和3年3月31日 平成21年2月27日 廃止 令和3年3月31日 令和4年3月4日

広島県 朝日医療専門学校広島校
医療専門課程　柔道整復学科昼間部（午後コー
ス）

平成31年4月1日 ～ 令和3年2月24日

広島県 朝日医療専門学校広島校
医療専門課程　柔道整復学科昼間部（午前コー
ス）

令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

広島県 朝日医療専門学校広島校 医療専門課程　鍼灸学科（昼間部） 平成22年2月26日 ～ 平成31年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
朝日医療専門学校広島校

医療専門課程　鍼灸学科昼間部（午後
コース）

平成31年4月1日 令和3年2月24日

広島県 朝日医療専門学校広島校 医療専門課程　鍼灸学科（夜間部） 平成21年2月27日 ～ 令和3年3月31日 平成21年2月27日 廃止 令和3年3月31日 令和4年3月4日

広島県 朝日医療専門学校広島校 医療専門課程　鍼灸学科昼間部（午後コース） 平成31年4月1日 ～ 令和3年2月24日

広島県 朝日医療専門学校広島校 医療専門課程　鍼灸学科昼間部（午前コース） 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

広島県 朝日医療専門学校福山校 医療専門課程　救急救命学科 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
福山医療専門学校 医療専門課程　救急救命学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

広島県 朝日医療専門学校福山校 医療専門課程　作業療法学科（夜間部） 平成21年5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27年2月19日

広島県 朝日医療専門学校福山校 医療専門課程　理学療法学科（夜間部） 平成21年5月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
福山医療専門学校 医療専門課程　理学療法学科（夜間部） 平成28年4月1日 平成29年2月28日

広島県 朝日医療専門学校福山校 商業実務専門課程　医療福祉学科 平成25年1月29日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
福山医療専門学校 商業実務専門課程　医療福祉学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

広島県 穴吹医療福祉専門学校
教育・社会福祉専門課程　こども・社会福祉学
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
穴吹医療福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程　こども福祉教
育学科

平成28年4月1日 平成29年2月28日

広島県 穴吹医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども学科 平成22年11月29日 ～ 平成24年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
穴吹医療福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程　こども・社会
福祉学科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

広島県 穴吹医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども福祉教育学科 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
穴吹国際みらい専門学校

教育・社会福祉専門課程　こども福祉教
育学科

令和3年4月1日 令和4年3月4日

広島県 穴吹医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども保育学科 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
穴吹国際みらい専門学校

教育・社会福祉専門課程　こども保育学
科

令和3年4月1日 令和4年3月4日

広島県 穴吹医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉・保育科 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

広島県 穴吹医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉学科 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

広島県 穴吹医療福祉専門学校 商業実務専門課程　医療事務・クラーク学科 平成31年4月1日 ～ 令和3年3月31日 令和2年2月29日
名称変

更
穴吹ビジネス専門学校

商業実務専門課程　医療事務・クラーク
学科

令和3年4月1日 令和4年3月4日

2 / 23 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

広島県 穴吹医療福祉専門学校 商業実務専門課程　医療事務学科 平成26年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
穴吹医療福祉専門学校

商業実務専門課程　医療事務・クラーク
学科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

広島県 穴吹医療福祉専門学校 商業実務専門課程　会計学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
穴吹医療福祉専門学校 商業実務専門課程　税務会計学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

広島県 穴吹医療福祉専門学校 商業実務専門課程　経営法学科 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

広島県 穴吹医療福祉専門学校 商業実務専門課程　公務員ビジネス学科 平成22年2月26日 ～ 令和3年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
穴吹ビジネス専門学校 商業実務専門課程　公務員ビジネス学科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

広島県 穴吹医療福祉専門学校 商業実務専門課程　税務会計学科 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
穴吹医療福祉専門学校 商業実務専門課程　税理士学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

広島県 穴吹医療福祉専門学校 商業実務専門課程　税理士学科 平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

広島県 穴吹医療福祉専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 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
穴吹医療福祉専門学校

商業実務専門課程　ビジネスキャリア学
科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

広島県 穴吹医療福祉専門学校 商業実務専門課程　ビジネスキャリア学科 平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

広島県 穴吹医療福祉専門学校 商業実務専門課程　福祉医療事務学科 平成20年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
穴吹医療福祉専門学校 商業実務専門課程　医療事務学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

広島県 穴吹医療福祉専門学校 商業実務専門課程　ホテル・ブライダル学科 平成31年1月25日 ～ 令和3年3月31日 平成31年1月25日
名称変

更
穴吹国際みらい専門学校

商業実務専門課程　ホテル・ブライダル
学科

令和3年4月1日 令和4年3月4日

広島県 穴吹国際ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉・保育科 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
穴吹医療福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程　社会福祉・保
育科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

広島県 穴吹国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ＯＡ秘書科 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

広島県 穴吹国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　会計情報科 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

広島県 穴吹国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　観光ビジネス科 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

広島県 穴吹国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　観光ビジネス学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

広島県 穴吹国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経営情報科 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

広島県 穴吹国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経営法学科 平成8年12月4日 ～ 平成20年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
穴吹医療福祉専門学校 商業実務専門課程　経営法学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

広島県 穴吹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
穴吹医療福祉専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

広島県 穴吹国際ビジネス専門学校
商業実務専門課程　トータルコーディネート学
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 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

広島県 穴吹国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　福祉・医療ビジネス科 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
穴吹国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　福祉医療ビジネス科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

広島県 穴吹国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　福祉医療ビジネス科 平成15年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
穴吹医療福祉専門学校 商業実務専門課程　福祉医療事務学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

広島県 穴吹国際ビジネス専門学校 文化・教養専門課程　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

広島県 穴吹国際みらい専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども福祉教育学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

広島県 穴吹国際みらい専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども保育学科 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

広島県 穴吹国際みらい専門学校 商業実務専門課程　国際ホテルビジネス学科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

広島県 穴吹国際みらい専門学校 商業実務専門課程　ホテル・ブライダル学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

広島県 穴吹コンピュータ専門学校 工業専門課程　建築デザイン科 平成10年12月21日 ～ 平成20年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
穴吹情報デザイン専門学校 工業専門課程　建築デザイン学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

広島県 穴吹コンピュータ専門学校 工業専門課程　情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
穴吹情報デザイン専門学校 工業専門課程　情報システム学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

広島県 穴吹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20年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
穴吹情報デザイン専門学校 工業専門課程　情報ビジネス学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日
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名称変更後

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

変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

広島県 穴吹コンピュータ専門学校 工業専門課程　情報デザイン科 平成9年11月17日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

広島県 穴吹コンピュータ専門学校 工業専門課程　トータルデザイン学科 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
穴吹情報デザイン専門学校 工業専門課程　トータルデザイン学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

広島県 穴吹情報デザイン専門学校 工業専門課程　ＣＧデザイン学科 平成22年11月29日 ～ 令和3年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
穴吹ビジネス専門学校 工業専門課程　ＣＧデザイン学科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

広島県 穴吹情報デザイン専門学校 工業専門課程　ＩＴビジネス学科 平成23年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
穴吹ビジネス専門学校 工業専門課程　ＩＴビジネス学科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

広島県 穴吹情報デザイン専門学校 工業専門課程　ＩＴライセンス学科 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

広島県 穴吹情報デザイン専門学校 工業専門課程　ＯＡインストラクタ学科 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

広島県 穴吹情報デザイン専門学校 工業専門課程　Ｗｅｂ総合学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

広島県 穴吹情報デザイン専門学校 工業専門課程　インテリアデザイン学科 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

広島県 穴吹情報デザイン専門学校 工業専門課程　基本情報学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
穴吹情報デザイン専門学校 工業専門課程　高度情報学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

広島県 穴吹情報デザイン専門学校 工業専門課程　グラフィックデザイン学科 平成22年11月29日 ～ 令和3年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
穴吹ビジネス専門学校

工業専門課程　グラフィックデザイン学
科

令和3年4月1日 令和4年3月4日

広島県 穴吹情報デザイン専門学校 工業専門課程　ゲームクリエーター学科 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
穴吹ビジネス専門学校 工業専門課程　ゲームクリエーター学科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

広島県 穴吹情報デザイン専門学校 工業専門課程　建築デザイン学科 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

広島県 穴吹情報デザイン専門学校 工業専門課程　高度情報学科 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
穴吹情報デザイン専門学校 工業専門課程　ＩＴライセンス学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

広島県 穴吹情報デザイン専門学校 工業専門課程　情報システム学科 平成20年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
穴吹ビジネス専門学校 工業専門課程　情報システム学科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

広島県 穴吹情報デザイン専門学校 工業専門課程　情報ビジネス学科 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
穴吹情報デザイン専門学校 工業専門課程　ＩＴビジネス学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

広島県 穴吹情報デザイン専門学校 工業専門課程　トータルデザイン学科 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

広島県 穴吹情報デザイン専門学校 工業専門課程　マンガ・アニメーション学科 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
穴吹情報デザイン専門学校 工業専門課程　マンガ・イラスト学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

広島県 穴吹情報デザイン専門学校 工業専門課程　マンガ・イラスト学科 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
穴吹ビジネス専門学校 工業専門課程　マンガ・イラスト学科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

広島県 穴吹調理師専門学校 衛生専門課程　調理高度技術経営科 平成18年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
穴吹調理製菓専門学校 衛生専門課程　調理高度技術経営学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

広島県 穴吹調理製菓専門学校 衛生専門課程　高度調理学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

広島県 穴吹調理製菓専門学校 衛生専門課程　調理高度技術経営学科 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
穴吹調理製菓専門学校 衛生専門課程　高度調理学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

広島県 穴吹調理製菓専門学校 衛生専門課程　パティシエ・ベーカリー学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

広島県 穴吹デザイン専門学校 工業専門課程　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
名称変

更
穴吹デザイン専門学校 工業専門課程　インテリアデザイン学科 平成11年4月1日 平成30年2月28日

広島県 穴吹デザイン専門学校 工業専門課程　インテリアデザイン学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

広島県 穴吹デザイン専門学校 工業専門課程　インテリアデザイン学科 平成11年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成30年2月28日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

広島県 穴吹デザイン専門学校 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

広島県 穴吹デザイン専門学校 工業専門課程　建築学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

広島県 穴吹デザイン専門学校 工業専門課程　建築デザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
穴吹デザイン専門学校 工業専門課程　建築デザイン学科 平成11年4月1日 平成30年2月28日

広島県 穴吹デザイン専門学校 工業専門課程　建築デザイン学科 平成11年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成30年2月28日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12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

広島県 穴吹デザイン専門学校 工業専門課程　建築デザイン学科 平成19年2月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

広島県 穴吹デザイン専門学校 文化・教養専門課程　ＣＧ・ゲーム学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

広島県 穴吹デザイン専門学校 文化・教養専門課程　映像デザイン学科 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

広島県 穴吹デザイン専門学校 文化・教養専門課程　グラフィックデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
穴吹デザイン専門学校

文化教養専門課程　グラフィックデザイ
ン学科

平成11年4月1日 平成30年2月28日

広島県 穴吹デザイン専門学校 文化・教養専門課程　商品企画デザイン学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

広島県 穴吹デザイン専門学校 文化・教養専門課程　生活デザイン学科 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
穴吹デザイン専門学校

文化・教養専門課程　プロダクトデザイ
ン学科

平成19年4月1日 平成20年2月26日

広島県 穴吹デザイン専門学校 文化・教養専門課程　デジタルアート学科 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

広島県 穴吹デザイン専門学校
文化・教養専門課程　ネット動画クリエイター
学科

令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

広島県 穴吹デザイン専門学校 文化・教養専門課程　プロダクトデザイン学科 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
穴吹デザイン専門学校

文化・教養専門課程　商品企画デザイン
学科

平成28年4月1日 平成29年2月28日

広島県 穴吹デザイン専門学校
文化・教養専門課程　マンガ・アニメーション
学科

平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

広島県 穴吹デザイン専門学校
文化・教養専門課程　ユニバーサルデザイン学
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

広島県 穴吹デザイン専門学校 文化教養専門課程　ＣＧ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
名称変

更
穴吹デザイン専門学校 文化教養専門課程　ＣＧデザイン学科 平成11年4月1日 平成30年2月28日

広島県 穴吹デザイン専門学校 文化教養専門課程　ＣＧデザイン学科 平成11年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成30年2月28日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

広島県 穴吹デザイン専門学校 文化教養専門課程　グラフィックデザイン学科 平成11年4月1日 ～ 平成30年2月28日

広島県 穴吹デザイン専門学校
文化教養専門課程　トータルビューティーデザ
イン学科

平成14年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
穴吹デザイン専門学校

文化教養専門課程　ビューティープロ学
科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

広島県 穴吹デザイン専門学校 文化教養専門課程　ビューティープロ学科 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

広島県 穴吹動物専門学校 商業実務専門課程　動物衛生看護学科 平成21年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

広島県 穴吹動物専門学校 商業実務専門課程　動物看護学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日 令和2年2月29日 廃止 令和2年3月31日 令和3年2月24日

広島県 穴吹動物専門学校 商業実務専門課程　動物看護総合学科 平成22年11月29日 ～ 令和2年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
穴吹動物専門学校 商業実務専門課程　動物総合学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

広島県 穴吹動物専門学校 商業実務専門課程　動物健康管理学科 平成22年2月26日 ～ 平成31年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
穴吹動物専門学校

商業実務専門課程　動物看護学科
商業実務専門課程　動物美容学科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

広島県 穴吹動物専門学校 商業実務専門課程　動物健康美容学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日 令和3年2月24日
名称変

更
穴吹ビジネス専門学校 商業実務専門課程　動物健康美容学科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

広島県 穴吹動物専門学校 商業実務専門課程　動物総合学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日 令和3年2月24日
名称変

更
穴吹ビジネス専門学校 商業実務専門課程　動物看護総合学科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

広島県 穴吹動物専門学校 商業実務専門課程　動物美容学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日 令和2年2月29日
名称変

更
穴吹動物専門学校 商業実務専門課程　動物健康美容学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

広島県 穴吹ビジネス専門学校 工業専門課程　ＣＧデザイン学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

広島県 穴吹ビジネス専門学校 工業専門課程　ＩＴビジネス学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

広島県 穴吹ビジネス専門学校 工業専門課程　グラフィックデザイン学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

広島県 穴吹ビジネス専門学校 工業専門課程　ゲームクリエーター学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

広島県 穴吹ビジネス専門学校 工業専門課程　情報システム学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

広島県 穴吹ビジネス専門学校 工業専門課程　マンガ・イラスト学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日
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広島県 穴吹ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療事務・クラーク学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

広島県 穴吹ビジネス専門学校 商業実務専門課程　公務員ビジネス学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

広島県 穴吹ビジネス専門学校 商業実務専門課程　動物看護総合学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

広島県 穴吹ビジネス専門学校 商業実務専門課程　動物健康美容学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

広島県 穴吹ビューティ専門学校 衛生専門課程　美容学科 平成17年3月3日 ～ 令和3年3月31日 平成17年3月3日 廃止 令和3年3月31日 令和4年3月4日

広島県 穴吹ビューティ専門学校 商業実務専門課程　エステティシャン学科 平成24年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

広島県 穴吹ビューティ専門学校 商業実務専門課程　国際エステティシャン学科 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
穴吹ビューティ専門学校

商業実務専門課程　エステティシャン学
科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

広島県 穴吹ビューティ専門学校
商業実務専門課程　トータルコーディネート学
科

平成17年3月3日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
穴吹ビューティ専門学校

商業実務専門課程　トータルビューティ
学科

平成20年4月1日 平成22年2月26日

広島県 穴吹ビューティ専門学校 商業実務専門課程　トータルビューティ学科 平成20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
穴吹ビューティ専門学校

商業実務専門課程　メイク・ネイル・エ
ステ学科

平成28年4月1日 平成29年2月28日

広島県 穴吹ビューティ専門学校
商業実務専門課程　ブライダルコーディネー
ター学科

平成22年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

広島県 穴吹ビューティ専門学校
商業実務専門課程　ブライダルスタイリスト学
科

平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
穴吹ビューティ専門学校

商業実務専門課程　ブライダルコーディ
ネーター学科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

広島県 穴吹ビューティ専門学校
商業実務専門課程　メイク・ネイル・エステ学
科

平成28年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成29年2月28日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

広島県
石田あさきトータルファッション専門学
校

家政専門課程　トータルファッション学科１部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

広島県 大竹総合科学専門学校 文化・教養専門課程　自然健康学科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
大竹総合科学専門学校

文化・教養専門課程　自然健康学科（２
年課程）

平成9年4月1日 平成9年11月17日

広島県 大竹総合科学専門学校
文化・教養専門課程　自然健康学科（２年課
程）

平成9年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
広島医療体育学院専門学校

文化・教養専門課程　自然健康学科（２
年課程）

平成13年4月1日 平成14年2月27日

広島県 大竹総合科学専門学校
文化・教養専門課程　自然健康学科（３年課
程）

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
広島医療体育学院専門学校

文化・教養専門課程　自然健康学科（３
年課程）

平成13年4月1日 平成14年2月27日

広島県 大竹総合科学専門学校 文化・教養専門課程　人間行動学科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
大竹総合科学専門学校

文化・教養専門課程　人間行動学科（２
年課程）

平成9年4月1日 平成9年11月17日

広島県 大竹総合科学専門学校
文化・教養専門課程　人間行動学科（２年課
程）

平成9年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
広島医療体育学院専門学校

文化・教養専門課程　人間行動学科（２
年課程）

平成13年4月1日 平成14年2月27日

広島県 大竹総合科学専門学校
文化・教養専門課程　人間行動学科（３年課
程）

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
広島医療体育学院専門学校

文化・教養専門課程　人間行動学科（３
年課程）

平成13年4月1日 平成14年2月27日

広島県 大原ビジネス公務員専門学校広島校 商業実務専門課程　医療事務学科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

広島県 大原ビジネス公務員専門学校広島校 商業実務専門課程　税理士会計士学科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

広島県 大原ビジネス公務員専門学校広島校 商業実務専門課程　ビジネス学科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

広島県 大原ビジネス公務員専門学校広島校 文化教養専門課程　公務員学科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

広島県 尾道ＹＭＣＡ福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成10年12月21日 ～ 平成22年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
尾道福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成22年4月1日 平成23年12月22日

広島県 尾道ＹＭＣＡ福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉科 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
尾道福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉科 平成22年4月1日 平成23年12月22日

広島県 尾道市医師会看護専門学校 医療専門課程　看護科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

広島県 尾道福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成22年4月1日 ～ 平成23年12月22日

広島県 尾道福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉科 平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

広島県 加計国際情報専門学校 商業実務専門課程　ビジネス学科 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
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広島県 河合塾広島総合教育専修学校 商業実務専門課程　国際観光学科 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

広島県 河合塾広島総合教育専修学校 商業実務専門課程　ビジネス情報学科 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

広島県 河合塾広島総合教育専修学校 文化・教養専門課程　外国語学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

広島県 菊野学園ファッション教育専門学校 家政専門課程　ファッション科 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
専門学校きくのファッションデザイン
カレッジ

家政専門課程　ファッション科 平成20年4月1日 平成23年12月22日

広島県 キャピタル国際福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成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

広島県 キャピタル国際福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　国際社会福祉学科 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

広島県 キャピタル国際福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　福祉保育学科 平成7年11月30日 ～ 平成23年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

広島県 キャピタル国際福祉専門学校 商業実務専門課程　医療事務情報学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

広島県 教文外語専門学校 文化・教養専門課程　国際文化学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

広島県 教文外語専門学校 文化・教養専門課程　国際ホテル学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

広島県 呉市医師会看護専門学校 医療専門課程　看護科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

広島県 呉市医師会看護専門学校 医療専門課程　看護学科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

広島県 呉美工専門学校 家政専門課程　洋裁科昼間部 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
呉美工専門学校 服飾・家政専門課程　洋裁科昼間部 平成12年4月1日 平成13年3月8日

広島県 呉美工専門学校 服飾・家政専門課程　洋裁科昼間部 平成12年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

広島県
小井手学園広島ファッションビジネス専
門学校

家政専門課程　ファッション・メイク科 平成18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
小井手ファッションビューティ専門学
校

家政専門課程　ファッション・メイク科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

広島県
小井手学園広島ファッションビジネス専
門学校

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
名称変

更
小井手学園広島ファッションビジネス
専門学校

家政専門課程　ファッション・メイク科 平成18年4月1日 平成20年2月26日

広島県 小井手ファッションビューティ専門学校 家政専門課程　ファッション・メイク科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

広島県 小井手ファッションビューティ専門学校 家政専門課程　ファッションデザイン科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

広島県 国立呉病院附属呉看護学校 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
国立病院呉医療センター附属呉看護学
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

広島県 国立呉病院附属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
国立病院呉医療センター附属リハビリ
テーション学院

医療専門課程　作業療法学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

広島県 国立呉病院附属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
国立病院呉医療センター附属リハビリ
テーション学院

医療専門課程　理学療法学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

広島県 国立病院呉医療センター附属呉看護学校 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呉医療セン
ター附属呉看護学校

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

広島県
国立病院呉医療センター附属リハビリ
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呉医療セン
ター附属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16年4月1日 平成17年3月9日

広島県
国立病院呉医療センター附属リハビリ
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呉医療セン
ター附属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16年4月1日 平成17年3月9日

広島県 国立福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福山医療セ
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

広島県 国立療養所広島病院附属看護学校 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東広島医療
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

広島県
国家公務員共済組合連合会呉共済病院看
護専門学校

医療専門課程　看護科 平成9年4月1日 ～ 平成9年11月17日

広島県
国家公務員等共済組合連合会呉共済病院
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9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国家公務員共済組合連合会呉共済病院
看護専門学校

医療専門課程　看護科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

広島県 コムタス電子専門学校 工業専門課程　情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日
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広島県 山陽看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成7年1月23日 ～ 令和3年3月31日 平成7年1月23日 廃止 令和3年3月31日 令和4年3月4日

広島県 山陽ビジネススクール専門学校 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

広島県 山陽ビジネススクール専門学校 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

広島県
小井手学園広島ファッションビジネス専
門学校

家政専門課程　ファッションデザイン科 平成20年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
小井手ファッションビューティ専門学
校

家政専門課程　ファッションデザイン科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

広島県 スポーツ医学専門学校 文化・教養専門課程　健康医学科 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

広島県 すみれ洋裁専門学校 家政専門課程　洋裁本科昼間部 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

広島県
専門学校きくのファッションデザインカ
レッジ

家政専門課程　ファッション科 平成20年4月1日 ～ 平成23年12月22日

広島県 専門学校国際医療福祉総合学院 医療専門課程　医用電子学科 平成10年12月21日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

広島県 専門学校国際医療福祉総合学院 医療専門課程　臨床工学科 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
トリニティカレッジ広島医療福祉専門
学校

医療専門課程　臨床工学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

広島県 専門学校国際医療福祉総合学院 教育・社会福祉専門課程　医療秘書福祉学科 平成15年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
トリニティカレッジ広島医療福祉専門
学校

教育・社会福祉専門課程　医療秘書福祉
学科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

広島県 専門学校国際医療福祉総合学院 教育・社会福祉専門課程　医療福祉学科 平成10年12月21日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
専門学校国際医療福祉総合学院

教育・社会福祉専門課程　医療秘書福祉
学科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

広島県 専門学校国際医療福祉総合学院 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成10年12月21日 ～ 平成20年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
トリニティカレッジ広島医療福祉専門
学校

教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

広島県 専門学校国際医療福祉総合学院 教育・社会福祉専門課程　保育社会福祉学科 平成17年3月3日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
トリニティカレッジ広島医療福祉専門
学校

教育・社会福祉専門課程　保育社会福祉
学科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

広島県 専門学校タイケン国際文化アカデミー 文化・教養専門課程　広報文化科 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

広島県 専門学校タイケン国際文化アカデミー 文化・教養専門課程　児童文化科 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
タイケン国際文化専門学校 文化・教養専門課程　保育文化科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

広島県 専門学校西広島教育福祉学院 教育・社会福祉専門課程　社会福祉科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

広島県 専門学校西広島福祉学院 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

広島県 専門学校西広島福祉学院 教育・社会福祉専門課程　社会福祉科 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
専門学校西広島福祉学院 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

広島県 専門学校西広島福祉学院観音校 教育・社会福祉専門課程　社会教育科 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
専門学校西広島教育福祉学院 教育・社会福祉専門課程　社会福祉科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

広島県 専門学校日本デザイナー学院広島校 文化・教養専門課程　デザイン学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

広島県 専門学校日本ビジネススクール広島校 商業実務専門課程　国際観光学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

広島県 専門学校日本ビジネススクール広島校 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

広島県
専門学校広島アートファッションアカデ
ミー

家政専門課程　洋裁アパレルデザイン科 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
専門学校文化服装学院広島校

家政専門課程　ファッション工科専攻ア
パレルデザイン科

平成21年4月1日 平成22年2月26日

広島県
専門学校広島アートファッションアカデ
ミー

家政専門課程　洋裁スタイリスト科 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
専門学校文化服装学院広島校

家政専門課程　ファッション流通専攻
トータルファッション科

平成21年4月1日 平成22年2月26日

広島県 専門学校広島芸術学院 文化・教養専門課程　美術学科 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
広島芸術専門学校 文化・教養専門課程　美術学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

広島県 専門学校広島工学院大学校 工業専門課程　オートボディー科 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

広島県 専門学校広島工学院大学校 工業専門課程　建築環境学科 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30年2月28日

広島県 専門学校広島工学院大学校 工業専門課程　建築工学科 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

広島県 専門学校広島工学院大学校
工業専門課程　自動車整備科２級自動車整備士
コース

平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日
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広島県 専門学校広島工学院大学校 工業専門課程　自動車整備工学科 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

広島県 専門学校広島工学院大学校 工業専門課程　情報応用学科 平成17年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

広島県 専門学校広島工学院大学校 工業専門課程　電気・通信施工学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

広島県 専門学校広島工学院大学校 工業専門課程　電気・デジタル通信学科 平成17年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校広島工学院大学校 工業専門課程　電気・通信施工学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

広島県 専門学校広島工学院大学校 工業専門課程　土木測量工学科 平成17年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

広島県 専門学校広島国際学院自動車整備大学校 工業専門課程　自動車整備学科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

広島県 専門学校広島国際ビジネスカレッジ 工業専門課程　建築ＣＡＤ学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

広島県 専門学校広島国際ビジネスカレッジ 文化教養専門課程　国際通訳ビジネス学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

広島県 専門学校広島自動車大学校 工業専門課程　一級自動車整備学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校広島自動車大学校

工業専門課程　自動車整備科１級自動車
整備士コース（２年課程）

平成19年4月1日 平成20年2月26日

広島県 専門学校広島自動車大学校
工業専門課程　自動車整備科１級自動車整備士
コース（２年課程）

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

広島県 専門学校広島自動車大学校
工業専門課程　自動車整備科２級自動車整備士
コース

平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

広島県 専門学校広島自動車大学校 工業専門課程　自動車整備工学科 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
専門学校広島自動車大学校

工業専門課程　自動車整備科２級自動車
整備士コース

平成19年4月1日 平成20年2月26日

広島県
専門学校ファッションビジネス・アカデ
ミー福山

家政専門課程　ファッション・ビジネス科昼間
部

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
専門学校ファッションビジネス・アカ
デミー福山

服飾・家政専門課程　ファッション・ビ
ジネス科昼間部

平成8年4月1日 平成8年12月4日

広島県
専門学校ファッションビジネス・アカデ
ミー福山

家政専門課程　ファッション・ビジネス科夜間
部

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
専門学校ファッションビジネス・アカ
デミー福山

服飾・家政専門課程　ファッション・ビ
ジネス科夜間部

平成8年4月1日 平成8年12月4日

広島県
専門学校ファッションビジネス・アカデ
ミー福山

服飾・家政専門課程　ファッション・ビジネス
科昼間部

平成8年4月1日 ～ 平成8年12月4日

広島県
専門学校ファッションビジネス・アカデ
ミー福山

服飾・家政専門課程　ファッション・ビジネス
科夜間部

平成8年4月1日 ～ 平成8年12月4日

広島県
専門学校ファッションビジネス・アカデ
ミー福山

服飾・家政専門課程　ファッションデザイン科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

広島県 専門学校福祉リソースカレッジ広島 教育・社会福祉専門課程　介護福祉士科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

広島県 専門学校福山国際外語学院 工業専門課程　建築ＣＡＤ学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

広島県 専門学校福山国際外語学院 商業実務専門課程　食品工学科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

広島県 専門学校福山国際外語学院 文化・教養専門課程　国際ビジネス情報学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

広島県 専門学校福山歯科衛生士学校 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

広島県 専門学校文化服装学院広島校
家政専門課程　ファッション工科専攻アパレル
デザイン科

平成21年4月1日 ～ 平成29年4月27日 平成22年2月26日 廃止 平成29年4月27日 平成30年2月28日

広島県 専門学校文化服装学院広島校
家政専門課程　ファッション流通専攻トータル
ファッション科

平成21年4月1日 ～ 平成29年4月27日 平成22年2月26日 廃止 平成29年4月27日 平成30年2月28日

広島県 専門学校マインドビューティーカレッジ 衛生専門課程　美容師科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

広島県 専門学校マリン・リゾートアカデミー 文化・教養専門課程　マリン・ビジネス学科 平成9年11月17日 ～ 平成17年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

広島県 総合フラワーデザイン専門学校
文化・教養専門課程　トータルセラピスト養成
科

平成16年2月17日 ～ 平成29年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

広島県 総合フラワーデザイン専門学校 文化・教養専門課程　ブライダル科 平成16年2月17日 ～ 平成19年10月2日 平成16年2月17日
名称変

更
総合フラワーデザイン専門学校

文化・教養専門課程　ホテル・ブライダ
ル科

平成19年10月3日 平成21年2月27日

広島県 総合フラワーデザイン専門学校 文化・教養専門課程　フラワーデザイン科 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
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

広島県 総合フラワーデザイン専門学校 文化・教養専門課程　フラワービジネス科 平成16年2月17日 ～ 平成29年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

広島県 総合フラワーデザイン専門学校 文化・教養専門課程　ホテル・ブライダル科 平成19年10月3日 ～ 平成29年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

広島県 タイケン国際文化専門学校 文化・教養専門課程　保育文化科 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

広島県 竹原高等洋裁専門学校 服飾・家政専門課程　洋裁学科 平成7年11月30日 ～ 平成16年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

広島県 中国電子計算機専門学校 工業専門課程　情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
広島情報専門学校 工業専門課程　システムデザイン科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

広島県 中国電子計算機専門学校 工業専門課程　情報システム研究科 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
広島情報専門学校 工業専門課程　経営情報科 平成12年4月1日 平成14年2月27日

広島県 中国電子計算機専門学校 工業専門課程　情報システム専門科 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
広島情報専門学校 工業専門課程　情報システム専門科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

広島県 東京工業専門学校広島校 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
広島デジタル専門学校 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

広島県 東京工業専門学校広島校 工業専門課程　建築学科 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
広島デジタル専門学校 工業専門課程　建築学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

広島県 東京工業専門学校広島校 工業専門課程　自動車工学科 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
広島デジタル専門学校 工業専門課程　自動車工学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

広島県 東京工業専門学校広島校 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
広島デジタル専門学校 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

広島県 東京工業専門学校広島校 工業専門課程　生命工学技術科 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
広島デジタル専門学校 工業専門課程　バイオ工学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

広島県 東京工業専門学校広島校 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
広島デジタル専門学校 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

広島県 東京工業専門学校広島校 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
広島デジタル専門学校 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

広島県 東京工業専門学校広島校 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
広島デジタル専門学校 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

広島県 東京工業専門学校広島校 商業実務専門課程　経営マネジメント科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

広島県 東京工業専門学校広島校 商業実務専門課程　国際ホテル・観光学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

広島県 東京工業専門学校広島校 商業実務専門課程　情報経理学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

広島県 東京工業専門学校広島校 商業実務専門課程　総合ビジネス科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

広島県 東京工業専門学校広島校 商業実務専門課程　ビジネス情報処理科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

広島県 東京調理師専門学校福山校 衛生専門課程　調理高度技術経営科 平成9年11月17日 ～ 平成18年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
穴吹調理師専門学校 衛生専門課程　調理高度技術経営科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

広島県
独立行政法人国立病院機構呉医療セン
ター附属呉看護学校

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

広島県
独立行政法人国立病院機構呉医療セン
ター附属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16年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

広島県
独立行政法人国立病院機構呉医療セン
ター附属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16年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

広島県
独立行政法人国立病院機構東広島医療セ
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23年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

広島県
独立行政法人国立病院機構福山医療セン
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23年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

広島県
トリニティカレッジ広島医療福祉専門学
校

医療専門課程　臨床工学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

広島県
トリニティカレッジ広島医療福祉専門学
校

教育・社会福祉専門課程　医療秘書福祉学科 平成20年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成21年2月27日 廃止 令和3年3月31日 令和5年1月27日

広島県
トリニティカレッジ広島医療福祉専門学
校

教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日
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名称変更後

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

変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

広島県
トリニティカレッジ広島医療福祉専門学
校

教育・社会福祉専門課程　こども保育学科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

広島県
トリニティカレッジ広島医療福祉専門学
校

教育・社会福祉専門課程　保育社会福祉学科 平成20年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
トリニティカレッジ広島医療福祉専門
学校

教育・社会福祉専門課程　こども保育学
科

令和4年4月1日 令和5年1月27日

広島県 日本ウェルネススポーツ専門学校広島校 文化・教養専門課程　アスリート科 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27年2月19日

広島県 日本ウェルネススポーツ専門学校広島校 文化・教養専門課程　ウェルネスＩＴ科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

広島県 日本ウェルネススポーツ専門学校広島校 文化・教養専門課程　トレーナー科 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

広島県 日本海洋技術専門学校 工業専門課程　海洋技術学科 平成17年4月1日 ～ 平成28年12月26日 平成17年12月26日 廃止 平成28年12月26日 平成30年2月28日

広島県 日本海洋技術専門学校
工業専門課程　海洋デュアルシステム学科２年
制海洋技術専攻

平成20年4月1日 ～ 平成28年12月26日 平成21年2月27日 廃止 平成28年12月26日 平成30年2月28日

広島県 日本海洋技術専門学校
工業専門課程　海洋デュアルシステム学科２年
制ダイビング専攻

平成20年4月1日 ～ 平成28年12月26日 平成21年2月27日 廃止 平成28年12月26日 平成30年2月28日

広島県 日本海洋技術専門学校
工業専門課程　海洋デュアルシステム学科２年
制特別専攻

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
日本海洋技術専門学校

工業専門課程　海洋デュアルシステム学
科２年制海洋技術専攻
工業専門課程 海洋デュアルシステム学

平成20年4月1日 平成21年2月27日

広島県 日本海洋技術専門学校 工業専門課程　船員学科（２年制航海士専攻） 平成22年11月29日 ～ 平成28年12月26日 平成22年11月29日 廃止 平成28年12月26日 平成30年2月28日

広島県 日本海洋技術専門学校
工業専門課程　専門海洋技術学科（２年制特別
専攻）

平成14年2月27日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
日本海洋技術専門学校

工業専門課程　海洋デュアルシステム学
科２年制特別専攻

平成17年4月1日 平成17年12月26日

広島県 日本海洋技術専門学校 工業専門課程　総合海洋技術学科 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
日本海洋技術専門学校 工業専門課程　海洋技術学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

広島県 日本海洋技術専門学校 工業専門課程　総合舟艇技術学科 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
日本海洋技術専門学校 工業専門課程　ダイビング学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

広島県 日本海洋技術専門学校 工業専門課程　ダイビング学科 平成17年4月1日 ～ 平成28年12月26日 平成17年12月26日 廃止 平成28年12月26日 平成30年2月28日

広島県 ひかり服装専門学校 家政専門課程　ファッションビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

広島県 ヒューマンウェルフェア広島専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

広島県 ヒューマンウェルフェア広島専門学校 教育・社会福祉専門課程　第二介護福祉学科 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

広島県 ヒューマンウェルフェア広島専門学校 工業専門課程　ＩＴシステム学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

広島県 広島Ｌａｗ＆Ｂｕｓｉｎｅｓｓ専門学校 工業専門課程　総合デザイン科 平成19年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

広島県 広島Ｌａｗ＆Ｂｕｓｉｎｅｓｓ専門学校 商業実務専門課程　カフェビジネス科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

広島県 広島Ｌａｗ＆Ｂｕｓｉｎｅｓｓ専門学校 商業実務専門課程　経営ビジネス科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

広島県 広島Ｌａｗ＆Ｂｕｓｉｎｅｓｓ専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス科（２年制） 平成19年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

広島県 広島Ｌａｗ＆Ｂｕｓｉｎｅｓｓ専門学校 商業実務専門課程　法務ビジネス科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

広島県 広島Ｌａｗ＆Ｂｕｓｉｎｅｓｓ専門学校 文化・教養専門課程　公務員受験科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

広島県 広島ＹＭＣＡ健康福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　３年制介護福祉科 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

広島県 広島ＹＭＣＡ健康福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉士科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

広島県 広島ＹＭＣＡ健康福祉専門学校
教育・社会福祉専門課程　福祉レクリエーショ
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

広島県 広島ＹＭＣＡ健康福祉専門学校 文化・教養専門課程　社会体育科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 工業専門課程　建築設計科 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
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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

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 工業専門課程　設計製図科 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
広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 工業専門課程　建築設計科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療事務科 平成17年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
広島ＹＭＣＡ専門学校 商業実務専門課程　医療事務科 平成22年4月1日 平成23年12月22日

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　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
名称変

更
広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療事務科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　オフィスオペレータ科 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

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経営情報科 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

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　公務員受験科２年課程 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

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　公務員受験科中級専攻 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校

商業実務専門課程　公務員受験科２年課
程

平成12年4月1日 平成13年3月8日

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　国際観光科 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
広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　国際トラベル科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　国際トラベル科 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

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校
商業実務専門課程　国際ビジネス・海外留学科
ＩＣＴ経理実務コース

平成20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
広島ＹＭＣＡ専門学校

商業実務専門課程　国際ビジネス・海外
留学科ＩＣＴ経理実務コース

平成22年4月1日 平成23年12月22日

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校
商業実務専門課程　国際ビジネス・海外留学科
国際企業人育成コース

平成20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
広島ＹＭＣＡ専門学校

商業実務専門課程　国際ビジネス・海外
留学科国際企業人育成コース

平成22年4月1日 平成23年12月22日

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校
商業実務専門課程　国際ビジネス・海外留学科
国際企業人留学育成コース

平成20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
広島ＹＭＣＡ専門学校

商業実務専門課程　国際ビジネス・海外
留学科国際企業人留学育成コース

平成22年4月1日 平成23年12月22日

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　国際貿易科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　国際ホテル科 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
広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ホテル科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　システムエンジニア科 平成7年11月30日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報経理科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報ビジネス科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 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

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 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
広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校

商業実務専門課程　国際ビジネス・海外
留学科ＩＣＴ経理実務コース
商業実務専門課程 国際ビジネス・海外

平成20年4月1日 平成21年2月27日

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 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

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報秘書科 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報ビジネス科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　中級公務員受験科 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
広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校

商業実務専門課程　公務員受験科中級専
攻

平成11年4月1日 平成12年2月8日

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ビジネスキャリア科 平成14年2月27日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

広島県 広島ＹＭＣＡ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

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ホテル科 平成17年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
広島ＹＭＣＡ専門学校 商業実務専門課程　ホスピタリティ科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 文化・教養専門課程　英米語学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 文化・教養専門課程　英米語学科（２年課程） 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

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 文化・教養専門課程　英米語学科（３年課程） 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

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 文化・教養専門課程　国際ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 文化・教養専門課程　コンピュータデザイン科 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
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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

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校
文化・教養専門課程　デザインビジネス科（２
年課程）

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
広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校

文化・教養専門課程　コンピュータデザ
イン科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 文化・教養専門課程　日本語学科 平成7年11月30日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校

文化・教養専門課程　日本語学科（２年
課程）

平成8年4月1日 平成8年12月4日

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 文化・教養専門課程　日本語学科（２年課程） 平成8年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校

文化・教養専門課程　留学生科日本語
コース（２年課程）

平成20年4月1日 平成21年2月27日

広島県 広島ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校
文化・教養専門課程　留学生科日本語コース
（２年課程）

平成20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
広島ＹＭＣＡ専門学校

文化・教養専門課程　言語コミュニケー
ション科日本語コース（２年課程）

平成22年4月1日 平成22年11月29日

広島県 広島ＹＭＣＡ専門学校 商業実務専門課程　医療事務科 平成22年4月1日 ～ 平成23年12月22日

広島県 広島ＹＭＣＡ専門学校
商業実務専門課程　国際ビジネス・海外留学科
ＩＣＴ経理実務コース

平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

広島県 広島ＹＭＣＡ専門学校
商業実務専門課程　国際ビジネス・海外留学科
国際企業人育成コース

平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

広島県 広島ＹＭＣＡ専門学校
商業実務専門課程　国際ビジネス・海外留学科
国際企業人留学育成コース

平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

広島県 広島ＹＭＣＡ専門学校 商業実務専門課程　ホスピタリティ科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

広島県 広島ＹＭＣＡ専門学校
文化・教養専門課程　言語コミュニケーション
科日本語コース（２年課程）

平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

広島県 広島ＹＭＣＡ専門学校 文化・教養専門課程　社会体育科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

広島県 広島アニマルケア専門学校 文化・教養専門課程　動物看護学科（２年制） 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

広島県 広島アニマルケア専門学校 文化・教養専門課程　動物看護学科（３年制） 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

広島県 広島アニマルケア専門学校 文化・教養専門課程　動物管理学科 平成17年3月3日 ～ 平成21年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
広島アニマルケア専門学校

文化・教養専門課程　動物管理学科（２
年制）

平成21年4月1日 平成23年12月22日

広島県 広島アニマルケア専門学校 文化・教養専門課程　動物管理学科（２年制） 平成21年4月1日 ～ 平成23年12月22日

広島県 広島アニマルケア専門学校 文化・教養専門課程　動物管理学科（３年制） 平成23年12月22日 ～ 平成28年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
広島アニマルケア専門学校

文化・教養専門課程　動物看護学科（３
年制）

平成28年4月1日 平成29年2月28日

広島県 広島医学技術専門学校 医療専門課程　臨床検査科 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

広島県 広島医療体育学院専門学校 医療専門課程　柔道整復学科 平成15年2月19日 ～ 平成24年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

広島県 広島医療体育学院専門学校 文化・教養専門課程　健康学科 平成13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
広島医療体育学院専門学校

文化・教養専門課程　スポーツ健康学科
（３年制）

平成18年4月1日 平成20年2月26日

広島県 広島医療体育学院専門学校
文化・教養専門課程　自然健康学科（２年課
程）

平成13年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

広島県 広島医療体育学院専門学校
文化・教養専門課程　自然健康学科（３年課
程）

平成13年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
広島医療体育学院専門学校 文化・教養専門課程　健康学科 平成13年4月1日 平成17年12月26日

広島県 広島医療体育学院専門学校
文化・教養専門課程　スポーツ健康学科（２年
制）

平成18年4月1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

広島県 広島医療体育学院専門学校
文化・教養専門課程　スポーツ健康学科（３年
制）

平成18年4月1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

広島県 広島医療体育学院専門学校 文化・教養専門課程　体育学科 平成13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
広島医療体育学院専門学校

文化・教養専門課程　スポーツ健康学科
（２年制）

平成18年4月1日 平成20年2月26日

広島県 広島医療体育学院専門学校
文化・教養専門課程　人間行動学科（２年課
程）

平成13年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
広島医療体育学院専門学校 文化・教養専門課程　体育学科 平成13年4月1日 平成17年12月26日

広島県 広島医療体育学院専門学校
文化・教養専門課程　人間行動学科（３年課
程）

平成13年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

広島県 広島医療秘書こども専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども総合学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

広島県 広島医療秘書こども専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

広島県 広島医療秘書こども専門学校 商業実務専門課程　医療秘書科 平成22年11月29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

広島県 広島医療保健専門学校 医療専門課程　作業療法学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年12月8日 平成16年2月17日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

広島県 広島医療保健専門学校 医療専門課程　理学療法学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年12月8日 平成16年2月17日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

広島県 広島医療保健専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育介護福祉学科 平成19年2月1日 ～ 平成29年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成29年3月31日 平成31年1月25日

広島県 広島ウェルネススポーツ専門学校 文化・教養専門課程　アスリート科 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
日本ウェルネススポーツ専門学校広島
校

文化・教養専門課程　アスリート科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

広島県 広島ウェルネススポーツ専門学校 文化・教養専門課程　トレーナー科 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
日本ウェルネススポーツ専門学校広島
校

文化・教養専門課程　トレーナー科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

広島県 広島会計学院専門学校 商業実務専門課程　会計学科 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
広島会計学院ビジネス専門学校 商業実務専門課程　会計学科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

広島県 広島会計学院専門学校 商業実務専門課程　会計学科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
広島会計学院電子専門学校 商業実務専門課程　会計学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

広島県 広島会計学院専門学校 商業実務専門課程　会計管理科 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
広島会計学院ビジネス専門学校 商業実務専門課程　会計管理科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

広島県 広島会計学院専門学校 商業実務専門課程　会計管理科 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
広島会計学院電子専門学校 商業実務専門課程　会計管理科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

広島県 広島会計学院専門学校 商業実務専門課程　情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

広島県 広島会計学院専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス科 平成28年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成29年2月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

広島県 広島会計学院専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス科 平成13年3月1日 ～ 平成21年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
広島会計学院電子専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

広島県 広島会計学院専門学校 商業実務専門課程　ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

広島県 広島会計学院電子専門学校 商業実務専門課程　会計学科 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
広島会計学院専門学校 商業実務専門課程　会計学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

広島県 広島会計学院電子専門学校 商業実務専門課程　会計管理科 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
広島会計学院専門学校 商業実務専門課程　会計管理科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

広島県 広島会計学院電子専門学校 商業実務専門課程　情報システム科 平成22年2月26日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

広島県 広島会計学院電子専門学校 商業実務専門課程　情報処理科 平成22年2月26日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

広島県 広島会計学院電子専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス科 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
広島会計学院専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

広島県 広島会計学院ビジネス専門学校 衛生専門課程　製菓衛生学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

広島県 広島会計学院ビジネス専門学校 商業実務専門課程　会計学科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

広島県 広島会計学院ビジネス専門学校 商業実務専門課程　会計管理科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

広島県 広島会計学院ビジネス専門学校 商業実務専門課程　キャリアビジネス科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

広島県 広島外語専門学校 商業実務専門課程　観光学科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
広島外語専門学校 商業実務専門課程　国際ビジネス学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

広島県 広島外語専門学校 商業実務専門課程　国際観光学科 平成22年4月1日 ～ 平成23年12月22日

広島県 広島外語専門学校 商業実務専門課程　国際観光学科 平成12年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
広島外語専門学校 商業実務専門課程　国際キャリア学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

広島県 広島外語専門学校 商業実務専門課程　国際キャリア学科 平成15年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
広島外語専門学校 商業実務専門課程　国際観光学科 平成22年4月1日 平成23年12月22日

広島県 広島外語専門学校 商業実務専門課程　国際ビジネス学科 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
広島外語専門学校 商業実務専門課程　国際観光学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

広島県 広島外語専門学校 文化・教養専門課程　海外留学科 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

広島県 広島外語専門学校 文化・教養専門課程　国際学科 平成9年11月17日 ～ 平成22年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
広島外語専門学校 文化・教養専門課程　総合英語学科 平成22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
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変更、廃止、不適合
告示年月日

広島県 広島外語専門学校 文化・教養専門課程　国際教養学科 平成12年2月8日 ～ 平成30年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

広島県 広島外語専門学校 文化・教養専門課程　総合英語科 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

広島県 広島外語専門学校 文化・教養専門課程　総合英語学科 平成22年4月1日 ～ 平成23年12月22日

広島県 広島外語専門学校 文化・教養専門課程　大学編入学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

広島県 広島外語専門学校 文化・教養専門課程　米国留学科 平成21年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
広島外語専門学校 文化・教養専門課程　大学編入学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

広島県 広島外語専門学校 文化・教養専門課程　米国留学科（２年課程） 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
広島外語専門学校 文化・教養専門課程　米国留学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

広島県 広島加計保健福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成9年11月17日 ～ 平成16年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

広島県 広島経営学院専門学校 工業専門課程　総合デザイン科 平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
広島Ｌａｗ＆Ｂｕｓｉｎｅｓｓ専門学
校

工業専門課程　総合デザイン科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

広島県 広島経営学院専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス科 平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
広島Ｌａｗ＆Ｂｕｓｉｎｅｓｓ専門学
校

商業実務専門課程　総合ビジネス科（２
年制）

平成19年4月1日 平成20年2月26日

広島県 広島経営学院専門学校 商業実務専門課程　ビジネスシニア科 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

広島県 広島経営学院専門学校 商業実務専門課程　ビジネスマスター科 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

広島県 広島経営学院専門学校 商業実務専門課程　ビジネスマスター科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

広島県 広島経営学院専門学校 文化・教養専門課程　公務員受験科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
広島Ｌａｗ＆Ｂｕｓｉｎｅｓｓ専門学
校

文化・教養専門課程　公務員受験科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

広島県 広島経営情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経営情報科 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

広島県 広島経営情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経営情報科（２年課程） 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

広島県 広島経営情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経営ビジネス科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

広島県 広島経営情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス科 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

広島県 広島経営情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　マルチメディア科 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

広島県 広島経営情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程　マルチメディア科（２年課
程）

平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

広島県 広島芸術専門学校 文化・教養専門課程　デザイン科 平成19年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

広島県 広島芸術専門学校 文化・教養専門課程　デザイン学科 平成12年2月8日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
広島芸術専門学校 文化・教養専門課程　デザイン科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

広島県 広島芸術専門学校 文化・教養専門課程　美術学科 平成8年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
広島芸術専門学校 文化・教養専門課程　美術工芸科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

広島県 広島芸術専門学校 文化・教養専門課程　美術工芸科 平成19年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

広島県 広島県厚生連尾道看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

広島県 広島県厚生連尾道看護専門学校 医療専門課程　第二看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

広島県 広島健康福祉技術専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉士科 平成8年12月4日 ～ 平成19年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
専門学校福祉リソースカレッジ広島 教育・社会福祉専門課程　介護福祉士科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

広島県 広島県東部美容専門学校 衛生専門課程　美容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

広島県 広島県立農業技術大学校 園芸課程　花きコース 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
広島県立農業技術大学校 園芸課程　野菜・花きコース 平成24年4月1日 平成25年1月29日

広島県 広島県立農業技術大学校 園芸課程　果樹コース 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
広島県立農業技術大学校 園芸課程　落葉果樹コース 平成25年4月1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

広島県 広島県立農業技術大学校 園芸課程　野菜・花きコース 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

広島県 広島県立農業技術大学校 園芸課程　野菜コース 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
広島県立農業技術大学校 園芸課程　野菜・花きコース 平成24年4月1日 平成25年1月29日

広島県 広島県立農業技術大学校 園芸課程　落葉果樹コース 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

広島県 広島県立農業技術大学校 畜産課程　肉用牛・酪農コース 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
広島県立農業技術大学校 畜産課程　肉用牛コース 平成24年4月1日 平成25年1月29日

広島県 広島県立農業技術大学校 畜産課程　肉用牛コース 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

広島県 広島県立広島看護専門学校 専門課程　看護学科 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

広島県 広島県立三次看護専門学校 専門課程　第一看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

広島県 広島県立三次看護専門学校 専門課程　第二看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

広島県 広島県理容美容専門学校 衛生専門課程　美容科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

広島県 広島県理容美容専門学校 衛生専門課程　理容科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

広島県 広島工学院専門学校 工業専門課程　オートボディー科 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
専門学校広島工学院大学校 工業専門課程　オートボディー科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

広島県 広島工学院専門学校 工業専門課程　機械情報工学科 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

広島県 広島工学院専門学校 工業専門課程　建築工学科 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

広島県 広島工学院専門学校 工業専門課程　建築工学科（昼間部） 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
専門学校広島工学院大学校 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

広島県 広島工学院専門学校 工業専門課程　自動車工学科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
広島工学院専門学校 工業専門課程　自動車整備工学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

広島県 広島工学院専門学校 工業専門課程　自動車整備工学科 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
専門学校広島工学院大学校 工業専門課程　自動車整備工学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

広島県 広島工学院専門学校 工業専門課程　自動車整備工学科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
広島自動車整備専門学校 工業専門課程　自動車整備工学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

広島県 広島工学院専門学校 工業専門課程　情報応用学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校広島工学院大学校 工業専門課程　情報応用学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

広島県 広島工学院専門学校 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

広島県 広島工学院専門学校 工業専門課程　デジタル通信工学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
広島工学院専門学校 工業専門課程　電気・デジタル通信学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

広島県 広島工学院専門学校 工業専門課程　電気・デジタル通信学科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校広島工学院大学校 工業専門課程　電気・デジタル通信学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

広島県 広島工学院専門学校 工業専門課程　電気・電子工学科 平成7年1月23日 ～ 平成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

広島県 広島工学院専門学校 工業専門課程　電気・電子工学科（昼間部） 平成11年4月1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

広島県 広島工学院専門学校 工業専門課程　電気・電子工学科（昼夜部） 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

広島県 広島工学院専門学校 工業専門課程　土木測量工学科 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
専門学校広島工学院大学校 工業専門課程　土木測量工学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

広島県 広島工学院専門学校西風新都校 工業専門課程　建築工学科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
広島工学院専門学校 工業専門課程　建築工学科（昼間部） 平成11年4月1日 平成12年2月8日

広島県 広島工学院専門学校西風新都校 工業専門課程　建築デザイン科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
広島工学院専門学校 工業専門課程　建築工学科（昼間部） 平成11年4月1日 平成12年2月8日

広島県 広島工学院専門学校西風新都校 工業専門課程　自動車整備工学科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
広島工学院専門学校 工業専門課程　自動車整備工学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

広島県 広島工学院専門学校西風新都校 工業専門課程　電気・電子工学科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
広島工学院専門学校

工業専門課程　電気・電子工学科（昼間
部）

平成11年4月1日 平成12年2月8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

広島県 広島工学院専門学校西風新都校 工業専門課程　土木測量工学科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
広島工学院専門学校 工業専門課程　土木測量工学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

広島県 広島工業大学専門学校 工業専門課程　ＣＧクリエイティブ学科 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
広島工業大学専門学校 工業専門課程　メディアデザイン学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

広島県 広島工業大学専門学校 工業専門課程　ＩＴスペシャリスト学科 平成20年4月1日 ～ 平成22年2月26日

広島県 広島工業大学専門学校 工業専門課程　応用情報学科 平成13年3月1日 ～ 平成19年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

広島県 広島工業大学専門学校 工業専門課程　オンライン学科 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

広島県 広島工業大学専門学校 工業専門課程　機械工学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

広島県 広島工業大学専門学校 工業専門課程　建築学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

広島県 広島工業大学専門学校 工業専門課程　建築グラフィック学科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
広島工業大学専門学校 工業専門課程　建築学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

広島県 広島工業大学専門学校 工業専門課程　情報学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

広島県 広島工業大学専門学校 工業専門課程　情報システム学科 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
広島工業大学専門学校 工業専門課程　情報学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

広島県 広島工業大学専門学校 工業専門課程　情報システム工学科 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
広島工業大学専門学校 工業専門課程　ＩＴスペシャリスト学科 平成20年4月1日 平成22年2月26日

広島県 広島工業大学専門学校 工業専門課程　情報処理学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

広島県 広島工業大学専門学校 工業専門課程　測量情報工学科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

広島県 広島工業大学専門学校 工業専門課程　測量土木工学科 平成13年3月1日 ～ 平成20年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
広島工業大学専門学校

工業専門課程　まちづくり環境デザイン
学科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

広島県 広島工業大学専門学校 工業専門課程　電気工学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

広島県 広島工業大学専門学校 工業専門課程　土木工学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

広島県 広島工業大学専門学校 工業専門課程　まちづくり環境デザイン学科 平成20年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
広島工業大学専門学校 工業専門課程　土木工学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

広島県 広島工業大学専門学校 工業専門課程　マルチメディア学科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

広島県 広島工業大学専門学校 工業専門課程　メカトロニクス学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

広島県 広島工業大学専門学校 工業専門課程　メディアデザイン学科 平成21年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

広島県 広島工業大学専門学校 商業実務専門課程　国際情報ビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

広島県 広島工業大学専門学校 商業実務専門課程　コンピュータビジネス学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

広島県 広島工業大学専門学校 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

広島県 広島工業大学専門学校 商業実務専門課程　ビジネス学科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
広島工業大学専門学校 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

広島県 広島工業大学専門学校 文化・教養専門課程　映像学科 平成21年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

広島県 広島工業大学専門学校 文化・教養専門課程　映像メディア学科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
広島工業大学専門学校 文化・教養専門課程　映像学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

広島県 広島工業大学専門学校 文化・教養専門課程　音響・映像メディア学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

広島県 広島工業大学専門学校 文化・教養専門課程　音響学科 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
広島工業大学専門学校

文化・教養専門課程　音響・映像メディ
ア学科

平成25年4月1日 平成26年1月28日

広島県 広島工業大学専門学校 文化・教養専門課程　音響芸術学科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
広島工業大学専門学校 文化・教養専門課程　音響学科 平成21年4月1日 平成22年2月26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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告示年月日

広島県 広島高等歯科衛生士専門学校 医療専門課程　歯科衛生士科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

広島県 広島公務員専門学校 文化・教養専門課程　公務員科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

広島県 広島国際医療福祉専門学校 医療専門課程　作業療法学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

広島県 広島国際医療福祉専門学校 医療専門課程　理学療法学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

広島県 広島国際医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　人間総合福祉学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

広島県 広島国際学院専門学校 工業専門課程　自動車整備学科 令和3年2月24日 ～ 令和4年3月31日 令和3年2月24日
名称変

更
専門学校広島国際学院自動車整備大学
校

工業専門課程　自動車整備学科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

広島県 広島コンピュータ専門学校 工業専門課程　情報管理科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

広島県 広島コンピュータ専門学校 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

広島県 広島コンピュータ専門学校 工業専門課程　電子情報科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

広島県 広島コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　コンピュータ・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

広島県 広島コンピュータ専門学校
文化・教養専門課程　ビジュアルクリエーター
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

広島県 広島コンピュータ専門学校 文化・教養専門課程　ビジュアルデザイン科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

広島県 広島コンピュータ専門学校
文化・教養専門課程　ビジュアルデザイン科
（３年課程）

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

広島県 広島市医師会看護専門学校 医療専門課程　看護科 平成7年1月23日 ～ 令和2年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
広島市医師会看護専門学校

医療専門課程　看護科（２年課程夜間
コース）

令和2年4月1日 令和3年2月24日

広島県 広島市医師会看護専門学校 医療専門課程　看護科（２年課程全日コース） 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

広島県 広島市医師会看護専門学校 医療専門課程　看護科（２年課程夜間コース） 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

広島県 広島歯科衛生士専門学校 医療専門課程　歯科衛生士科 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
広島高等歯科衛生士専門学校 医療専門課程　歯科衛生士科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

広島県 広島歯科技術専門学校 医療専門課程　歯科技工科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

広島県 広島自動車整備専門学校 工業専門課程　自動車整備工学科 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
専門学校広島自動車大学校 工業専門課程　自動車整備工学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

広島県 広島児童文化専門学校 文化・教養専門課程　児童文化科Ａコース 平成13年3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

広島県 広島児童文化専門学校 文化・教養専門課程　児童文化科Ｂコース 平成13年3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

広島県 広島社会文化専門学校 文化・教養専門課程　児童文化科 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
専門学校タイケン国際文化アカデミー 文化・教養専門課程　児童文化科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

広島県 広島聖光学園 医療専門課程　専修科 平成14年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

広島県 広島情報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4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

広島県 広島情報ＩＴクリエイター専門学校 工業専門課程　情報ＩＴ学科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

広島県 広島情報専門学校 工業専門課程　医療情報学科 平成22年11月29日 ～ 平成27年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

広島県 広島情報専門学校 工業専門課程　経営情報科 平成12年4月1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

広島県 広島情報専門学校 工業専門課程　システムデザイン科 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
広島情報専門学校 工業専門課程　情報マルチメディア科 平成14年4月1日 平成17年3月9日

広島県 広島情報専門学校 工業専門課程　システムビジネス科 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
広島情報専門学校 工業専門課程　情報ビジネス科 平成14年4月1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

広島県 広島情報専門学校 工業専門課程　情報システム科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

広島県 広島情報専門学校 工業専門課程　情報システム専門科 平成16年4月1日 ～ 平成19年2月22日

広島県 広島情報専門学校 工業専門課程　情報システム専門科 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
広島情報専門学校

工業専門課程　情報マルチメディア専門
科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

広島県 広島情報専門学校 工業専門課程　情報ビジネス科 平成14年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成17年3月9日 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

広島県 広島情報専門学校 工業専門課程　情報マルチメディア科 平成14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
広島情報専門学校 工業専門課程　情報システム科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

広島県 広島情報専門学校 工業専門課程　情報マルチメディア専門科 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
広島情報専門学校 工業専門課程　情報システム専門科 平成16年4月1日 平成19年2月22日

広島県 広島情報専門学校 工業専門課程　マルチメディア科 平成17年12月26日 ～ 平成26年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

広島県 広島情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　商業デザイン科 平成14年2月27日 ～ 平成18年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

広島県 広島情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス科 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
広島情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程　総合ビジネス科（２
年制）

平成8年4月1日 平成8年12月4日

広島県 広島情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス科（２年制） 平成8年4月1日 ～ 平成8年12月4日

広島県 広島情報ビジネス専門学校
文化・教養専門課程　ビジネス教養科（２年
制）

平成17年12月26日 ～ 平成28年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

広島県 広島市立看護専門学校 専門課程　第一看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

広島県 広島市立看護専門学校 専門課程　第二看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

広島県 広島酔心調理師専門学校 衛生専門課程　製菓衛生師科 平成20年2月26日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
広島酔心調理製菓専門学校 衛生専門課程　製菓衛生師科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

広島県 広島酔心調理師専門学校 衛生専門課程　調理師科 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
広島酔心調理製菓専門学校 衛生専門課程　調理師科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

広島県 広島酔心調理製菓専門学校 衛生専門課程　製菓衛生師科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

広島県 広島酔心調理製菓専門学校 衛生専門課程　調理師科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

広島県 広島製菓専門学校 衛生専門課程　製パン科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

広島県 広島製菓専門学校 衛生専門課程　洋菓子科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

広島県 広島生活福祉専門学校 家政専門課程　生活科学科 平成10年12月21日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
広島生活福祉専門学校 服飾・家政専門課程　生活科学科 平成11年4月1日 平成19年2月22日

広島県 広島生活福祉専門学校 服飾・家政専門課程　生活科学科 平成11年4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

広島県 広島赤十字看護専門学校 医療専門課程　看護科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
広島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

広島県 広島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

広島県 広島大学歯学部附属歯科衛生士学校 歯科衛生専門課程　歯科衛生学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

広島県 広島大学歯学部附属歯科技工士学校 歯科技工専門課程　歯科技工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

広島県 広島デジタル・アート専門学校
商業実務専門課程　インテリアデザインビジネ
ス科

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

広島県 広島デジタル・アート専門学校 商業実務専門課程　国際ホテル・観光学科 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

広島県 広島デジタル・アート専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス科 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

広島県 広島デジタル・アート専門学校 商業実務専門課程　デジタル映像ビジネス科 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
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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
告示年月日

広島県 広島デジタル・アート専門学校 商業実務専門課程　デジタル音響ビジネス科 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

広島県 広島デジタル専門学校 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

広島県 広島デジタル専門学校 工業専門課程　ゲーム学科 平成15年2月19日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

広島県 広島デジタル専門学校 工業専門課程　建築学科 平成12年4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

広島県 広島デジタル専門学校 工業専門課程　コンピュータグラフィック学科 平成15年2月19日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

広島県 広島デジタル専門学校 工業専門課程　コンピュータネットワーク学科 平成15年2月19日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

広島県 広島デジタル専門学校 工業専門課程　自動車工学科 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

広島県 広島デジタル専門学校 工業専門課程　情報処理学科 平成15年2月19日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

広島県 広島デジタル専門学校 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

広島県 広島デジタル専門学校 工業専門課程　デジタルエンジニア学科 平成15年2月19日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

広島県 広島デジタル専門学校 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

広島県 広島デジタル専門学校 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

広島県 広島デジタル専門学校 工業専門課程　ネット技術者養成学科 平成15年2月19日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

広島県 広島デジタル専門学校 工業専門課程　バイオ工学科 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

広島県 広島デジタル専門学校 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

広島県 広島電子専門学校 工業専門課程　オンライン情報科 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

広島県 広島電子専門学校 工業専門課程　クリエイティブ科 平成12年2月8日 ～ 平成29年12月19日 平成12年2月8日 廃止 平成29年12月19日 平成31年1月25日

広島県 広島電子専門学校 工業専門課程　建築工学科 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

広島県 広島電子専門学校 工業専門課程　システム科 平成13年3月1日 ～ 平成29年12月19日 平成13年3月8日 廃止 平成29年12月19日 平成31年1月25日

広島県 広島電子専門学校 工業専門課程　情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

広島県 広島電子専門学校 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

広島県 広島電子専門学校 工業専門課程　ソフト情報科 平成12年2月8日 ～ 平成29年12月19日 平成12年2月8日 廃止 平成29年12月19日 平成31年1月25日

広島県 広島電子専門学校 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

広島県 広島デンタルアカデミー専門学校 医療専門課程　歯科衛生士科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

広島県 広島ビジネス専門学校 衛生専門課程　製菓衛生学科 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
広島会計学院ビジネス専門学校 衛生専門課程　製菓衛生学科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

広島県 広島ビジネス専門学校 衛生専門課程　トータルフード学科 平成15年2月19日 ～ 平成19年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

広島県 広島ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成15年2月19日 ～ 平成19年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

広島県 広島ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉学科 平成10年12月21日 ～ 平成19年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

広島県 広島ビジネス専門学校 商業実務専門課程　キャリアビジネス科 平成7年1月23日 ～ 令和3年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
広島会計学院ビジネス専門学校 商業実務専門課程　キャリアビジネス科 令和3年4月1日 令和4年3月4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

広島県 広島ビジネス専門学校 文化・教養専門課程　キャリア教養科 平成10年12月21日 ～ 平成28年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

広島県 広島ビューティーアート専門学校 衛生専門課程　トータルビューティー科 平成22年11月29日 ～ 平成31年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
広島ビューティーアンドブライダル専
門学校

衛生専門課程　トータルビューティー科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

広島県
広島ビューティーアンドブライダル専門
学校

衛生専門課程　トータルビューティー科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

広島県
広島ビューティーアンドブライダル専門
学校

衛生専門課程　美容科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

広島県
広島ビューティーアンドブライダル専門
学校

衛生専門課程　ブライダルプロデュース科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

広島県 広島美容専門学校 衛生専門課程　トータルビューティ科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

広島県 広島美容専門学校 衛生専門課程　美容科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

広島県 広島ファッション専門学校 家政専門課程　きもの学科 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

広島県 広島ファッション専門学校 家政専門課程　ニット学科 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

広島県 広島ファッション専門学校 家政専門課程　ファッションクリエイター学科 平成9年11月17日 ～ 平成22年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

広島県 広島ファッション専門学校 家政専門課程　ファッション総合学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

広島県 広島ファッション専門学校 家政専門課程　ファッションビジネス学科 平成9年11月17日 ～ 平成22年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

広島県 広島ファッション専門学校 家政専門課程　洋裁学科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

広島県 広島福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

広島県 広島福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護保育科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

広島県 広島福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉科 平成15年2月19日 ～ 平成17年12月8日 平成15年2月19日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

広島県 広島福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育福祉科 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

広島県 広島服飾専門学校 服飾・家政専門課程　服飾本科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

広島県 広島リゾートアンドスポーツ専門学校 文化教養専門課程　健康スポーツ科 平成22年11月29日 ～ 令和3年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
広島リゾートアンドスポーツ専門学校

文化教養専門課程　スポーツインストラ
クター科

令和3年4月1日 令和4年3月4日

広島県 広島リゾートアンドスポーツ専門学校
文化教養専門課程　スポーツインストラクター
科

令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

広島県 広島リゾートアンドスポーツ専門学校 文化教養専門課程　スポーツトレーナー科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

広島県 広島和裁女子専門学校 家政専門課程　和裁テクニカル科 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

広島県 福山ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 工業専門課程　建築科 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
福山ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 工業専門課程　建築デザイン科 平成13年4月1日 平成16年2月17日

広島県 福山ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 工業専門課程　建築デザイン科 平成13年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

広島県 福山ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療秘書科 平成7年1月23日 ～ 令和3年3月31日 平成7年1月23日 廃止 令和3年3月31日 令和5年1月27日

広島県 福山ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　オフィスオペレータ科 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

広島県 福山ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　オフィスビジネス科 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

広島県 福山ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経営情報科 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

広島県 福山ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　経営福祉科 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
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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

広島県 福山ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 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

広島県 福山ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　国際ホテル科 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

広島県 福山ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 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

広島県 福山ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報ビジネス科 平成19年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成21年2月27日 廃止 令和3年3月31日 令和5年1月27日

広島県 福山ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校
商業実務専門課程　トータルビジネス科（２年
課程）

平成9年11月17日 ～ 平成19年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
福山ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報ビジネス科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

広島県 福山ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　マルチメディア科 平成9年11月17日 ～ 平成19年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
福山ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報ビジネス科 平成19年4月1日 平成21年2月27日

広島県 福山ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 文化・教養専門課程　英米語科 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
福山ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校

文化教養専門課程　国際コミュニケー
ション科（２年課程）

平成10年4月1日 平成10年12月21日

広島県 福山ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 文化・教養専門課程　社会体育科 平成7年1月23日 ～ 令和3年3月31日 平成7年1月23日 廃止 令和3年3月31日 令和5年1月27日

広島県 福山ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校 文化・教養専門課程　日本語科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

広島県 福山ＹＭＣＡ国際ビジネス専門学校
文化教養専門課程　国際コミュニケーション科
（２年課程）

平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

広島県 福山暁の星栄養・福祉専門学校 衛生専門課程　栄養科 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

広島県 福山暁の星栄養・福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　福祉科 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

広島県 福山医療専門学校 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

広島県 福山医療専門学校 医療専門課程　救急救命学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

広島県 福山医療専門学校 医療専門課程　理学療法学科（夜間部） 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

広島県 福山医療専門学校 商業実務専門課程　医療福祉学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

広島県 福山市医師会看護専門学校 医療専門課程　看護科 平成14年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
福山市医師会看護専門学校 専門課程看護師２年課程　第二看護学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

広島県 福山市医師会看護専門学校 医療専門課程　看護婦科 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
福山市医師会看護専門学校 医療専門課程　看護科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

広島県 福山市医師会看護専門学校 専門課程看護師２年課程　第二看護学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

広島県 福山市医師会看護専門学校 専門課程看護師３年課程　第一看護学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

広島県 福山歯科衛生士専門学校 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
専門学校福山歯科衛生士学校 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

広島県 福山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ＯＡビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

広島県 福山情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程　一般ビジネス科（２年コー
ス）

平成8年12月4日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

広島県 福山情報ビジネス専門学校 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

広島県 福山福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
福山福祉と動物専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

広島県 福山福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

広島県 福山福祉専門学校
文化・教養専門課程　アニマルズ＆ヒューマン
ヘルス学科

平成17年3月3日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
福山福祉と動物専門学校 文化・教養専門課程　動物総合学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

広島県 福山福祉と動物専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
福山福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

広島県 福山福祉と動物専門学校 文化・教養専門課程　動物総合学科 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
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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

広島県 マインド美容専門学校 衛生専門課程　美容科 平成12年2月8日 ～ 平成18年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
専門学校マインドビューティーカレッ
ジ

衛生専門課程　美容師科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

広島県 三原看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

広島県 三原国際情報専門学校
商業実務専門課程　インターナショナルビジネ
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 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

広島県 三原国際情報専門学校
商業実務専門課程　ソフトウェアテクノロジー
科

平成8年12月4日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

広島県 三原国際情報専門学校
商業実務専門課程　ソフトウェアテクノロジー
科（本科）

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

広島県 三原国際情報専門学校 商業実務専門課程　ビジネスマネジメント科 平成8年12月4日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日
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