
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

香川県 穴吹医療大学校 医療専門課程　歯科衛生学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

香川県 穴吹医療大学校
商業実務専門課程　医療事務・ドクター秘書学
科

平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

香川県 穴吹医療大学校 商業実務専門課程　診療情報管理学科 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
穴吹医療大学校

商業実務専門課程　病院事務・診療情報
学科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

香川県 穴吹医療大学校 商業実務専門課程　病院事務・診療情報学科 平成27年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

香川県 穴吹情報専門学校
工業専門課程　コンピュータアミューズメント
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

香川県 穴吹情報専門学校 工業専門課程　システム工学科 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
穴吹情報専門学校 工業専門課程　情報システム科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

香川県 穴吹情報専門学校 工業専門課程　情報システム科 平成8年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
穴吹情報専門学校 工業専門課程　情報システム学科 平成11年4月1日 平成13年3月8日

香川県 穴吹情報専門学校 工業専門課程　情報システム学科 平成11年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校穴吹コンピュータカレッジ 工業専門課程　情報システム学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

香川県 穴吹情報専門学校 工業専門課程　情報処理学科 平成10年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校穴吹コンピュータカレッジ 工業専門課程　情報処理学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

香川県 穴吹情報専門学校 工業専門課程　情報処理本科 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
穴吹情報専門学校 工業専門課程　情報処理学科 平成10年4月1日 平成13年3月8日

香川県 穴吹情報専門学校 工業専門課程　情報ビジネス科 平成7年11月30日 ～ 平成10年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
穴吹情報専門学校 工業専門課程　情報ビジネス学科 平成10年4月1日 平成13年3月8日

香川県 穴吹情報専門学校 工業専門課程　情報ビジネス学科 平成10年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校穴吹コンピュータカレッジ 工業専門課程　情報ビジネス学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

香川県 香川看護専門学校 医療専門課程　第１看護学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

香川県 香川看護専門学校 医療専門課程　第２看護学科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

香川県 香川看護専門学校 専門課程　看護学科 平成14年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
香川看護専門学校 医療専門課程　第２看護学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

香川県 香川看護専門学校 専門課程　看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
香川看護福祉専門学校 専門課程　看護学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

香川県 香川看護福祉専門学校 専門課程　介護福祉学科 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

香川県 香川看護福祉専門学校 専門課程　看護学科 平成11年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
香川看護専門学校 専門課程　看護学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

香川県 香川県看護専門学校 専門課程　臨床看護学科 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

香川県 香川県歯科医療専門学校 医療専門課程　衛生科 平成21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
香川県歯科医療専門学校 医療専門課程　衛生士科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

香川県 香川県歯科医療専門学校 医療専門課程　衛生士科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

香川県 香川県歯科医療専門学校 医療専門課程　技工科 平成21年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

香川県 香川県歯科医療専門学校 医療専門課程　技工士科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

香川県 香川県歯科技術専門学校 専門課程　衛生科 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
香川県歯科医療専門学校 医療専門課程　衛生科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

香川県 香川県歯科技術専門学校 専門課程　技工科 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
香川県歯科医療専門学校 医療専門課程　技工科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

香川県 香川県立農業大学校 担い手養成科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

香川県 香川県立保育専門学院 教育・社会福祉専門課程　保育学科 平成17年12月26日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

香川県 香川県臨床検査専門学校 専門課程　臨床検査学科 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

(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

香川県 キッス調理技術専門学校 衛生専門課程　専門調理科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

香川県 キッス調理技術専門学校 衛生専門課程　調理師科 平成11年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
キッス調理技術専門学校 衛生専門課程　専門調理科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

香川県 キッス調理技術専門学校 衛生専門課程　福祉給食調理科 平成14年2月27日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

香川県 キッス調理技術専門学校
専門課程　調理科（修業年限２年の課程に限
る。）

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
キッス調理技術専門学校 衛生専門課程　調理師科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

香川県 国立善通寺病院附属看護学校 看護専門課程　看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国立善通寺病院附属善通寺看護学校 看護専門課程　看護学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

香川県 国立善通寺病院附属善通寺看護学校 看護専門課程　看護学科 平成11年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
独立行政法人国立病院機構善通寺病院
附属善通寺看護学校

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

香川県
国立善通寺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

香川県
国立善通寺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

香川県 国立療養所香川小児病院附属看護学校 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

香川県 国立療養所高松病院附属看護学校 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

香川県 さぬき福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

香川県 四国医療専門学校 医療専門課程　柔道整復科（Ⅰ） 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月9日 平成15年2月19日
名称変

更
四国医療専門学校 医療専門課程　柔道整復科１部 平成15年3月10日 平成19年2月22日

香川県 四国医療専門学校 医療専門課程　柔道整復科（Ⅱ） 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月9日 平成15年2月19日
名称変

更
四国医療専門学校 医療専門課程　柔道整復科２部 平成15年3月10日 平成19年2月22日

香川県 四国医療専門学校 医療専門課程　柔道整復科１部 平成15年3月10日 ～ 平成18年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
四国医療専門学校 医療専門課程　柔道整復学科１部 平成18年4月1日 平成19年2月22日

香川県 四国医療専門学校 医療専門課程　柔道整復科２部 平成15年3月10日 ～ 平成18年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
四国医療専門学校 医療専門課程　柔道整復学科２部 平成18年4月1日 平成19年2月22日

香川県 四国医療専門学校 医療専門課程　柔道整復学科１部 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

香川県 四国医療専門学校 医療専門課程　柔道整復学科２部 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

香川県 四国医療専門学校 医療専門課程　鍼灸科（Ⅰ） 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月9日 平成15年2月19日
名称変

更
四国医療専門学校 医療専門課程　鍼灸科１部 平成15年3月10日 平成19年2月22日

香川県 四国医療専門学校 医療専門課程　鍼灸科（Ⅱ） 平成15年2月19日 ～ 平成15年3月9日 平成15年2月19日
名称変

更
四国医療専門学校 医療専門課程　鍼灸科２部 平成15年3月10日 平成19年2月22日

香川県 四国医療専門学校 医療専門課程　鍼灸科１部 平成15年3月10日 ～ 平成18年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
四国医療専門学校 医療専門課程　鍼灸学科１部 平成18年4月1日 平成19年2月22日

香川県 四国医療専門学校 医療専門課程　鍼灸科２部 平成15年3月10日 ～ 平成18年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
四国医療専門学校 医療専門課程　鍼灸学科２部 平成18年4月1日 平成19年2月22日

香川県 四国医療専門学校 医療専門課程　鍼灸学科１部 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

香川県 四国医療専門学校 医療専門課程　鍼灸学科２部 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

香川県 四国医療専門学校 医療専門課程　鍼灸マッサージ科 平成12年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
四国医療専門学校 医療専門課程　鍼灸マッサージ学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

香川県 四国医療専門学校 医療専門課程　鍼灸マッサージ学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

香川県 四国医療福祉専門学校 医療専門課程　医療事務学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

香川県 四国医療福祉専門学校 医療専門課程　臨床工学学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

香川県 四国医療福祉専門学校 福祉専門課程　介護福祉学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

香川県 四国医療福祉専門学校 福祉専門課程　社会福祉学科 平成22年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25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

香川県 四国学院大学専門学校 医療専門課程　歯科衛生学科 平成23年4月1日 ～ 平成27年8月4日 平成23年12月22日 廃止 平成27年8月4日 平成29年2月28日

香川県 四国学院大学専門学校 福祉専門課程　福祉学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

香川県 四国鍼灸専門学校 医療専門課程　鍼灸マッサージ科 平成7年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
四国医療専門学校 医療専門課程　鍼灸マッサージ科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

香川県 四国鍼灸専門学校
専門課程　あん摩マッサージ指圧、はり、きゅ
う科

平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
四国鍼灸専門学校 医療専門課程　鍼灸マッサージ科 平成7年4月1日 平成13年3月8日

香川県 四国総合ビジネス専門学校 工業専門課程　情報処理科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

香川県 四国総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ビジネス情報科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

香川県 四国福祉専門学校 医療専門課程　医療事務学科 平成17年12月26日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
四国医療福祉専門学校 医療専門課程　医療事務学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

香川県 四国福祉専門学校 福祉専門課程　介護福祉学科 平成13年3月1日 ～ 平成22年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
四国医療福祉専門学校 福祉専門課程　介護福祉学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

香川県 四国福祉専門学校 福祉専門課程　社会福祉学科 平成19年2月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
四国医療福祉専門学校 福祉専門課程　社会福祉学科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

香川県 四国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3月1日 ～ 平成17年12月8日 平成13年3月8日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

香川県 四国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3月1日 ～ 平成17年12月8日 平成13年3月8日 不適合 平成17年12月9日 平成17年12月9日

香川県 シャルムドレスメーカー専門学校 家政専門課程　服飾造形科昼間部 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

香川県 シャルムドレスメーカー専門学校 家政専門課程　服飾造形科夜間部 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

香川県 守里会看護福祉専門学校 医療専門課程　看護学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

香川県 守里会看護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育学科（昼間部） 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

香川県 白ゆり服装学院 家政専門課程　ファッションビジネス科 平成7年11月30日 ～ 平成24年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

香川県 白ゆり服装学院 家政専門課程　服装科昼間部 平成7年11月30日 ～ 平成24年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

香川県 白ゆり服装学院 家政専門課程　服装科夜間部 平成7年11月30日 ～ 平成24年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

香川県 瀬戸内総合学院 医療専門課程　歯科衛生学科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
四国学院大学専門学校 医療専門課程　歯科衛生学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

香川県 瀬戸内総合学院 福祉専門課程　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
名称変

更
四国学院大学専門学校 福祉専門課程　福祉学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

香川県 専修学校香川県美容学校 衛生専門課程　美容学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

香川県 専修学校香川理容美容アカデミー 衛生専門課程　美容科 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
専門学校香川理容美容アカデミー 衛生専門課程　美容科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

香川県 専修学校香川理容美容アカデミー 衛生専門課程　理容科 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
専門学校香川理容美容アカデミー 衛生専門課程　理容科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

香川県 専門学校穴吹医療カレッジ 医療専門課程　歯科衛生学科 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
穴吹医療大学校 医療専門課程　歯科衛生学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

香川県 専門学校穴吹医療カレッジ 商業実務専門課程　医療事務学科 平成20年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
穴吹医療大学校

商業実務専門課程　医療事務・ドクター
秘書学科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

香川県 専門学校穴吹医療カレッジ 商業実務専門課程　診療情報管理学科 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
穴吹医療大学校 商業実務専門課程　診療情報管理学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

香川県 専門学校穴吹医療福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 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
専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ 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

香川県 専門学校穴吹医療福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程　社会福祉・保育学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ

教育・社会福祉専門課程　社会福祉・保
育学科

平成20年4月1日 平成21年2月27日

香川県 専門学校穴吹医療福祉カレッジ 商業実務専門課程　医療事務学科 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
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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

香川県 専門学校穴吹カレッジオブデザイン 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10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校穴吹カレッジオブデザイン 工業専門課程　建築デザイン学科 平成10年4月1日 平成13年3月8日

香川県 専門学校穴吹カレッジオブデザイン 工業専門課程　建築学科 平成11年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校穴吹デザインカレッジ 工業専門課程　建築デザイン学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

香川県 専門学校穴吹カレッジオブデザイン 工業専門課程　建築デザイン学科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校穴吹カレッジオブデザイン 工業専門課程　建築学科 平成11年4月1日 平成13年3月8日

香川県 専門学校穴吹カレッジオブデザイン 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10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校穴吹カレッジオブデザイン

文化教養専門課程　グラフィックデザイ
ン学科

平成10年4月1日 平成13年3月8日

香川県 専門学校穴吹カレッジオブデザイン 文化教養専門課程　グラフィックデザイン学科 平成10年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校穴吹デザインカレッジ

文化教養専門課程　グラフィックデザイ
ン学科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

香川県 専門学校穴吹カレッジオブデザイン 文化教養専門課程　スペースデザイン学科 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
専門学校穴吹デザインカレッジ

文化教養専門課程　フラワー＆ライフ
コーディネート学科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

香川県 専門学校穴吹カレッジオブデザイン 文化教養専門課程　ビューティーデザイン学科 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
専門学校穴吹デザインカレッジ

文化教養専門課程　ビューティーコー
ディネーター学科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

香川県 専門学校穴吹カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　経営科 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
専門学校穴吹カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　経営学科 平成10年4月1日 平成13年3月8日

香川県 専門学校穴吹カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　経営学科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校穴吹カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　情報経理学科 平成11年4月1日 平成13年3月8日

香川県 専門学校穴吹カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　経営管理科 平成10年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校穴吹カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　経営管理学科 平成11年4月1日 平成13年3月8日

香川県 専門学校穴吹カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　経営管理学科 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校穴吹カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　経営情報学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

香川県 専門学校穴吹カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　経営情報科 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
専門学校穴吹カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　経営管理科 平成10年4月1日 平成13年3月8日

香川県 専門学校穴吹カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　経営情報学科 平成12年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

香川県 専門学校穴吹カレッジオブビジネス 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
名称変

更
専門学校穴吹カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　国際ビジネス学科 平成10年4月1日 平成13年3月8日

香川県 専門学校穴吹カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　国際ビジネス学科 平成10年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校穴吹カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

香川県 専門学校穴吹カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　情報経理学科 平成11年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　経営ビジネス学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

香川県 専門学校穴吹カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 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
専門学校穴吹ビジネスカレッジ

商業実務専門課程　オフィスビジネス学
科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

香川県 専門学校穴吹カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　ビジネスキャリア学科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

香川県 専門学校穴吹カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校穴吹カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　秘書学科 平成10年4月1日 平成13年3月8日

香川県 専門学校穴吹カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　秘書学科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校穴吹カレッジオブビジネス

商業実務専門課程　ビジネスキャリア学
科

平成12年4月1日 平成13年3月8日

香川県 専門学校穴吹カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　福祉医療事務学科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　福祉ビジネス学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

香川県 専門学校穴吹カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　ホテル観光学科 平成13年3月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校穴吹ビジネスカレッジ

商業実務専門課程　ホテル・トラベル学
科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

香川県 専門学校穴吹カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　マスコミ学科 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

香川県 専門学校穴吹工科カレッジ 工業専門課程　自動車整備学科 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
専門学校穴吹工科カレッジ

工業専門課程　自動車整備学科（２年
制）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

香川県 専門学校穴吹工科カレッジ 工業専門課程　自動車整備学科（２年制） 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

香川県 専門学校穴吹工科カレッジ 工業専門課程　自動車整備学科（３年制） 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

香川県 専門学校穴吹工科カレッジ 工業専門課程　電気通信学科 平成16年2月17日 ～ 平成24年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

香川県 専門学校穴吹コンピュータカレッジ 工業専門課程　ＩＴ・Ｗｅｂマスター学科 平成17年3月3日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

香川県 専門学校穴吹コンピュータカレッジ 工業専門課程　ゲームクリエーター学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日
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香川県 専門学校穴吹コンピュータカレッジ 工業専門課程　国際ＩＴエンジニア学科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

香川県 専門学校穴吹コンピュータカレッジ 工業専門課程　情報システム学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

香川県 専門学校穴吹コンピュータカレッジ 工業専門課程　情報処理学科 平成14年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

香川県 専門学校穴吹コンピュータカレッジ 工業専門課程　情報セキュリティ学科 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

香川県 専門学校穴吹コンピュータカレッジ 工業専門課程　情報ビジネス学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

香川県 専門学校穴吹コンピュータカレッジ 工業専門課程　ネットワークセキュリティ学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

香川県 専門学校穴吹デザインカレッジ 工業専門課程　インテリアデザイン学科 平成15年2月19日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校穴吹デザインカレッジ 工業専門課程　トータルインテリア学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

香川県 専門学校穴吹デザインカレッジ 工業専門課程　建築技能学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

香川県 専門学校穴吹デザインカレッジ 工業専門課程　建築デザイン学科 平成14年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

香川県 専門学校穴吹デザインカレッジ 工業専門課程　大工学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校穴吹デザインカレッジ 工業専門課程　建築技能学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

香川県 専門学校穴吹デザインカレッジ 工業専門課程　トータルインテリア学科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

香川県 専門学校穴吹デザインカレッジ 工業専門課程　福祉住環境デザイン学科 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

香川県 専門学校穴吹デザインカレッジ 文化教養専門課程　ＣＧ・Ｗｅｂデザイン学科 平成17年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

香川県 専門学校穴吹デザインカレッジ 文化教養専門課程　グラフィックデザイン学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

香川県 専門学校穴吹デザインカレッジ 文化教養専門課程　ゲームクリエイター学科 平成15年2月19日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

香川県 専門学校穴吹デザインカレッジ 文化教養専門課程　国際デザイン学科 平成30年2月28日 ～ 平成31年3月31日 平成30年2月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

香川県 専門学校穴吹デザインカレッジ 文化教養専門課程　デジタルクリエイター学科 平成15年2月19日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
専門学校穴吹デザインカレッジ

文化教養専門課程　ＣＧ・Ｗｅｂデザイ
ン学科

平成17年4月1日 平成19年2月22日

香川県 専門学校穴吹デザインカレッジ
文化教養専門課程　ビューティーコーディネー
ター学科

平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

香川県 専門学校穴吹デザインカレッジ
文化教養専門課程　フラワー＆ライフコーディ
ネート学科

平成14年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

香川県 専門学校穴吹デザインカレッジ 文化教養専門課程　マンガ・アニメ学科 平成20年2月26日 ～ 平成27年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校穴吹デザインカレッジ

文化教養専門課程　マンガ・コミックイ
ラスト学科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

香川県 専門学校穴吹デザインカレッジ
文化教養専門課程　マンガ・コミックイラスト
学科

平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

香川県 専門学校穴吹動物看護カレッジ 文化・教養専門課程　動物看護総合学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

香川県 専門学校穴吹動物看護カレッジ 文化・教養専門課程　動物健康管理学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

香川県 専門学校穴吹動物看護カレッジ 文化教養専門課程　動物衛生看護学科 平成20年2月26日 ～ 令和2年3月31日 平成20年2月26日 廃止 令和2年3月31日 令和3年2月24日

香川県 専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ 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

香川県 専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ 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

香川県 専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程　こども学科 平成22年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

香川県 専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程　こども社会福祉学科 平成23年12月22日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ

教育・社会福祉専門課程　保育・こども
心理学科

平成25年4月1日 平成26年1月28日

香川県 専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ 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 ～ 平成28年2月29日
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名称変更後

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

変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

香川県 専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程　社会福祉・保育学科 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

香川県 専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程　社会福祉学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

香川県 専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ
教育・社会福祉専門課程　保育・こども心理学
科

平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ

教育・社会福祉専門課程　保育・食育学
科

平成26年4月1日 平成27年2月19日

香川県 専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ 教育・社会福祉専門課程　保育・食育学科 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

香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 教育・社会福祉専門課程　社会福祉・保育学科 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

香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　医療事務学科 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　オフィスビジネス学科 平成14年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　会計事務学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成30年2月28日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　企業ビジネス学科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　経営ビジネス学科 平成14年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　公務員ビジネス学科 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
専門学校穴吹ビジネスカレッジ 文化教養専門課程　公務員ビジネス学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　国際ビジネス学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ショップビジネス学科 平成16年2月17日 ～ 平成26年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ
商業実務専門課程　心理コミュニケーション学
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 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　税理士（２年）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
名称変

更
専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　税理士学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　税理士（３年）学科 平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　税理士学科 平成18年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　会計事務学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　税理士学科 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
専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　税理士（３年）学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 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

香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　福祉ビジネス学科 平成14年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ブライダル・ホテル学科 平成25年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ブライダル学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ブライダル学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ
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17年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校穴吹ビジネスカレッジ

商業実務専門課程　ブライダル・ホテル
学科

平成25年4月1日 平成26年1月28日

香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ホテル・トラベル学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ホテル・ブライダル学科 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
専門学校穴吹ビジネスカレッジ

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17年4月1日 平成17年12月26日

香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ホテル学科 平成31年1月25日 ～ 令和3年3月31日 平成31年1月25日 廃止 令和3年3月31日 令和4年3月4日

香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 文化教養専門課程　海外ビジネス学科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

香川県 専門学校穴吹ビジネスカレッジ 文化教養専門課程　公務員ビジネス学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

香川県 専門学校穴吹ビューティカレッジ 衛生専門課程　美容学科 平成16年2月17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

香川県 専門学校穴吹ビューティカレッジ 文化教養専門課程　国際エステティック学科 平成21年2月27日 ～ 令和2年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校穴吹ビューティカレッジ

文化教養専門課程　トータルエステ
ティック学科

令和2年4月1日 令和3年2月24日

香川県 専門学校穴吹ビューティカレッジ
文化教養専門課程　トータルエステティック学
科

令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

香川県 専門学校穴吹ビューティカレッジ
文化教養専門課程　ビューティコーディネー
ター学科

平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

香川県
専門学校穴吹リハビリテーションカレッ
ジ

医療専門課程　作業療法学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

香川県
専門学校穴吹リハビリテーションカレッ
ジ

医療専門課程　理学療法学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

香川県 専門学校香川理容美容アカデミー 衛生専門課程　美容科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

香川県 専門学校香川理容美容アカデミー 衛生専門課程　理容科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

香川県 専門学校禅林学園 商業実務専門課程　経営創造科 平成19年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

香川県 専門学校禅林学園 商業実務専門課程　経営創造学科 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
専門学校禅林学園 商業実務専門課程　経営創造科 平成19年4月1日 平成28年2月29日

香川県 専門学校禅林学園 文化・教養専門課程　社会武道学科（全日制） 平成27年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

香川県 専門学校禅林学園 文化教養専門課程　武道学科 平成15年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
専門学校禅林学園

文化・教養専門課程　社会武道学科（全
日制）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

香川県 高松市医師会看護専門学校 専門課程　看護科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

香川県 高松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
高松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

香川県 高松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

香川県
独立行政法人国立病院機構四国こどもと
おとなの医療センター附属善通寺看護学
校

看護専門課程　看護学科 平成25年5月1日 ～ 平成26年1月28日

香川県
独立行政法人国立病院機構善通寺病院附
属善通寺看護学校

看護専門課程　看護学科 平成16年4月1日 ～ 平成25年4月30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四国こども
とおとなの医療センター附属善通寺看
護学校

看護専門課程　看護学科 平成25年5月1日 平成26年1月28日

香川県 中きもの専門学校 専門課程　アトリエ 平成7年11月30日 ～ 平成19年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

香川県 中きもの専門学校 専門課程　本科 平成7年11月30日 ～ 平成19年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

香川県 日本少林寺武道専門学校 専門課程　武道学科（師範科コースに限る。） 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
専門学校禅林学園 文化教養専門課程　武道学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

香川県 守里会看護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

香川県 守里会看護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育学科（夜間主） 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

香川県 吉田愛服飾専門学校
専門課程　洋裁科昼間部（修業年限２年の課程
に限る。）

平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日
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