
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

愛媛県 アイペットワールド専門学校 文化・教養関係専門課程　動物看護師学科 平成17年12月26日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
河原アイペットワールド専門学校

文化・教養関係専門課程　動物看護師学
科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県 アイペットワールド専門学校 文化・教養関係専門課程　動物健康管理学科 平成17年12月26日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
河原アイペットワールド専門学校

文化・教養関係専門課程　動物健康管理
学科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県 井川編物専門学校 家政専門課程　機械編物科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成10年1月20日 平成7年1月23日 廃止 平成10年1月20日 平成30年2月28日

愛媛県 今治看護専門学校 専門課程　看護科 平成12年2月8日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
今治看護専門学校 専門課程　第二看護学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

愛媛県 今治看護専門学校 専門課程　第一看護学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

愛媛県 今治看護専門学校 専門課程　第二看護学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

愛媛県 今治商業専門学校 専門課程　情報経理科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

愛媛県 宇和島看護専門学校 専門課程　看護学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

愛媛県 宇和島文化女子専門学校 専門課程　秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛媛県 愛媛医療福祉専門学校 医療専門課程　柔道整復師科 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
河原医療福祉専門学校 医療専門課程　柔道整復師科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県 愛媛医療福祉専門学校 医療専門課程　鍼灸師科 平成22年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
河原医療福祉専門学校 医療専門課程　鍼灸師科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県 愛媛医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成8年12月4日 ～ 平成23年3月31日 平成8年12月4日
名称変

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

愛媛県 愛媛医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　児童福祉科 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
河原医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　児童福祉科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県 愛媛医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉科 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
河原医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県 愛媛医療福祉専門学校
教育・社会福祉専門課程　トータルビューティ
科

平成13年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

愛媛県 愛媛医療福祉専門学校
教育・社会福祉専門課程　ヘルスビューティー
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
愛媛医療福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程　トータル
ビューティ科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

愛媛県 愛媛大原簿記公務員専門学校 商業実務関係専門課程　公務員ビジネス科 平成17年12月26日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
大原簿記公務員専門学校愛媛校

商業実務関係専門課程　公務員ビジネス
科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県 愛媛大原簿記公務員専門学校 商業実務関係専門課程　税理士科 平成11年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
愛媛大原簿記公務員専門学校

商業実務関係専門課程　税理士科（３年
制）

平成20年4月1日 平成21年2月27日

愛媛県 愛媛大原簿記公務員専門学校 商業実務関係専門課程　税理士科（３年制） 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
大原簿記公務員専門学校愛媛校

商業実務関係専門課程　税理士科（３年
制）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県 愛媛大原簿記公務員専門学校 商業実務関係専門課程　総合ビジネス科 平成11年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
大原簿記公務員専門学校愛媛校 商業実務関係専門課程　総合ビジネス科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県 愛媛県美容専門学校 衛生関係専門課程　美容科 平成17年4月1日 ～ 平成17年12月26日

愛媛県 愛媛県美容専門学校 衛生関係専門課程　理容科 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30年2月28日

愛媛県 愛媛県立伊予三島看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成12年2月8日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
愛媛県立看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

愛媛県 愛媛県立看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成16年4月1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

愛媛県 愛媛県立歯科技術専門学校 歯科衛生士専門課程　歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成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

愛媛県 愛媛県立歯科技術専門学校 歯科技工士専門課程　歯科技工士科 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

愛媛県 愛媛県立農業大学校 アグリビジネス科 平成19年2月1日 ～ 令和4年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
愛媛県立農業大学校 アグリビジネス科（２年制） 令和4年4月1日 令和5年1月27日

愛媛県 愛媛県立農業大学校 アグリビジネス科（２年制） 令和4年4月1日 ～ 令和5年1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

1 / 8 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

愛媛県 愛媛県立農業大学校 果樹園芸課程 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

愛媛県 愛媛県立農業大学校 専攻科 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

愛媛県 愛媛県立農業大学校 総合農学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

愛媛県 愛媛県立農業大学校 畜産課程 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

愛媛県 愛媛県立農業大学校 農産園芸課程 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

愛媛県 愛媛県理容美容専門学校 衛生関係専門課程　美容科 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
愛媛県美容専門学校 衛生関係専門課程　美容科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

愛媛県 愛媛県理容美容専門学校 衛生関係専門課程　理容科 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
愛媛県美容専門学校 衛生関係専門課程　理容科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

愛媛県
愛媛コミュニケーションビジネス専門学
校

商業実務関係専門課程　サービスコミュニケー
ション学科

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

更
愛媛コミュニケーションブライダル専
門学校

商業実務関係専門課程　コミュニケー
ション学科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

愛媛県
愛媛コミュニケーションビジネス専門学
校

商業実務関係専門課程　メディアコミュニケー
ション学科

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

更
愛媛コミュニケーションブライダル専
門学校

商業実務関係専門課程　コミュニケー
ション学科

平成24年4月1日 平成25年1月29日

愛媛県
愛媛コミュニケーションブライダル専門
学校

商業実務関係専門課程　コミュニケーション学
科

平成24年4月1日 ～ 平成25年1月29日

愛媛県 愛媛コンピュータ専門学校 専門課程　情報処理科 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

愛媛県 愛媛コンピュータ専門学校 専門課程　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 不適合 平成10年3月31日 平成10年12月21日

愛媛県 愛媛十全医療学院 医療専門課程　言語聴覚学科 平成15年2月19日 ～ 平成28年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

愛媛県 愛媛十全医療学院 医療専門課程　作業療法学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛媛県 愛媛十全医療学院 医療専門課程　理学療法学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛媛県 愛媛情報技術専門学校 工業専門課程　ＦＡ電子制御科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛媛県 愛媛情報技術専門学校 工業専門課程　ＯＡ情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

愛媛県 愛媛調理師専門学校 専門課程　調理本科 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
愛媛調理製菓専門学校 衛生関係専門課程　調理本科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

愛媛県 愛媛調理製菓専門学校 衛生関係専門課程　製菓衛生師専門課程 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

愛媛県 愛媛調理製菓専門学校 衛生関係専門課程　調理本科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　建築ＣＡＤ設計科 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

愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　高度情報技術科 平成17年12月26日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　高度情報技術科（３年制） 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
河原電子ビジネス専門学校

工業関係専門課程　高度情報技術科（３
年制）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　情報システム科 平成15年2月19日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
河原電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　情報システム科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　情報システム工学科 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
愛媛電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　マルチメディア科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　情報処理本科 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

愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　情報ビジネス科 平成15年2月19日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
河原電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　情報ビジネス科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　デジタル工学科 平成16年2月17日 ～ 平成23年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
河原電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　デジタル工学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　ビジュアルデザイン科 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
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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

愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　マルチメディア科 平成10年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
河原電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　マルチメディア科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　医療秘書科 平成9年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
河原電子ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　医療秘書科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校
商業実務関係専門課程　エアライン・トラベル
科

平成22年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
河原電子ビジネス専門学校

商業実務関係専門課程　エアライン・ト
ラベル科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　経営管理学科 平成8年12月4日 ～ 平成12年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
愛媛電子ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　経営ビジネス科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　経営ビジネス科 平成20年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　経営ビジネス科 平成12年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
愛媛電子ビジネス専門学校

商業実務関係専門課程　ビジネスマネジ
メント科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　経理本科 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

愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　情報経理科 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

愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　税理士科 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

愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　ビジネス秘書科 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
愛媛電子ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　医療秘書科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校
商業実務関係専門課程　ビジネスマネジメント
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

愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　ブライダル・ホテル科 平成22年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
河原電子ビジネス専門学校

商業実務関係専門課程　ブライダル・ホ
テル科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県 愛媛電子ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　ホテル観光科 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

愛媛県 愛媛モードビジネス専門学校 家政関係専門課程　モードビジネス科本科 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

愛媛県 大原簿記公務員専門学校愛媛校 商業実務関係専門課程　会計学科３年制 平成24年4月1日 ～ 平成26年1月28日

愛媛県 大原簿記公務員専門学校愛媛校 商業実務関係専門課程　経営経理ビジネス科 平成31年4月1日 ～ 令和4年3月31日 令和2年2月29日
名称変

更
大原簿記公務員専門学校愛媛校 商業実務関係専門課程　総合ビジネス科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

愛媛県 大原簿記公務員専門学校愛媛校 商業実務関係専門課程　公務員ビジネス科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

愛媛県 大原簿記公務員専門学校愛媛校 商業実務関係専門課程　税理士科（３年制） 平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
大原簿記公務員専門学校愛媛校 商業実務関係専門課程　会計学科３年制 平成24年4月1日 平成26年1月28日

愛媛県 大原簿記公務員専門学校愛媛校 商業実務関係専門課程　総合ビジネス科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

愛媛県 大原簿記公務員専門学校愛媛校 商業実務関係専門課程　総合ビジネス科 平成23年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
大原簿記公務員専門学校愛媛校

商業実務関係専門課程　経営経理ビジネ
ス科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

愛媛県 大原簿記専門学校新居浜校 工業関係専門課程　総合情報学科 平成7年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
国際テクニカルビジネスカレッジ 工業関係専門課程　総合情報学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

愛媛県 大原簿記専門学校新居浜校 商業実務関係専門課程　総合ビジネス学科 平成7年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
国際テクニカルビジネスカレッジ

商業実務関係専門課程　総合ビジネス学
科

平成12年4月1日 平成13年3月8日

愛媛県 大原簿記専門学校松山校 商業実務関係専門課程　税理士科 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
愛媛大原簿記公務員専門学校 商業実務関係専門課程　税理士科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

愛媛県 大原簿記専門学校松山校 商業実務関係専門課程　総合ビジネス科 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
愛媛大原簿記公務員専門学校 商業実務関係専門課程　総合ビジネス科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

愛媛県 河原ＩＴビジネス専門学校 工業関係専門課程　ＩＴ・Ｗｅｂシステム科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

愛媛県 河原ＩＴビジネス専門学校 工業関係専門課程　総合情報学科 平成23年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
河原ＩＴビジネス専門学校

工業関係専門課程　ＩＴ・Ｗｅｂシステ
ム科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

愛媛県 河原ＩＴビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　医療秘書科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

愛媛県 河原ＩＴビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　総合ビジネス学科 平成23年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
河原ＩＴビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　医療秘書科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

愛媛県 河原アイペットワールド専門学校 文化・教養関係専門課程　グルーマー学科 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
河原アイペットワールド専門学校 文化・教養関係専門課程　トリマー学科 平成29年4月1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

変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

愛媛県 河原アイペットワールド専門学校
文化・教養関係専門課程　しつけインストラク
ター学科

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
河原アイペットワールド専門学校

文化・教養関係専門課程　ドッグトレー
ナー・ペットビジネス学科

平成28年4月1日 平成29年2月28日

愛媛県 河原アイペットワールド専門学校
文化・教養関係専門課程　動物看護・栄養管理
学科

平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

愛媛県 河原アイペットワールド専門学校 文化・教養関係専門課程　動物看護師学科 平成23年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
河原アイペットワールド専門学校

文化・教養関係専門課程　動物看護・栄
養管理学科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

愛媛県 河原アイペットワールド専門学校 文化・教養関係専門課程　動物健康管理学科 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

愛媛県 河原アイペットワールド専門学校
文化・教養関係専門課程　ドッグトレーナー・
ペットビジネス学科

平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

愛媛県 河原アイペットワールド専門学校 文化・教養関係専門課程　トリマー学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

愛媛県 河原医療大学校 医療専門課程　医療クラーク学科 平成27年2月19日 ～ 平成30年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
河原医療大学校 医療専門課程　診療情報管理学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

愛媛県 河原医療大学校 医療専門課程　看護学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

愛媛県 河原医療大学校 医療専門課程　歯科衛生学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

愛媛県 河原医療大学校 医療専門課程　歯科技工学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

愛媛県 河原医療大学校 医療専門課程　診療情報管理学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

愛媛県 河原医療福祉専門学校 医療専門課程　柔道整復師科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

愛媛県 河原医療福祉専門学校 医療専門課程　鍼灸師科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

愛媛県 河原医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

愛媛県 河原医療福祉専門学校
教育・社会福祉専門課程　こども未来科（２年
制）

平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

愛媛県 河原医療福祉専門学校
教育・社会福祉専門課程　こども未来科（３年
制）

平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

愛媛県 河原医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　児童福祉科 平成23年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
河原医療福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程　こども未来科
（３年制）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

愛媛県 河原医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉科 平成23年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
河原医療福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程　社会福祉メ
ディカルソーシャル科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

愛媛県 河原医療福祉専門学校
教育・社会福祉専門課程　社会福祉メディカル
ソーシャル科

平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

愛媛県 河原外語観光・製菓専門学校 衛生関係専門課程　パティシエ・ブランジェ科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

愛媛県 河原外語観光・製菓専門学校 商業実務関係専門課程　医療秘書・医療事務科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

愛媛県 河原外語観光・製菓専門学校 商業実務関係専門課程　エアライン・観光科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

愛媛県 河原外語観光・製菓専門学校 商業実務関係専門課程　海外ビジネス科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

愛媛県 河原外語観光・製菓専門学校 商業実務関係専門課程　ブライダル・ホテル科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

愛媛県 河原外語観光・製菓専門学校 文化・教養専門課程　声優タレント科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

愛媛県 河原デザイン・アート専門学校
工業関係専門課程　インテリア・建築デザイン
科

平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

愛媛県 河原デザイン・アート専門学校
文化・教養関係専門課程　グラフィックデザイ
ン科

平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

愛媛県 河原デザイン・アート専門学校 文化・教養関係専門課程　デジタルデザイン科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

愛媛県 河原デザイン・アート専門学校
文化・教養関係専門課程　ファッション・イン
テリアビジネス科

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

4 / 8 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

愛媛県 河原デザイン・アート専門学校
文化・教養関係専門課程　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30年2月28日

愛媛県 河原デザイン・アート専門学校 文化・教養関係専門課程　漫画クリエイター科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

愛媛県 河原電子ビジネス専門学校
工業関係専門課程　ＣＧ・Ｗｅｂクリエイター
科

平成26年1月28日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成26年3月31日 平成30年2月28日

愛媛県 河原電子ビジネス専門学校
工業関係専門課程　ＩＴエンジニア科（２年
制）

令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

愛媛県 河原電子ビジネス専門学校
工業関係専門課程　ＩＴエンジニア科（３年
制）

平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

愛媛県 河原電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　ＩＴビジネス科 平成30年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成31年1月25日
名称変

更
河原電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　情報ビジネス科 令和3年4月1日 令和4年3月4日

愛媛県 河原電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　Ｗｅｂシステム科 平成30年4月1日 ～ 令和3年3月31日 平成31年1月25日
名称変

更
河原電子ビジネス専門学校

工業関係専門課程　ＩＴエンジニア科
（２年制）

令和3年4月1日 令和4年3月4日

愛媛県 河原電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　ゲームクリエイター科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

愛媛県 河原電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　高度情報技術科（３年制） 平成23年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成30年3月31日 令和3年2月24日

愛媛県 河原電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　情報システム科 平成23年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
河原電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　Ｗｅｂシステム科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

愛媛県 河原電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　情報ビジネス科 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月4日

愛媛県 河原電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　情報ビジネス科 平成23年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
河原電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　ＩＴビジネス科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

愛媛県 河原電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　デジタル工学科 平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
河原電子ビジネス専門学校

工業関係専門課程　デジタルテクノロ
ジー学科

平成24年4月1日 平成30年2月28日

愛媛県 河原電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　デジタルテクノロジー学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成30年2月28日 廃止 平成25年3月31日 令和4年3月4日

愛媛県 河原電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　マルチメディア科 平成23年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成27年3月31日 平成30年2月28日

愛媛県 河原電子ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　医療秘書科 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30年2月28日

愛媛県 河原電子ビジネス専門学校
商業実務関係専門課程　エアライン・トラベル
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30年2月28日

愛媛県 河原電子ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　ブライダル・ホテル科 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30年2月28日

愛媛県 河原電子ビジネス専門学校
文化・教養関係専門課程　国際観光ビジネス学
科

平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

愛媛県 河原パティシエ・医療・観光専門学校 衛生専門課程　パティシエ・ブランジェ科 平成24年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
河原外語観光・製菓専門学校

衛生関係専門課程　パティシエ・ブラン
ジェ科

令和4年4月1日 令和5年1月27日

愛媛県 河原パティシエ・医療・観光専門学校 衛生専門課程　パティシエ・ブランジェ本科 平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
河原パティシエ・医療・観光専門学校

衛生専門課程　パティシエ・ブランジェ
科

平成24年4月1日 平成26年1月28日

愛媛県 河原パティシエ・医療・観光専門学校 商業実務関係専門課程　医療秘書・医療事務科 平成29年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
河原外語観光・製菓専門学校

商業実務関係専門課程　医療秘書・医療
事務科

令和4年4月1日 令和5年1月27日

愛媛県 河原パティシエ・医療・観光専門学校 商業実務関係専門課程　医療秘書科 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
河原パティシエ・医療・観光専門学校

商業実務関係専門課程　医療秘書・医療
事務科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

愛媛県 河原パティシエ・医療・観光専門学校 商業実務関係専門課程　エアライン・観光科 平成25年1月29日 ～ 令和4年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
河原外語観光・製菓専門学校

商業実務関係専門課程　エアライン・観
光科

令和4年4月1日 令和5年1月27日

愛媛県 河原パティシエ・医療・観光専門学校 商業実務関係専門課程　グローバルビジネス科 平成31年1月25日 ～ 令和4年3月31日 平成31年1月25日
名称変

更
河原外語観光・製菓専門学校 商業実務関係専門課程　海外ビジネス科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

愛媛県 河原パティシエ・医療・観光専門学校 商業実務関係専門課程　ブライダル・ホテル科 平成25年1月29日 ～ 令和4年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
河原外語観光・製菓専門学校

商業実務関係専門課程　ブライダル・ホ
テル科

令和4年4月1日 令和5年1月27日

愛媛県 河原パティシエ・医療・観光専門学校 文化・教養関係専門課程　声優タレント科 平成31年1月25日 ～ 令和4年3月31日 平成31年1月25日
名称変

更
河原外語観光・製菓専門学校 文化・教養専門課程　声優タレント科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

愛媛県 河原ビューティモード専門学校 衛生専門課程　トータルビューティ学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

愛媛県 河原ビューティモード専門学校
衛生専門課程　トータルビューティ学科エステ
＆アロマコース

平成23年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
河原ビューティモード専門学校

衛生専門課程　メイク・エステ・ネイル
学科

平成28年4月1日 平成29年2月28日
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愛媛県 河原ビューティモード専門学校
衛生専門課程　トータルビューティ学科メイク
＆ネイルコース

平成23年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
河原ビューティモード専門学校

衛生専門課程　メイク・エステ・ネイル
学科

平成28年4月1日 平成29年2月28日

愛媛県 河原ビューティモード専門学校 衛生専門課程　美容学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

愛媛県 河原ビューティモード専門学校 衛生専門課程　メイク・エステ・ネイル学科 平成28年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成29年2月28日
名称変

更
河原ビューティモード専門学校 衛生専門課程　トータルビューティ学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

愛媛県 河原ビューティモード専門学校 衛生専門課程　理容学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

愛媛県 国際テクニカルビジネスカレッジ 工業関係専門課程　総合情報学科 平成12年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
河原ＩＴビジネス専門学校 工業関係専門課程　総合情報学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県 国際テクニカルビジネスカレッジ 商業実務関係専門課程　総合ビジネス学科 平成12年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
河原ＩＴビジネス専門学校

商業実務関係専門課程　総合ビジネス学
科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県 国際デザイン・アート専門学校
工業関係専門課程　インテリア・建築デザイン
科

平成22年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
河原デザイン・アート専門学校

工業関係専門課程　インテリア・建築デ
ザイン科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県 国際デザイン・アート専門学校 工業関係専門課程　建築ＣＡＤ設計科 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

愛媛県 国際デザイン・アート専門学校
文化・教養関係専門課程　グラフィックデザイ
ン科

平成16年2月17日 ～ 平成23年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
河原デザイン・アート専門学校

文化・教養関係専門課程　グラフィック
デザイン科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県 国際デザイン・アート専門学校
文化・教養関係専門課程　コンピュータグラ
フィックス科

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
国際デザイン・アート専門学校

文化・教養関係専門課程　デジタルクリ
エイター科

平成18年4月1日 平成19年2月22日

愛媛県 国際デザイン・アート専門学校
文化・教養関係専門課程　デジタルクリエイ
ター科

平成18年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

愛媛県 国際デザイン・アート専門学校 文化・教養関係専門課程　デジタルデザイン科 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
河原デザイン・アート専門学校

文化・教養関係専門課程　デジタルデザ
イン科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県 国際デザイン・アート専門学校
文化・教養関係専門課程　ファッション・クラ
フトデザイン科

平成16年2月17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22年11月29日

愛媛県 国際デザイン・アート専門学校
文化・教養関係専門課程　ファッションデザイ
ン科

平成22年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
河原デザイン・アート専門学校

文化・教養関係専門課程　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

愛媛県 国際デザイン・アート専門学校
文化・教養関係専門課程　漫画・アニメーショ
ン科

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
国際デザイン・アート専門学校

文化・教養関係専門課程　漫画クリエイ
ター科

平成17年4月1日 平成17年12月26日

愛媛県 国際デザイン・アート専門学校 文化・教養関係専門課程　漫画クリエイター科 平成17年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
河原デザイン・アート専門学校

文化・教養関係専門課程　漫画クリエイ
ター科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県 国際電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　情報工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
大原簿記専門学校新居浜校 工業関係専門課程　総合情報学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛媛県 国際電子ビジネス専門学校 工業関係専門課程　情報処理本科 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
大原簿記専門学校新居浜校 工業関係専門課程　総合情報学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛媛県 国際電子ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　情報経理科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
大原簿記専門学校新居浜校

商業実務関係専門課程　総合ビジネス学
科

平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛媛県 国際電子ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　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
名称変

更
大原簿記専門学校新居浜校

商業実務関係専門課程　総合ビジネス学
科

平成7年4月1日 平成7年11月30日

愛媛県 国際パティシエ・ブランジェ専門学校 衛生専門課程　パティシエ・ブランジェ本科 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
河原パティシエ・医療・観光専門学校

衛生専門課程　パティシエ・ブランジェ
本科

平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県 国立病院四国がんセンター附属看護学校 看護専門課程　看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

愛媛県 国立療養所愛媛病院附属看護学校 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愛媛病院附
属看護学校

看護専門課程　看護学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

愛媛県 四国医療技術専門学校 医療専門課程　医療情報学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

愛媛県 四国医療技術専門学校 医療専門課程　臨床工学学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

愛媛県 四国中央医療福祉総合学院 医療専門課程　看護学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

愛媛県 四国中央医療福祉総合学院 医療専門課程　言語聴覚学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

愛媛県 四国中央医療福祉総合学院 医療専門課程　作業療法学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

愛媛県 四国中央医療福祉総合学院 医療専門課程　理学療法学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日
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愛媛県 四国中央医療福祉総合学院 福祉専門課程　介護福祉学科 平成20年2月26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

愛媛県 十全看護専門学校 医療専門課程　看護科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

愛媛県 市立八幡浜看護専門学校 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

愛媛県
専門学校国際トータルビューティカレッ
ジ

衛生専門課程　トータルビューティ学科エステ
＆アロマコース

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
河原ビューティモード専門学校

衛生専門課程　トータルビューティ学科
エステ＆アロマコース

平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県
専門学校国際トータルビューティカレッ
ジ

衛生専門課程　トータルビューティ学科メイク
＆ネイルコース

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
河原ビューティモード専門学校

衛生専門課程　トータルビューティ学科
メイク＆ネイルコース

平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県
専門学校国際トータルビューティカレッ
ジ

衛生専門課程　美容学科 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
河原ビューティモード専門学校 衛生専門課程　美容学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県
専門学校国際トータルビューティカレッ
ジ

衛生専門課程　理容学科 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
河原ビューティモード専門学校 衛生専門課程　理容学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

愛媛県 専門学校日産愛媛整備自動車大学校 専門課程　自動車整備科 平成19年4月1日 ～ 平成30年2月28日

愛媛県
専門学校松山ビジネスカレッジクリエイ
ティブ校

服飾家政専門課程　ファッションビューティ学
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
名称変

更
松山デザイナー専門学校

服飾家政専門課程　ファッションビュー
ティ学科

令和4年4月1日 令和5年1月27日

愛媛県
専門学校松山ビジネスカレッジクリエイ
ティブ校

文化教養専門課程　総合デザイン学科 平成27年2月19日 ～ 令和4年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
松山デザイナー専門学校

文化教養専門課程　Ｗｅｂクリエイター
学科

令和4年4月1日 令和5年1月27日

愛媛県
専門学校松山ビジネスカレッジビジネス
校

医療専門課程　医療ビジネス学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

愛媛県
専門学校松山ビジネスカレッジビジネス
校

工業専門課程　情報システム学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

愛媛県
専門学校松山ビジネスカレッジビジネス
校

工業専門課程　情報システム学科（３年課程） 平成26年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成27年2月19日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

愛媛県 高倉編物専門学校 専門課程　編物学科昼間部 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

愛媛県 高原学苑ドレスメーカー専門学校 専門課程　洋裁科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

愛媛県 東城看護専門学校 医療専門課程　看護学科 令和2年2月1日 ～ 令和3年2月24日

愛媛県 東城看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成26年1月28日 ～ 令和2年1月31日 平成26年1月28日
名称変

更
東城看護専門学校 医療専門課程　看護学科 令和2年2月1日 令和3年2月24日

愛媛県 東城看護専門学校 専門課程　看護科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

愛媛県 東予理容美容専門学校 衛生専門課程　美容科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

愛媛県 東予理容美容専門学校 衛生専門課程　理容科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

愛媛県
独立行政法人国立病院機構愛媛医療セン
ター附属看護学校

看護専門課程３年課程　看護学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

愛媛県
独立行政法人国立病院機構愛媛病院附属
看護学校

看護専門課程　看護学科 平成16年4月1日 ～ 平成25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愛媛医療セ
ンター附属看護学校

看護専門課程３年課程　看護学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

愛媛県 日産愛媛自動車工業専門学校 専門課程　自動車整備科 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
日産愛媛整備専門学校 専門課程　自動車整備科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

愛媛県 日産愛媛整備専門学校 専門課程　自動車整備科 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
専門学校日産愛媛整備自動車大学校 専門課程　自動車整備科 平成19年4月1日 平成30年2月28日

愛媛県 松精看護専門学校 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19年2月22日

愛媛県 松山医療福祉専門学校 医療福祉専門課程　介護福祉科 平成8年12月4日 ～ 平成22年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

愛媛県 松山看護専門学校 医療専門課程　第１看護学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

愛媛県 松山看護専門学校 医療専門課程　第２看護学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

愛媛県 松山看護専門学校 専門課程　看護科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
松山看護専門学校 医療専門課程　第２看護学科 平成19年4月1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

愛媛県 松山コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　経営学科 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

愛媛県 松山コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　高度情報処理科 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
専門学校松山ビジネスカレッジビジネ
ス校

工業専門課程　情報システム学科（３年
課程）

平成26年4月1日 平成27年2月19日

愛媛県 松山コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　情報管理科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
松山コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　情報処理科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

愛媛県 松山コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　情報処理科 平成10年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
松山コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　総合コンピュータ科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

愛媛県 松山コンピュータ専門学校 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10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
松山コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　情報処理科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

愛媛県 松山コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　総合コンピュータ科 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
専門学校松山ビジネスカレッジビジネ
ス校

工業専門課程　情報システム学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

愛媛県 松山歯科衛生士専門学校 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

愛媛県 松山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23年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
松山歯科衛生士専門学校 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

愛媛県 松山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　国際観光ビジネス科 平成13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

愛媛県 松山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　国際ホテル観光科 平成8年12月4日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
松山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　国際観光ビジネス科 平成13年4月1日 平成22年11月29日

愛媛県 松山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22年11月29日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

愛媛県 松山情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程　秘書実務科（ＯＡビジネ
ス）

平成8年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
松山情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程　秘書実務科（医療福
祉）

平成10年4月1日 平成22年11月29日

愛媛県 松山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　秘書実務科（一般） 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
松山情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程　秘書実務科（ＯＡビ
ジネス）

平成8年4月1日 平成22年11月29日

愛媛県 松山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　秘書実務科（医療） 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

愛媛県 松山情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　秘書実務科（医療福祉） 平成10年4月1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

愛媛県 松山女学院専門学校 服飾家政専門課程　総合ファッション科 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
専門学校松山ビジネスカレッジクリエ
イティブ校

服飾家政専門課程　ファッションビュー
ティ学科

平成26年4月1日 平成27年2月19日

愛媛県 松山女学院専門学校 服飾家政専門課程　洋裁科 平成7年1月23日 ～ 平成25年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
松山女学院専門学校 服飾家政専門課程　総合ファッション科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

愛媛県 松山赤十字看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成21年10月1日 ～ 平成31年3月29日 平成22年2月26日 廃止 平成31年3月29日 令和3年2月24日

愛媛県 松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
松山赤十字看護専門学校 専門課程　看護学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

愛媛県 松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9月30日 平成10年12月21日
名称変

更
松山赤十字看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成21年10月1日 平成22年2月26日

愛媛県 松山総合福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科 平成8年12月4日 ～ 平成22年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成22年3月31日 平成30年2月28日

愛媛県 松山デザイナー専門学校 服飾家政専門課程　ファッションビジネス学科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

愛媛県 松山デザイナー専門学校
服飾家政専門課程　ファッションビューティ学
科

令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

愛媛県 松山デザイナー専門学校 文化教養専門課程　Ｗｅｂクリエイター学科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

愛媛県 松山デザイン専門学校 専門課程　商業デザイン科 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
松山デザイン専門学校

文化教養専門課程　ヴィジュアルデザイ
ン科

平成10年4月1日 平成10年12月21日

愛媛県 松山デザイン専門学校 文化教養専門課程　ヴィジュアルデザイン科 平成10年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
松山デザイン専門学校

文化教養専門課程　コミュニケーショ
ン・アートデザイン科

平成16年4月1日 平成17年3月9日

愛媛県 松山デザイン専門学校
文化教養専門課程　コミュニケーション・アー
トデザイン科

平成16年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
松山デザイン専門学校 文化教養専門課程　総合デザイン科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

愛媛県 松山デザイン専門学校 文化教養専門課程　総合デザイン科 平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

愛媛県 三島高等洋裁専門学校 専門課程　洋裁科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日
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