
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

学　校　名 課　程　名

宮崎県 アカデミー服飾専門学校 家政専門課程きもの科 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

宮崎県 アカデミー服飾専門学校 家政専門課程服飾デザイン科 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
宮崎マルチメディア専門学校 家政専門課程ファッションアカデミー科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮崎県 エクセレント・アソシエーション 文化・教養専門課程プロセラーセレクション学科 平成21年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

宮崎県 えびの高原国際専門学校 商業実務専門課程国際総合ビジネス学科 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
えびの高原国際専門学校 商業実務専門課程国際総合学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

宮崎県 えびの高原国際専門学校 商業実務専門課程国際ホテル・リゾート短大学科 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

宮崎県 えびの高原国際専門学校 教育・社会福祉専門課程ソーシャルケア学科 平成12年2月8日 ～ 平成26年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

宮崎県 えびの高原国際専門学校 商業実務専門課程国際総合学科 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
えびの高原国際専門学校 商業実務専門課程米国留学学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮崎県 えびの高原国際専門学校 商業実務専門課程米国留学学科 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
えびの高原国際専門学校

文化・教養専門課程国際留学学科海外大
学留学コース（２年課程）

平成16年4月1日 平成17年3月9日

宮崎県 えびの高原国際専門学校
文化・教養専門課程国際留学学科国際コミュニ
ケーションコース

平成17年3月3日 ～ 平成26年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

宮崎県 えびの高原国際専門学校
文化・教養専門課程国際留学学科ワーキングスタ
ディーコース

平成17年3月3日 ～ 平成26年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

宮崎県 えびの高原国際専門学校
文化・教養専門課程国際留学学科海外大学留学
コース（２年課程）

平成16年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

宮崎県 大原簿記公務員専門学校 商業実務関係専門課程経理本科 平成7年11月30日 ～ 平成26年9月16日 平成7年11月30日
名称変

更
大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程経理本科 平成26年9月17日 平成28年2月29日

宮崎県 大原簿記公務員専門学校 商業実務関係専門課程公務員科（２年課程〕 平成9年11月17日 ～ 平成26年9月16日 平成9年11月17日
名称変

更
大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程公務員科（２年制） 平成26年9月17日 平成28年2月29日

宮崎県 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17年12月26日 ～ 平成26年9月16日 平成17年12月26日
名称変

更
大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程税理士科（３年制） 平成26年9月17日 平成28年2月29日

宮崎県 大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程経理本科 平成26年9月17日 ～ 平成28年2月29日

宮崎県 大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程公務員科（２年制） 平成26年9月17日 ～ 平成28年2月29日

宮崎県 大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程税理士科（２年制） 平成28年2月29日 ～ 平成31年4月1日 平成28年2月29日 廃止 平成31年4月1日 令和2年2月29日

宮崎県 大原簿記公務員専門学校 商業実務専門課程税理士科（３年制） 平成26年9月17日 ～ 平成28年2月29日

宮崎県 オービック専門学校 商業実務専門課程情報システム科 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
オービック専門学校 商業実務専門課程マルチメディア科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

宮崎県 オービック専門学校 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9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
オービック専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

宮崎県 オービック専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成9年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

宮崎県 オービック専門学校 商業実務専門課程マルチメディア科 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
オービック専門学校 商業実務専門課程情報システム科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮崎県 オービック専門学校 商業実務専門課程情報システム科 平成13年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

宮崎県 九州保健福祉大学総合医療専門学校 医療専門課程看護学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

宮崎県 九州保健福祉大学総合医療専門学校 医療専門課程第一鍼灸学科 平成20年2月26日 ～ 平成28年3月31日 平成20年2月26日 平成28年3月31日 平成31年1月25日

宮崎県 九州保健福祉大学総合医療専門学校 医療専門課程第二鍼灸学科 平成20年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
九州保健福祉大学総合医療専門学校 医療専門課程鍼灸学科(夜間部) 平成25年4月1日 平成26年1月28日

宮崎県 九州保健福祉大学総合医療専門学校 医療専門課程鍼灸学科(夜間部) 平成29年2月28日 ～ 平成26年1月28日

（令和2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
名称変更後 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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学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名

適用年月日
告示年月日 手続き

名称変更後 変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

宮崎県 九州理工学院 工業専門課程環境景観学科 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
九州理工学院 工業専門課程環境景観緑地工学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮崎県 九州理工学院 工業専門課程環境土木工学科 平成10年12月21日 ～ 平成23年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

宮崎県 九州理工学院 工業専門課程建築環境工学科 平成10年12月21日 ～ 平成23年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

宮崎県 九州理工学院 工業専門課程環境景観緑地工学科 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

宮崎県 九州理工学院 工業専門課程環境形成工学科 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

宮崎県 県立農業大学校 農学部アグリビジネス学科 平成22年11月29日 ～ 平成30年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
県立農業大学校 農学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

宮崎県 県立農業大学校 農学部園芸学科 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

宮崎県 県立農業大学校 農学部園芸経営学科 平成22年11月29日 ～ 平成30年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
県立農業大学校 農学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

宮崎県 県立農業大学校 農学部専攻科（２年課程） 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26年1月28日

宮崎県 県立農業大学校 農学部畜産学科 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

宮崎県 県立農業大学校 農学部畜産経営学科 平成22年11月29日 ～ 平成30年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
県立農業大学校 畜産学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

宮崎県 県立農業大学校 農学部農産学科 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

宮崎県 県立農業大学校 畜産学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

宮崎県 県立農業大学校 農学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

宮崎県 国立都城病院附属看護学校 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都城病院附
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

宮崎県 国立療養所宮崎病院附属看護学校 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

宮崎県 小林看護医療専門学校 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

宮崎県 小林看護医療専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

宮崎県 サンアートアカデミー宮崎 商業実務専門課程経営情報学科 平成10年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

宮崎県 サンアートアカデミー宮崎 商業実務専門課程トラベル観光短大学科 平成10年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

宮崎県 サンアートアカデミー宮崎 文化・教養専門課程総合デザイン学科 平成10年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
宮崎レディスカレッジ 文化・教養専門課程総合デザイン学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

宮崎県 サンアートアカデミー宮崎 文化・教養専門課程米英語短大学科 平成10年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

宮崎県 サンアートアカデミー宮崎 商業実務専門課程情報メディア学科 平成14年2月27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

宮崎県 サンアートアカデミー宮崎 衛生専門課程ヘアーアート学科 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
宮崎レディスカレッジ 衛生専門課程ヘアーアート学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

宮崎県
潤和会記念病院附属宮崎リハビリテーショ
ン学院

医療専門課程理学療法学科 平成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
潤和会記念病院附属宮崎リハビリテー
ション学院

医療専門課程理学療法学科（昼間部） 平成20年4月1日 平成23年12月22日

宮崎県
潤和会記念病院附属宮崎リハビリテーショ
ン学院

医療専門課程理学療法学科（昼間部） 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
宮崎リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科（昼間部） 平成22年4月1日 平成23年12月22日

宮崎県 聖心ウルスラ学園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
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宮崎県 専門学校エムエスジーカレッジ 工業関係専門課程システム研究科 平成7年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

宮崎県 専門学校エムエスジーカレッジ 工業関係専門課程情報システム科 平成7年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
宮崎情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程情報システム科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

宮崎県 専門学校エムエスジーカレッジ 商業実務関係専門課程リゾート観光科 平成7年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
宮崎情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程リゾート観光科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

宮崎県 専門学校エムエスジーカレッジ 商業実務関係専門課程レディスビジネス科 平成7年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
宮崎情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程レディスビジネス科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

宮崎県
独立行政法人国立病院機構都城病院附属
看護学校

看護専門課程看護学科 平成16年4月1日 ～ 平成27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都城医療セ
ンター附属看護学校

看護専門課程看護学科（三年課程） 平成27年4月1日 平成28年2月29日

宮崎県
独立行政法人国立病院機構都城医療セン
ター附属看護学校

看護専門課程看護学科（三年課程） 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

宮崎県 都城看護専門学校 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
都城看護専門学校 医療専門課程看護師科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

宮崎県 都城看護専門学校 医療専門課程看護師科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

宮崎県 トライアート・カレッジ 家政専門課程洋裁科 平成8年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

宮崎県 トライアート・カレッジ 家政専門課程和裁科 平成8年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
トライアート・カレッジ 服飾・家政専門課程きもの学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

宮崎県 トライアート・カレッジ 服飾・家政専門課程きもの学科 平成9年4月1日 ～ 平成9年11月17日

宮崎県 トライアート・カレッジ 文化・教養専門課程造形デザイン学科 平成10年12月21日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
トライアート・カレッジ 文化・教養専門課程ライフデザイン学科 平成17年4月1日 平成25年1月29日

宮崎県 トライアート・カレッジ 文化・教養専門課程ライフデザイン学科 平成17年4月1日 ～ 平成25年1月29日

宮崎県 日南看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

宮崎県 延岡看護専門学校 医療専門課程看護婦（士）科 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
延岡看護専門学校 医療専門課程看護師科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

宮崎県 延岡看護専門学校 医療専門課程看護師科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

宮崎県 延岡文化服装専門学校 家政専門課程洋裁科 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
トライアート・カレッジ 家政専門課程洋裁科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

宮崎県 延岡文化服装専門学校 家政専門課程和裁科 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
トライアート・カレッジ 家政専門課程和裁科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

宮崎県 フィオーレＫＯＧＡ看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

宮崎県 藤元メディカルシステム付属医療専門学校 医療専門課程看護学科（３年課程全日制） 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

宮崎県 豊心福祉学園 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

宮崎県 南九州医療・技術＆スポーツ専門学校 文化・教養専門課程　スポーツ学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

宮崎県 南日本インターナショナル・カレッジ 商業実務専門課程国際経済科 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
南日本インターナショナル・カレッジ

商業実務専門課程トラベル観光短大学科
商業実務専門課程経営情報短大学科

平成7年4月1日 平成7年11月30日

宮崎県 南日本インターナショナル・カレッジ 商業実務専門課程経営情報短大学科 平成7年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
サンアートアカデミー宮崎 商業実務専門課程経営情報学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

宮崎県 南日本インターナショナル・カレッジ 商業実務専門課程トラベル観光短大学科 平成7年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
サンアートアカデミー宮崎 商業実務専門課程トラベル観光短大学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

宮崎県 南日本インターナショナル・カレッジ 文化・教養専門課程米英語短大学科 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
サンアートアカデミー宮崎 文化・教養専門課程米英語短大学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

宮崎県 南日本インターナショナル・カレッジ 文化・教養専門課程総合デザイン学科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
サンアートアカデミー宮崎 文化・教養専門課程総合デザイン学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日
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宮崎県 都城コアカレッジ 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3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
都城コアカレッジ 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

宮崎県 都城コアカレッジ 工業専門課程情報デザイン科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

宮崎県 都城コアカレッジ 商業実務専門課程メディケアビジネス科 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
都城コアカレッジ 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮崎県 都城コアカレッジ 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

宮崎県 都城コアカレッジ 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

宮崎県 都城コンピュータ・福祉医療専門学校 工業専門課程総合情報学科 平成11年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
都城コンピュータ・福祉医療専門学校 工業専門課程情報デザイン科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

宮崎県 都城コンピュータ・福祉医療専門学校 工業専門課程ハイパーメディア工学科 平成11年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

宮崎県 都城コンピュータ・福祉医療専門学校 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13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
都城コンピュータ・福祉医療専門学校 商業実務専門課程福祉医療ビジネス学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮崎県 都城コンピュータ・福祉医療専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成13年3月1日 ～ 平成20年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
都城コアカレッジ 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

宮崎県 都城コンピュータ・福祉医療専門学校 商業実務専門課程福祉医療ビジネス学科 平成13年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
都城コンピュータ・福祉医療専門学校 商業実務専門課程メディケアビジネス科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

宮崎県 都城コンピュータ・福祉医療専門学校 工業専門課程情報デザイン科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
都城コアカレッジ 工業専門課程情報デザイン科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

宮崎県 都城コンピュータ・福祉医療専門学校 商業実務専門課程メディケアビジネス科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
都城コアカレッジ 商業実務専門課程メディケアビジネス科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

宮崎県 都城コンピュータ専門学校 工業専門課程ＯＡビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

宮崎県 都城コンピュータ専門学校 工業専門課程ＳＥ専攻科 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

宮崎県 都城コンピュータ専門学校 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

宮崎県 都城コンピュータ専門学校 工業専門課程総合情報学科 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
都城コンピュータ・福祉医療専門学校 工業専門課程総合情報学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

宮崎県 都城コンピュータ専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス学科 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
都城コンピュータ・福祉医療専門学校 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

宮崎県 都城コンピュータ専門学校 工業専門課程ハイパーメディア工学科 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
都城コンピュータ・福祉医療専門学校 工業専門課程ハイパーメディア工学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

宮崎県 都城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

宮崎県 都城情報処理専門学校 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

宮崎県 都城情報処理専門学校 商業実務専門課程情報事務科 平成9年11月17日 ～ 平成21年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

宮崎県 都城デンタルコアカレッジ 医療専門課程歯科衛生士科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

宮崎県 都城洋香看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

宮崎県 都城洋香看護専門学校 医療専門課程看護学科（３年） 平成14年2月27日 ～ 平成25年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
藤元メディカルシステム付属医療専門学
校

医療専門課程看護学科（３年課程全日制） 平成25年4月1日 平成26年1月28日

宮崎県 都城文化服装専門学校 服装専門課程洋裁師範科昼間部 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

宮崎県 都城文化服装専門学校 服装専門課程和裁師範科（昼間部） 平成9年11月17日 ～ 平成25年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

宮崎県 宮崎医療管理専門学校 医療管理専門課程医療秘書科 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
宮崎医療管理専門学校 医療管理専門課程医療情報管理科 平成13年4月1日 平成17年12月26日
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宮崎県 宮崎医療管理専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
宮崎医療管理専門学校

教育・社会福祉専門課程　介護福祉科（２
年）

平成18年3月31日 平成30年2月28日

宮崎県 宮崎医療管理専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科 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
宮崎医療管理専門学校

教育・社会福祉専門課程　社会福祉科（２
年）

平成18年3月31日 平成30年2月28日

宮崎県 宮崎医療管理専門学校 医療管理専門課程医療情報管理科 平成13年4月1日 ～ 平成17年12月26日

宮崎県 宮崎医療管理専門学校 社会福祉専門課程保育科 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
宮崎医療管理専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育科（２年） 平成18年3月31日 平成30年2月28日

宮崎県 宮崎医療管理専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉科（２年） 平成18年4月1日 ～ 平成30年2月28日

宮崎県 宮崎医療管理専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉科（２年） 平成18年4月1日 ～ 平成30年2月28日

宮崎県 宮崎医療管理専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育科（２年） 平成18年4月1日 ～ 平成30年2月28日

宮崎県 宮崎医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
宮崎医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

宮崎県 宮崎医療福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
宮崎医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

宮崎県 宮崎医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

宮崎県 宮崎医療福祉専門学校 医療専門課程看護科 平成7年11月30日 ～ 平成15年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

宮崎県 宮崎医療福祉専門学校 商業実務専門課程福祉情報科 平成13年3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

宮崎県 宮崎医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

宮崎県 宮崎医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科 平成15年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

宮崎県 宮崎医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程福祉共生学科 平成16年2月17日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

宮崎県 宮崎医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療福祉事務学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
宮崎医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

宮崎県 宮崎医療福祉専門学校 医療専門課程看護学科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

宮崎県 宮崎医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成17年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成17年12月26日
名称変

更
宮崎医療福祉専門学校

商業実務専門課程　医療事務学科（２年
制）

平成31年4月1日 令和2年2月29日

宮崎県 宮崎医療福祉専門学校 医療専門課程理学療法士養成学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

宮崎県 宮崎医療福祉専門学校 商業実務専門課程　医療事務学科（２年制） 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

宮崎県 宮崎看護専門学校 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
宮崎看護専門学校 医療専門課程看護師学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

宮崎県 宮崎看護専門学校 医療専門課程看護師学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

宮崎県 宮崎サザンビューティ美容専門学校 衛生関係専門課程トータルビューティ科（２年） 平成19年2月1日 ～ 平成27年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
宮崎サザンビューティ美容専門学校

衛生専門課程トータルビューティ科（２年
制）

平成27年4月1日 平成28年2月29日

宮崎県 宮崎サザンビューティ美容専門学校 衛生関係専門課程美容昼間課程専門科 平成19年2月1日 ～ 平成27年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
宮崎サザンビューティ美容専門学校 衛生専門課程美容昼間課程専門科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

宮崎県 宮崎サザンビューティ美容専門学校 衛生専門課程トータルビューティ科（２年制） 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

宮崎県 宮崎サザンビューティ美容専門学校 衛生専門課程美容昼間課程専門科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

宮崎県 宮崎歯科技術専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

宮崎県 宮崎歯科技術専門学校 医療専門課程歯科技工士科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日
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宮崎県 宮崎情報ビジネス医療専門学校 教育・社会福祉専門課程　子ども未来科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28ｊ日

宮崎県 宮崎情報ビジネス医療専門学校 工業専門課程　情報システム科（２年制） 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28ｊ日

宮崎県 宮崎情報ビジネス医療専門学校 商業実務専門課程　医療管理科 平成29年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成30年2月28ｊ日 廃止 平成31年4月1日 令和2年2月29日

宮崎県 宮崎情報ビジネス医療専門学校 商業実務専門課程　医療事務科（２年制） 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28ｊ日

宮崎県 宮崎情報ビジネス医療専門学校 商業実務専門課程　診療情報管理士科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28ｊ日

宮崎県 宮崎情報ビジネス医療専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28ｊ日

宮崎県 宮崎情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程システム研究科 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
専門学校エムエスジーカレッジ 工業関係専門課程システム研究科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

宮崎県 宮崎情報ビジネス専門学校 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
専門学校エムエスジーカレッジ 工業関係専門課程情報システム科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

宮崎県 宮崎情報ビジネス専門学校 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 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

宮崎県 宮崎情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程リゾート観光科 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
専門学校エムエスジーカレッジ 商業実務関係専門課程リゾート観光科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

宮崎県 宮崎情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程レディスビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校エムエスジーカレッジ 商業実務関係専門課程レディスビジネス科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

宮崎県 宮崎情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程情報システム科 平成11年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
宮崎情報ビジネス専門学校

工業関係専門課程情報システム科（２年
制）

平成18年4月1日 平成19年2月22日

宮崎県 宮崎情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程リゾート観光科 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

宮崎県 宮崎情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程レディスビジネス科 平成11年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
宮崎情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程医療福祉科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

宮崎県 宮崎情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程医療福祉科 平成13年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
宮崎情報ビジネス専門学校

商業実務関係専門課程医療事務科（２年
制）

平成20年4月1日 平成21年2月27日

宮崎県 宮崎情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程情報システム科（２年制） 平成18年4月1日 ～ 平成26年9月16日 平成19年2月22日
名称変

更
宮崎情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム科（２年制） 平成26年9月17日 平成28年2月29日

宮崎県 宮崎情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程医療管理科 平成19年2月1日 ～ 平成26年9月16日 平成19年2月22日
名称変

更
宮崎情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療管理科 平成26年9月17日 平成28年2月29日

宮崎県 宮崎情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程総合ビジネス科 平成19年2月1日 ～ 平成26年9月16日 平成19年2月22日
名称変

更
宮崎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26年9月17日 平成28年2月29日

宮崎県 宮崎情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程医療事務科（２年制） 平成20年4月1日 ～ 平成26年9月16日 平成21年2月27日
名称変

更
宮崎情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療事務科（２年制） 平成26年9月17日 平成28年2月29日

宮崎県 宮崎情報ビジネス専門学校 教育・社会福祉専門課程子ども未来科 平成28年2月29日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
宮崎情報ビジネス医療専門学校 教育・社会福祉専門課程　子ども未来科 平成29年3月31日 平成30年2月28ｊ日

宮崎県 宮崎情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム科（２年制） 平成26年9月17日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
宮崎情報ビジネス医療専門学校 工業専門課程　情報システム科（２年制） 平成29年3月31日 平成30年2月28ｊ日

宮崎県 宮崎情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療管理科 平成26年9月17日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
宮崎情報ビジネス医療専門学校 商業実務専門課程　医療管理科 平成29年3月31日 平成30年2月28ｊ日

宮崎県 宮崎情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療事務科（２年制） 平成26年9月17日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
宮崎情報ビジネス医療専門学校 商業実務専門課程　医療事務科（２年制） 平成29年3月31日 平成30年2月28ｊ日

宮崎県 宮崎情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程診療情報管理士科 平成28年2月29日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
宮崎情報ビジネス医療専門学校 商業実務専門課程　診療情報管理士科 平成29年3月31日 平成30年2月28ｊ日

宮崎県 宮崎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26年9月17日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
宮崎情報ビジネス医療専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス科 平成29年3月31日 平成30年2月28ｊ日

宮崎県 宮崎スポーツトレーナー学院 専門課程スポーツトレーナー学科 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
宮崎スポーツトレーナー学院

文化・教養専門課程スポーツトレーナー学
科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

宮崎県 宮崎スポーツトレーナー学院 文化・教養専門課程スポーツトレーナー学科 平成22年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
南九州医療・技術＆スポーツ専門学校 文化・教養専門課程　スポーツ学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

宮崎県 宮崎調理師専門学校 衛生専門課程調理師専攻科 平成14年2月27日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
宮崎調理製菓専門学校 衛生専門課程調理師専攻科２年コース 平成19年4月1日 平成20年2月26日
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位 置 専　修　学　校　名 課　程　名
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宮崎県 宮崎調理製菓専門学校 衛生専門課程調理師専攻科２年コース 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

宮崎県 宮崎ドレスメーカー専門学校 家政専門課程服飾専科 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

宮崎県 宮崎ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程医療マネジメント科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月8日

宮崎県 宮崎ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月8日

宮崎県 宮崎ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程初級公務員専攻科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

宮崎県 宮崎ビジネスコンピュータ専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
宮崎ビジネスコンピュータ専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

宮崎県 宮崎ビジネスコンピュータ専門学校 商業実務専門課程コンピュータ経理科 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
宮崎ビジネスコンピュータ専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

宮崎県 宮崎ビジネス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
宮崎ビジネスコンピュータ専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

宮崎県 宮崎ビジネスコンピュータ専門学校 商業実務専門課程短大ビジネス科 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

宮崎県 宮崎ビジネスコンピュータ専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 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
宮崎ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

宮崎県 宮崎ビジネスコンピュータ専門学校 商業実務専門課程医療マネジメント科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
宮崎ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程医療マネジメント科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

宮崎県 宮崎美容専門学校 専門課程美容科 平成12年2月8日 ～ 平成17年9月30日 平成12年2月8日
名称変

更
宮崎美容専門学校 専門課程美容科昼間課程 平成17年10月1日 平成19年2月22日

宮崎県 宮崎美容専門学校 専門課程美容科昼間課程 平成17年10月1日 ～ 平成19年2月22日

宮崎県 宮崎福祉医療カレッジ 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

宮崎県 宮崎福祉医療カレッジ 教育・社会福祉専門課程福祉総合学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

宮崎県 宮崎ブライダル&医療専門学校 家政専門課程ブライダルビジネス科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

宮崎県 宮崎ブライダル&医療専門学校 商業実務専門課程医療ライセンス科 平成23年12月22日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
宮崎ブライダル&医療専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

宮崎県 宮崎ブライダル&医療専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

宮崎県 宮崎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26年9月16日 平成17年12月26日
名称変

更
宮崎ペットワールド専門学校 文化教養専門課程動物看護師学科 平成26年9月17日 平成28年2月29日

宮崎県 宮崎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26年9月16日 平成17年12月26日
名称変

更
宮崎ペットワールド専門学校 文化教養専門課程動物健康管理学科 平成26年9月17日 平成28年2月29日

宮崎県 宮崎ペットワールド専門学校 文化教養専門課程動物看護師学科 平成26年9月17日 ～ 平成28年2月29日

宮崎県 宮崎ペットワールド専門学校 文化教養専門課程動物健康管理学科 平成26年9月17日 ～ 平成28年2月29日

宮崎県 宮崎保健福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

宮崎県 宮崎保健福祉専門学校 医療専門課程作業療法学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

宮崎県 宮崎マルチメディア専門学校 家政専門課程ファッションアカデミー科 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
宮崎マルチメディア専門学校 家政専門課程ビューティプランナー科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

宮崎県 宮崎マルチメディア専門学校 商業実務専門課程医療マネジメント科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

宮崎県 宮崎マルチメディア専門学校 商業実務専門課程情報テクニカル科 平成15年2月19日 ～ 平成24年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
宮崎マルチメディア専門学校 商業実務専門課程情報システム科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

宮崎県 宮崎マルチメディア専門学校 家政専門課程ビューティプランナー科 平成17年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
宮崎マルチメディア専門学校 家政専門課程ブライダル科 平成19年4月1日 平成21年2月27日
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宮崎県 宮崎マルチメディア専門学校 家政専門課程ブライダル科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
宮崎マルチメディア専門学校 家政専門課程ビューティーライセンス科 平成22年4月1日 平成23年12月22日

宮崎県 宮崎マルチメディア専門学校 家政専門課程ビューティーライセンス科 平成21年4月1日 ～ 平成23年12月22日

宮崎県 宮崎マルチメディア専門学校 商業実務専門課程CGデザイン科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

宮崎県 宮崎マルチメディア専門学校 商業実務専門課程Webクリエイター科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

宮崎県 宮崎マルチメディア専門学校 商業実務専門課程情報システム科 平成24年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
宮崎マルチメディア専門学校 商業実務専門課程ITビジネス科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

宮崎県 宮崎マルチメディア専門学校 商業実務専門課程ITビジネス科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

宮崎県 宮崎ユニバーサル・カレッジ 工業分野専門課程建築学科 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
宮崎ユニバーサル・カレッジ 工業専門課程建築学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

宮崎県 宮崎ユニバーサル・カレッジ 工業分野専門課程航空工学科 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
宮崎ユニバーサル・カレッジ 工業専門課程航空工学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

宮崎県 宮崎ユニバーサル・カレッジ 工業分野専門課程システム制御科 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
宮崎ユニバーサル・カレッジ 工業専門課程システム制御科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

宮崎県 宮崎ユニバーサル・カレッジ 工業分野専門課程自動車工学科 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
宮崎ユニバーサル・カレッジ 工業専門課程自動車工学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

宮崎県 宮崎ユニバーサル・カレッジ 工業分野専門課程情報システム科 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
宮崎ユニバーサル・カレッジ 工業専門課程情報システム科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

宮崎県 宮崎ユニバーサル・カレッジ 教育・社会福祉専門課程福祉・幼児教育学科 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

宮崎県 宮崎ユニバーサル・カレッジ 工業専門課程建築学科 平成7年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
宮崎ユニバーサル・カレッジ 工業専門課程建築ＣＡＤデザイン学科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

宮崎県 宮崎ユニバーサル・カレッジ 工業専門課程航空工学科 平成7年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
宮崎ユニバーサル・カレッジ

工業専門課程航空工学科（エアポートサー
ビスコース）

平成19年4月1日 平成21年2月27日

宮崎県 宮崎ユニバーサル・カレッジ 工業専門課程システム制御科 平成7年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
宮崎ユニバーサル・カレッジ 工業専門課程情報通信学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

宮崎県 宮崎ユニバーサル・カレッジ 工業専門課程自動車工学科 平成7年4月1日 ～ 平成7年11月30日

宮崎県 宮崎ユニバーサル・カレッジ 工業専門課程情報システム科 平成7年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

宮崎県 宮崎ユニバーサル・カレッジ 工業専門課程情報通信学科 平成9年4月1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

宮崎県 宮崎ユニバーサル・カレッジ 商業実務専門課程キャリアレディス科 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

宮崎県 宮崎ユニバーサル・カレッジ
教育・社会福祉専門課程国際ボランティアコーディ
ネーター学科

平成13年3月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

宮崎県 宮崎ユニバーサル・カレッジ 工業専門課程総合設備工学科 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

宮崎県 宮崎ユニバーサル・カレッジ 工業専門課程建築ＣＡＤ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

宮崎県 宮崎ユニバーサル・カレッジ 工業専門課程情報メディア学科 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

宮崎県 宮崎ユニバーサル・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

宮崎県 宮崎ユニバーサル・カレッジ
工業専門課程航空工学科（エアポートサービス
コース）

平成19年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

宮崎県 宮崎ユニバーサル・カレッジ 工業専門課程航空工学科（整備士コース） 平成22年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

宮崎県 宮崎リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科（昼間部） 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
宮崎リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

宮崎県 宮崎リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科（昼間部） 平成22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
宮崎リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日
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宮崎県 宮崎リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科（夜間部） 平成23年12月22日 ～ 平成28年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

宮崎県 宮崎リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科 平成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3月31日

宮崎県 宮崎リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

宮崎県 宮崎レディスカレッジ 衛生専門課程ヘアーアート学科 平成19年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

宮崎県 宮崎レディスカレッジ 文化・教養専門課程キャリア養成学科２年コース 平成20年2月26日 ～ 平成26年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

宮崎県 宮崎レディスカレッジ 文化・教養専門課程総合デザイン学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日
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