沿革
宮崎高等農林学校

（大正 13.9.25 設立）

宮崎県尋常師範学校

宮崎県実業補習学校

（明治 17.11.17 設立）

宮崎農林専門学校

（昭和 19.4.1 改称）

宮崎師範学校（官立）

（昭和 10.4.1 改称）

宮崎県女子師範学校

（大正 15.4.1 分離独立）

（昭和 19.4.1 改称）

旧宮崎大学

学芸学部

教育学部

（昭和 41.4.1 改称）

教育文化学部
（平成 11.4.1 改組）

工学部

専攻科

大学院

宮崎県工業専門学校

（昭和 19.8.29 改称）

宮崎青年師範学校（官立）

（昭和 18.4.1 統合改称）

農学部

（昭和 19.2.26 設立）

宮崎県青年学校教員養成所

宮崎師範学校

（明治 31.4.1 改称）

宮崎県高等工業学校

教員養成所

（大正 11.3.10 設立）

（昭和 24.5.31 設置）

農学科
林学科
畜産学科
農林生産学科（平成元 .4.1 改組）
獣医学科
生物資源利用学科（平成元 .4.1 改組）
農業化学科
動物生産学科（平成元 .4.1 改組）
水産学科（昭和 26.4.1 設置）
水産増殖学科（昭和 44.4.1 改組）
総合農学科（昭和 28.4.1 設置）
獣医学科
農業工学科（昭和 38.4.1 改組）
草地学科（昭和 46.4.1 設置）
附属農場
学内農場
附属自然共生フィールド
住吉牧場
科学教育研究センター
附属演習林
（平成 13.4.1 設置）
田野演習林
串間演習林（大納・崎田 昭和 48.10.31 設置）
附属家畜病院（昭和 28.8.1 設置）
附属水産実験所（昭和 47.5.1 設置）
附属農業博物館（平成 10.4.9 設置）
2 年課程（昭和 39.3.31 廃止）
4 年課程
小学校教員養成課程（昭和 39.4.1 改称）
中学校教員養成課程（昭和 39.4.1 改称）
養護学校教員養成課程（昭和 44.4.1 設置）
幼稚園教員養成課程（昭和 49.4.1 設置）
特別教科（理科）教員養成課程（昭和 41.4.1 設置）
特別教科（音楽）教員養成課程（昭和 29.4.1 設置）
人文社会課程（平成元 .4.1 設置）
学校教育課程（平成 11.4.1 設置）
地域文化課程（平成 11.4.1 設置）
生活文化課程（平成 11.4.1 設置）
社会システム課程（平成 11.4.1 設置）
機械工学科
工業化学科
土木工学科
電気工学科（昭和 36.4.1 設置）
電子工学科（昭和 61.4.1 設置）
応用物理学科（昭和 41.4.1 設置）
情報工学科（平成 2.4.1 設置）
農学専攻科（昭和 48.4.1 廃止）
教育専攻科（平成 6.4.1 廃止）
工学専攻科（昭和 51.4.1 廃止）
農学研究科（修士課程）（昭和 42.6.1 設置）
教育学研究科（修士課程）（平成 6.4.1 設置）
工学研究科（修士課程）（昭和 51.4.1 設置）

食料生産科学科（平成 12.4.1 改組）
生物環境科学科（平成 12.4.1 改組）
地域農業システム学科（平成 12.4.1 改組）
応用生物科学科（平成 12.4.1 改組）
獣医学科
木花フィールド（農場）
住吉フィールド（牧場）
田野フィールド（演習林）
延岡フィールド（水産実験所）

附属小学校（昭和 26.4.1 設置）
附属中学校（昭和 26.4.1 設置）
附属幼稚園（昭和 42.6.1 設置）
附属教育実践研究指導センター（平成 3.4.12 設置）
附属教育実践総合センター（平成 14.4.1 改組）

物質工学科（平成 4.4.1 改組）
電気電子工学科（平成 4.4.1 改組）
土木環境工学科（平成 4.4.1 改組）
機械システム工学科（平成 4.4.1 改組）

材料物理工学科（平成 11.4.1 改組）
物質環境化学科（平成 11.4.1 改組）

情報システム工学科（平成 11.4.1 改組）

工学研究科（博士前期課程）（平成 8.4.1 改組）

工学研究科（博士後期課程）（平成 8.4.1 設置）
鹿児島大学大学院連合農学研究科（博士課程）（昭和 63.4.1 構成大学として参加）
山口大学大学院連合獣医学研究科（博士課程）（平成 2.4.1 構成大学として参加）
別科

畜産別科（昭和 34.4.1 設置）

附属図書館
保健管理センター（昭和 53.4.1 設置）
地域共同研究センター（平成 6.6.24 設置）
生涯学習教育研究センター（平成 7.4.1 設置）
機器分析センター（平成 7.4.1 設置）
遺伝子実験施設（平成 9.4.1 設置）

フロンティア科学実験総合センター（平成 15.4.1 設置）
国立医科大学（宮崎県）

創設準備室（昭和 48.10.1 設置）

宮崎医科大学
医学部
大学院

医学科（昭和 49.6.7 設置）
医学研究科（博士課程）（昭和 55.4.1 設置）

医学研究科医科学専攻（修士課程）（平成 15.4.1 設置）

附属図書館
保健管理センター（昭和 61.4.22 設置）
動物実験施設（昭和 55.4.1 設置）
実験実習機器センター（平成 6.5.20 設置）
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（昭和 49.6.7 設置）

看護学科（平成 13.4.1 設置）
附属病院創設準備室（昭和 50.4.1 設置）

フロンティア科学実験総合センター（平成 15.4.1 設置）

医学部附属病院

（昭和 52.4.18 設置）
（昭和 52.10.31 開院）

新宮崎大学

（平成 15.10.1 統合）

国立大学法人宮崎大学
教育文化学部

教育文化学部

学校教育課程

社会システム課程
附属小学校
附属中学校

人間社会課程（平成 20.4.1 改組）

附属教育実践総合センター
附属幼稚園

（平成28.4.1改称）
医学科

医学部

附属中学校

附属病院
材料物理工学科

工学部

看護学科
附属病院

環境応用化学科（平成24.4.1改組）

物質環境化学科

社会環境システム工学科（平成24.4.1改組）

電気電子工学科

環境ロボティクス学科（平成24.4.1改組）

土木環境工学科

機械設計システム工学科（平成24.4.1改組）

機械システム工学科

電子物理工学科（平成24.4.1改組）

情報システム工学科

電気システム工学科（平成24.4.1改組）
情報システム工学科（平成24.4.1改組）

材料物理工学科

工学部

物質環境化学科
電気電子工学科

附属教育協働開発センター
（平成 25.10.1 改組）

附属小学校

看護学科

医学科

医学部

学校教育課程（平成 20.4.1 改組）

地域文化課程
社会システム課程
学校教育課程

教育学部

附属幼稚園
附属教育実践総合センター

学校教育課程
生活文化課程

地域文化課程
生活文化課程

（平成 16.4.1 法人化）

農学部

土木環境工学科
機械システム工学科
情報システム工学科

食料生産科学科

植物生産環境科学科（平成 22.4.1 改組）

生物環境科学科

森林緑地環境科学科（平成 22.4.1 改組）

地域農業システム学科

応用生物科学科（平成 22.4.1 改組）

応用生物科学科

海洋生物環境学科（平成 22.4.1 改組）

獣医学科

畜産草地科学科（平成 22.4.1 改組）
獣医学科（平成 22.4.1 改組）
木花フィールド（農場）

附属フィールド科学教育
研究センター

食料生産科学科

農学部

生物環境科学科

住吉フィールド（牧場）

（平成 22.10.1 改称）

地域農業システム学科

田野フィールド（演習林）
延岡フィールド（水産実験所）

応用生物科学科
附属家畜病院

獣医学科

附属動物病院（平成 19.4.1 改称）

附属農業博物館
地域資源創成学科

地域資源創成学部
附属自然共生フィールド
科学教育研究センター

（平成 28.4.1 設置）

大学院

木花フィールド（農場）

医学系研究科（修士課程） 医科学看護学研究科（修士課程）
（平成22.4.1改称）

田野フィールド（演習林）

工学研究科（博士前期課程） 工学研究科（修士課程）
（平成19.4.1改称）

附属家畜病院

工学研究科（博士後期課程）（平成 19.4.1 廃止）

附属農業博物館

地域資源創成学研究科（修士課程）（令和2.4.1 設置）
附属地域資源情報活用センター（令和2.4.1 設置）

医学研究科医科学専攻（修士課程）

（平成22.4.1設置）
（修士課程）
（平成26.4.1設置）
医学獣医学総合研究科（博士課程）

医学研究科（博士課程）

農学工学総合研究科（博士後期課程）（平成 19.4.1 設置）

工学研究科（博士前期課程）

鹿児島大学大学院連合農学研究科（博士課程）（平成 19.4.1 離脱）

工学研究科（博士後期課程）

山口大学大学院連合獣医学研究科（博士課程）
別科

畜産別科

附属図書館・医学分館
保健管理センター
地域共同研究センター
生涯学習教育研究センター

山口大学大学院連合獣医学研究科（博士課程）（平成 22.4.1 離脱）
別科

畜産別科
産学連携センター

産学・地域連携センター

生涯学習教育研究センター

教育研究・地域連携センター

教育・学生支援センター

フロンティア科学実験総合センター

フロンティア科学総合研究センター

地域共同研究センター

産学連携支援センター
（平成 18.4.1 改組）

（平成 19.4.1 改称）
（平成19.4.1改組）

（平成22.10.1改組）
（令和2.4.1改組）

（平成22.10.1改組）

（令和2.1.1改組）

大学教育研究企画センター
国際連携センター（平成 18.4.1 設置）

フロンティア科学実験総合センター

産業動物防疫リサーチセンター（平成 23.10.1 設置）

総合情報処理センター（平成 15.10.1 設置）

語学教育センター（平成 25.7.1 設置）

大学教育研究企画センター（平成 15.10.1 設置）

（平成28.4.1改組）

農学研究科（修士課程）（平成 26.4.1 改組）

教育学研究科（修士課程）

鹿児島大学大学院連合農学研究科（博士課程）

（平成26.4.1廃止）

医学系研究科（博士課程）（平成 22.4.1 廃止）

延岡フィールド（水産実験所）

農学研究科（修士課程）

教育学研究科（専門職学位課程）（平成 20.4.1 設置）（令和2.4.1 改組）
看護学研究科（修士課程）（平成 26.4.1 設置）

住吉フィールド（牧場）

大学院

教育学研究科（修士課程）（令和2.4.1 廃止）

IR 推進センター（平成 25.10.1 設置）

（令和2.1.1改称）

安全衛生保健センター

保健管理センター
障がい学生支援室（平成 27.4.1 設置）
総合情報処理センター

多言語多文化教育研究センター

情報化推進組織

（平成17.4.1改組）
（令和2.1.1改組）

情報戦略室

（平成19.8.1設置）

情報支援センター

情報統括機構 情報基盤センター

（平成22.10.1改組）

（平成19.11.1設置）

学術情報統括機構
附属図書館・医学分館

情報基盤センター

（令和2.1.1配置）

附属図書館・医学分館

（令和2.1.1配置）
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