


・ ・ ・

・理学療法士国家試験受験資格
・初級障がい者スポーツ指導員
・福祉住環境コーディネーター
・学士（放送大学）

・歯科衛生士国家試験受験資格
・医療事務技能審査試験「歯科」
・介護福祉士実務者研修修了者
 （通信課程）

・応用情報技術者試験
・基本情報技術者試験
・ 情報セキュリティマネジメ
ント試験
・ ITパスポート
試験
・ 情報デザイン
試験
・情報活用試験

・ 医療事務技能審査試験
（医科・歯科）
・ 医師事務作業補助者検定
試験
・ 調剤報酬請求事
務技能認定
・ 介護事務管理士
・ 登録販売者

・ 介護福祉士国家試験受験
資格
・ ハートセイバーファースト
エイドCPR AED
・メイクセラピー検定
・ 福祉住環境コーデ
ィネーター
・全国手話検定
・心理学検定
・介護事務管理士

都城コアカレッジ

都城デンタルコアカレッジ 都城リハビリテーション学院
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本学園は都城市と全国に展開するコア学園グループに
よる公私協力方式の専門学校です。

都城コア学園　理事長

児 玉 隆 次

都城市長

池 田 宜 永

都城コア学園は、本市との「公私協力方式」により開設され、設立以来、多く
の優秀な人材を当圏域に輩出されております。昨今の、人工知能、５Ｇ、再生医
療、介護ロボットといった最先端技術の登場が私たちの生活環境や働き方、価
値観を大きく変えようとしている中、本市においても、令和２年度にデジタル化
推進宣言2.0を行い、あらゆる分野におけるＩＣＴ化の推進に注力しております。
また、本市は、医療体制の充実と介護予防の推進による健康寿命の延伸を目指
しており、皆さんが、この地域で医療・介護・保健を学ぶことを選択されること
は、大変意義深いものであります。
学生時代は、自らが最も成長できる時期です。都城コア学園において新しい

技術を習得し、それぞれの夢に向かって挑戦しましょう。「挑戦なくして成長な
し」という考えのもと、様々な課題に“本気で挑戦”していく本市におきましても、
都城コア学園は、ともに挑戦して成長していく貴重なパートナーとなっていま
す。
都城市は、この学び舎で目標に向かって研鑽されることを選んだ皆さんを応援

するとともに、将来の都城圏域を担うスペシャリストとして、大いに活躍されるこ
とを期待しています。

都城コア学園は、3校で構成され、1校目は、昭和 63年に、都城市と㈱コア
との、公私協力で、「都城コンピュータ専門学校」を開校し、平成11年には介護
福祉学科を開設。校名を「都城コアカレッジ」に変更し、地育地活のスローガン
のもと、1550 名以上の卒業生を輩出してきました。
2校目の都城デンタルコアカレッジは 3年課程の歯科衛生士養成校であり、

平成 20 年に開校。都城歯科医師会と連携し、高い国家試験合格率を上げ、優
秀な歯科衛生士を輩出してきました
3 校目の都城リハビリテーション学院は、宮崎県初 4 年制専門学校で、理学

療法士養成校として平成 30 年に開校。土地、建物は、旧都城医師会病院の広
大な跡地を活用、充実した講師陣、先進的な機器など万全の教育環境が整って
います。今後、優秀な理学療法士を地域に輩出します。
本学園は、超高齢社会の時代に、活用できる人材を育成し、地域に貢献しま

す。これからも、都城コア学園をよろしくお願い致します。
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Miyakonojo Core College 
学科紹介
introduction

ＩＣＴエンジニア科 ◆修業年限：2年　◆募集定員：30名（男女）

社会に存在するさまざまなシステムやソフトウェアをプ
ログラミングするお仕事です。

システム設計書を作成し、プログラマに指示を出すお仕
事です。

Webサイト（ホームページ）を、動画や音声等を効果的
に使いながらデザインするお仕事です。

lege 
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文部科学省「職業実践専門課程」認定
文部科学大臣「専門士」認定

令和2年度 就職率100％

ETロボコン大会 エントリークラ
ス

2002年から開催され、今年で20回目となる大会で、技術
教育の機会を提供することを目的としたロボットコンテスト。同
じロボットで、コース走行タイムを競うプログラムの大会です。

本校で学ぶことで、システムエンジニア・プログラマ・ＷＥＢエンジニア・ネットワー
クエンジニア・組込みエンジニアなど多岐に渡る職業に就くことが可能です。また、株
式会社コア（東証一部上場企業）への優先的就職制度もあります

POINT

03

在学中に以下の３種類の資格取得を目指します。
〇　１年後期　ＩＴパスポート試験
〇　２年前期　基本情報技術者試験（午前試験免除制度あり）
〇　２年後期　応用情報技術者試験 ｏｒ 情報セキュリティマネジメント試験

POINT

02

ＩＣＴエンジニア科では、2016年からＥＴロボコン大会に出場しています。
ＥＴロボコン大会への取り組みを通じて、チームで考え、計画し、実行を繰り返し

ながら問題解決能力を身に付けます。

POINT

01
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Miyakonojo Core College 

医療ビジネス科 ◆修業年限：2年　◆募集定員：20名（女子）

分　野 職　種 就職先

医療系 医療事務
医師事務作業補助

病院・クリニック
歯科医院

調剤系 調剤薬局事務
登録販売者

調剤薬局
ドラッグストア

介護系 介護事務 介護保険施設

e 
学科紹介
introduction
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文部科学省「職業実践専門課程」認定
文部科学大臣「専門士」認定

令和2年度 地元就職率100％

●　 医療事務（医科・歯科）、医師事務作業補助、調剤事務、介護事
務に関する資格

●　今、注目の公的資格である登録販売者
●　Word、Excel、秘書検定などの資格取得もできる

POINT

01

●　病院実習で実際の業務の流れを学ぶ
●　医療機関で使われているソフトによる医事コンピュータ、電子カルテ
●　病院見学、調剤薬局見学
●　介護福祉科との連携による福祉用具の実習

POINT

02

●　地元への就職はもちろん、県外への就職も可能
●　資格を持っていれば、全国どこでも通用する
●　ライフスタイルに合わせて働くことができるので、女性にとっては魅力的

POINT

03

車イス実習 薬局見学 病院見学 実習報告会
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Miyakonojo Core College 
学科紹介
introduction

介護福祉科 ◆修業年限：2年　◆募集定員：25名（男女）

① 国家資格
②  取得の近道!!
　 本校（介護福祉士養成施設）で学ぶこと。
　 ２年間で取得可能。
③ 介護福祉士を取得してからステップアップができる。
•認定介護福祉士
・社会福祉士
・ケアマネージャー　　等
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文部科学省認定「職業実践専門課程」
文部科学大臣認定　「専門士」

厚生労働大臣指定「介護福祉士養成校」

令和2年度 地元就職率100％

介護福祉士の魅力発信！

宮崎県と宮崎県介護福祉士会、そして宮崎県介護福祉士を養成する
学校が協力して制作した「介護」の魅力を伝える情報番組。2020年
9月29日放送回に本校の教員も出演し、介護の魅力を発信しました。

介護福祉士を希望する方を対象に、学費の負担を軽減できる公的制度が充実。
　①　宮崎県就学資金貸付制度
　②　鹿児島県就学資金貸付制度
　③　介護福祉士養成科（長期職業訓練）

POINT

01

生活を支える便利な機械や道具を使った最新技術を学ぶことができる。
　〇　床走行リフト
　〇　モジュール型車いす
　〇　スライディングシート・スライディングボード　等

POINT

02

地域に必要な専門職を育てるため、宮崎県や都城市をはじめ、さまざまな団体と　　
協力・連携を行っています。
〈協力施設〉　 あさぎり園、大淀福祉会、きりしまの園、グリーンホーム、けあらいふ正寿の杜、恵寿苑、常緑

会、すこやか苑、すこやかセンターこばやし、すみよしの里、高城園、高原ナーシングホーム、
白寿園、はまゆう、ほほえみの園、まりあ、都城市社会福祉協議会、宮崎県介護福祉士会、
輪光無量寿園、陽光の里（敬称略・あいうえお順）

POINT

03
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Miyakonojo  Dental Core College 

歯科医師とともに歯科医師を援助し、人々の歯科保健の
向上とその推進のために、医療（臨床）、保健（公衆衛生）、
福祉（介護）の場面でいろいろな仕事（業務）を行う専門的
な職種です。
歯科衛生士の業務は、次の3つです。
1.歯科医師の指導のもとでの歯科予防処置
2.歯科診療補助
3.歯科衛生士の名を用いての歯科保健指導
これらの業務は直接他人の身体に触れて行うものですが、

歯科衛生士の免許を持っているもの以外は行ってはいけない
ことになっている、国家資格です。

学科紹介
introduction

歯科衛生士科 ◆修業年限：3年　◆募集定員：30名（女子）
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就職率100％
求人倍率10倍以上

本校は都城歯科医師会や周辺の歯科
医師会などから常に求人に関する情報を
いただいています。結婚や子育てなどで
一旦現場から離れても、これらの豊富な
求人情報から、卒業後も再就職を支援し、
現場復帰のアドバイスを行っています。

再就職
の
支援

歯科衛生士国家試験対策は模擬試験の結果などを
分析し、各自の習熟度に応じたグループを編成します。
その上で、国家試験を熟知した専任講師陣が、的確な
受験指導を行い、試験当日まで皆さんと一緒に合格を
目指します。

POINT

01

メディカルクラーク（医療事務）の受験対策も介護福祉
士実務者研修（任意受講）も、主に専任講師と姉妹校の講
師が行いますので、一定のレベル到達までしっかり学習で
きます。

POINT

02

都城歯科医師会を始め、周辺の歯科医師会から、専門講師の派遣や実習受け入れ等
の協力をいただいています。また、より教育効果を上げるため、定期的に歯科医師会の
講師と専任講師による「教務会」の実施、更に臨床実習先との「臨床実習講師会」など、
常に地域の歯科医師会と連携・協力し、一体となって皆さんの学習をサポートしています。

POINT

03
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Miyakonojo Rehabilitation Academy

理学療法学科 ◆修業年限：4年　◆募集定員：40名（男女）

ケガや病気などで身体に障害のある人や障害の発生が
予測される人に対して、基本動作能力（座る、立つ、歩くな
ど）の回復や維持、および障害の悪化の予防を目的に、運
動療法や物理療法（温熱、電気等の物理的手段を治療目的
に利用するもの）などを用いて、自立した日常生活が送れ
るよう支援する医学的リハビリテーションの専門職です。

学科紹介
introduction

12



4年制専門学校（高度専門士）
放送大学（ダブルスクール）

① 4年制大学卒業者と同等の称号「高度専門士」が得られる
②就職時の給与等の待遇は４年制大学卒業者と同等
③豊富なカリキュラムにより、即戦力の実力が身に付き就職後有利

POINT

01

実務経験豊富な専任教員や宮崎大学・鹿児島大学からの
非常勤講師による豊富なカリキュラムで即戦力となる学
生を育てます。教員と学生の信頼関係を構築しながら、
国家資格の取得を目指します。

POINT

02

講義スライドや電子書籍、動画の配信、小テスト
等は iPadを活用しています。学院内はWi-Fi が
自由に使用でき、いつでも、どこでも勉強に取り
組める環境になっています。授業内容が理解でき
るまで、徹底した個別指導を実施しています。

POINT

03

放送大学併修可能

放送大学とのダブルスクールにより、学士（教養学）の学
位が取得できます。
本学院で学んだ単位数のうち60単位が認定されるた

め、残り64単位を修得することで放送大学を卒業するこ
とができます。
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