体育館

大体育館のほか小体育館、
武道場、シャワー設備、
ジムも整備されています。
学生支援部に申請すれば
利用可能です。授業・
部活動・サークルのほか
健康診断の際にも
使われます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

②

工学部棟
—工学部—

主に工学部の講義が
行われます。講義室の
ほか、８階立ての建物
の中には非常に多くの
ゼミ室、研究室、実験室
があり、現在は利用できませんが夜間利用
可能な共同スペースのラウンジも整備
されています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

①

木花キ

-Kibana Campus

宮崎大学の学内施設を紹介します
木花キャンパスは教育学部、工学部、農学部、
地域資源創成学部の４学部が集まっているキャン

２

３
１

４
８
７

・・・・・・・・・・・・・・・・

学生証を持っていれば無料で
診察を受けることができ、簡単
な薬の処方・病院の紹介もして
もらえます。気軽に自分の身長
や体重を測りに行くことも
できます。
受付時間
平日 9 : 00 ～ 17 : 00

・・・・・・・・・・・・

③ 安全衛生保健センター

６
…シェアサイクル
広いフィールドには農場やビニール
ハウス、牛舎もあり、自然豊かな
キャンパスです。学外にも演習林や
水産実験場があり、学びの場が
充実しています。
※コロナ禍により施設の利用時間が
変更される場合があります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・

④

大学会館

-１F
食堂
-２･３F 国際連携センター、教育・学生支援センター

奨学金や大学からのお知らせなど様々な情報を掲示した
学生支援部の掲示板や、ATM があります。
国際連携センターでは学生の留学・語学支援や、大学と
海外の連携事業を積極的に行っています。
大学生協が運営している食堂は日々多くの人が利用して
います。食堂については p.05,06 へ。
P.01

s-

パスです

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ャンパス
MA P

⑤

農学部棟

—農学部—

農学部の講義が主に行われ
ます。20 以上の講義室や
実験室のほか畜産・植物
・化学・食品加工などそれ
ぞれの専門分野に特化した
研究設備も充実しています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

５

ｇｓ

⑥

講義棟

—教育・地域資源創成学部—
30 以上の講義室や自主
学習室、ゼミ室、実験
室を有する施設です。
教室の規模は数十人の
小クラス編成から最大
300 人まで対応できる
ところもあります。
空調、音響、プロジェクター各種備品などが整備
されており授業形態によって様々な対応が可能
です。全学部１、２年時で必修の基礎教育科目や
第二外国語の講義などが行われ、利用する機会が
非常に多い施設です。

・・・・・・・・・・・・・・・・

⑧

さんさんまる

創立３３０記念交流会館

⑦

地域デザイン棟

空調や音響、大型
モニターなど視聴覚
設備が完備されて
います。共同利用
スペースで、自習の
ほか様々なイベント
の開催にも対応して
います。学生証をかざして
入り口が開くシステムです。
24 時間利用可能です。

※イベントなどの予約が入って
いる場合は利用できません。
Twitter にてご確認下さい。

-左-左-中央-右-

-中央-

-右-

▲ 宮崎大学 地域
デザイン講座 Twitter
@rdc20170401

・・・・・・・・・・・・・・・・・

宮崎大学生協 書籍購買店･･ 宮崎大学生協 書籍購買店については p.07,08 へ。
コンベンションホール・・・・ 宮崎大学の職員や学生、学外団体等が開催する行事が行われるホール。
学生支援部･････････ 学生支援部では寮や奨学金の手続きのほか、備品の貸し出しなど学生の
サポートを全般的に行っています。受付時間 平日 8 : 30 ～ 17 : 15
P.0２

清武 キャンパス
MA P

-Kiyotake Campus-

清武キャンパスには医学部があります
大学だけでなく、病院としての機能をもつため
医学部生は実践的な経験をしながら学んでいます

-医学部食堂おいしい食事の提供
はもちろん、お弁当や
お菓子の販売も
行っています。
月ごとに様々なフェア
が開催されており、
日々の食事を楽しむ
ことができます。

営業時間

平日

・・・・・

メディアン
➀ Medi
An

４
患者付添者等宿泊施設
THE CROSS ROADS

６

５

１

11 : 00 ～ 19 : 00

・・・・・・・・・・・・・・
２

➁ 医療人育成課
・・・・・・・・・
・・・

学生生活支援課と同様に、
奨学金や授業料免除の手続き
の他、備品の貸し出し、
清武キャンパス内の
駐車場に関することなど
学生支援・経済支援を
全般的に行っています。

７

…シェアサイクル
木花キャンパスとの距離は約３km あり、
１,２年次は一部の必修科目が木花
キャンパスで行われるため、車やバス、
自転車などで移動します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

➂ 安全衛生保健センター
基礎臨床研究棟と附属病院の間、３階にあります。
ここでは簡単な薬の処方や、急病・けがの応急処置、
カウンセリングを受けることができます。
受付時間

平日

8 : 30 ～ 17 : 15

P.03

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

④ 附属図書館 -医学分館-

⑤

清武キャンパスにある
図書館です。医学に
関する専門書が豊富です。
2019 年に改修工事を
行い、2020 年 1 月に
リニューアルオープン
しました。

附属病院は看護関係のアルバイトが
できたり、卒業後の就職の場として
も人気のある場所です。

フロンティア科学
総合研究センター

解剖や実験を行う設備が
備えられており主に医学
科生が 1～3 年次の講義
や実習等で利用します。
講義室のほか、自習
スペースもあります。

・・・・・・・・・・・・・・・・

➅

・・・

８

講義実習棟

３

総合教育研究棟

講義室や看護実習室、
PC がある情報処理
施設などそれぞれの
用途に応じた設備が
充実しています。
主に看護学科の学生
が利用する機会が
多くなっています。
看護学科は女子学生が多いことから、個人
ロッカーやトイレなど、様々な設備に配慮が
なされています。

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑧ 宮崎大学医学部附属病院

・・・・・・・・・・・・

※コロナ禍により施設の利用時間が変更になる
場合があります。

⑦ メディカル田中

医学部生のために、一般の書店では取り
扱っていない教科書や医学の専門書、国家
試験の過去問などが販売されています。
さらに、専門的な語句や情報の入った
電子書籍も販売されています。

・・・・・・・・・・・・・・

宮崎県の中核的医療機関に指定されている総合病院です。30 の診療科
とそれぞれの中央診療部門が設置されており、医療機関として有数
の規模を誇ります。館内にはコンビニやカフェテリア、簡易郵便局、
理容室、美容室が併設されています。診療が行われているだけでなく、
医学部生の実習の場にもなっています。

P.0４

P.05

P.０6

P.07

P.08

サークル 紹 介
In 宮崎大学
/0()
私たちは熱気球で全国各地の空を飛ぶ
サークルです！ シーズン中は都城市で
フライトを行っています。
熱気球という珍しいスカイスポーツ、
学生の時だからこそできることを
私たちと楽しみませんか？

*#+&',&-.()
こんにちは！ ワンダーフォーゲル部です！
4
難しそうな名前ですが、わかりやすく言うと
登山部です。主な活動は体力づくりのために
週 3 回ほど行っているサッカーです。
普段は宮崎や九州で登山をしていて、長期
休暇を利用してアルプスの山々で登山を
しています！ 未経験の方も大大大歓迎です！
気軽に遊びにきてください！

!"#$%&'"#()
こんにちは！ 宮崎大学本学ウィンドサーフィン
部です。ウィンドサーフィンは自然の風に乗り、
海の上を滑走するマリンスポーツです！ また、
キャンパスから海までわずか 15 分と恵まれた
環境を利用して、主に土曜と日曜に活動して
います。宮崎といえば海！ 海！ 海！
一緒に大学四年間を海、風と一緒に過ごそう！
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!"#"$%&!'$(%$)&*+&,-.'/'0-&
こんにちは！ 私たちは FFM（ふふむ）という
サークルです。活動内容は野菜を育てることで
今年はサツマイモや枝豆、スイカなどを育てて
います。学祭の時には育てた野菜を使って豚汁や
焼き芋を販売したりします！ 学部学科関係なく
仲良く作業しているので、入学したときには是非
覗きに来てください！

6789 %&:.)
TRPG サークルは、TRPG と呼ばれるサイコロ
と自分たちの想像力を用いたアナログゲームを
中心に活動を行っています。基本的には、通話
アプリを使ってオンラインでの活動がメインで
すが、実際に集まる時は TRPG の他にもボード
ゲームを用いて活動したりします。初心者でも
大歓迎の楽しく活動しているサークルです。

1&2!,&3&4)
こんにちは！
私たちは 2011 年の東日本
5)
大震災をきっかけに発足したサークルです。
大学外の団体「NPO 法人アースウォーカーズ」
と協力し、災害ボランティアや勉強会などを
行っています。子供たちと関わるイベントが
あることも魅力の 1 つです。大学生活で視野を
広げてみたい方、ぜひ一緒に活動しませんか？

!"#$%&'()*+, - .,/0123456789
:;<9 = >?@ AB9 ,CD)EFGH45IJK9
$L&MNO,CD)EFGH%PQIRS4<TIJK9
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木花キャンパス
!
運動部/運動系サークル
・陸上競技部 ・馬術部
・硬式野球部 ・気球部
・サッカー部 ・球魂(球技)
・ラグビー部 ・体操部
・自転車部
・卓球部
・自動車部
・剣道部
・自動二輪部
・ビーチラグビー部
・座波流武術空手部
・すまっしゅ(バトミントン)
・Daisy Girls(チアダンス)

・空手道部
・サーフィン部
・ソフトテニス部
・弓道部
・ボールズ(サッカー) ・ハンドボール部
・水泳部
・バドミントン部
・バレーボール部
・柔道部
・少林寺拳法部
・宮大学生消防隊
・合氣道部
・CREW(ダンス)
・アルファ(軟式野球)
・TO-DO(球技)
・フェニックス(サッカー)
・インテグラル(軟式野球)
・セントジェームズ(テニス)
・ワンダーフォーゲル部
・アメリカンフットボール部
・ウィンドサーフィン部
・La Mer(ダイビング)
・Sunny Side Up(アルティメット)
・スポーツチャンバラ部
・よさこいサークル「陽月輝」 ・クライミングサークル SASUKE

文化部/文化系サークル
・短歌会
・吹奏楽部
・漫画研究部 ・みやじょい!!
・美術部
・管弦楽団
・美味倶楽部 ・あきかん(軽音部)
・無線部
・茶道部
・手話サークル ・WiLa(野生動物)
・写真部
・生物研究部
・天文学研究部 ・TRPG サークル
・映画研究部
・弾き語り
・リトル･ティーチャーズ(学習支援)
・文藝部
・装道サークル「綾」(着物)
・Future Farmer of Miyazaki (農業)
・クラシックギタークラブ
・子供のためのプログラム研究会(PFC) ・野外生物生態調査研究部
・アースウォーカーズ(ボランティア)
・宮大学生献血推進クラブ

・びいだま(ボランティア)
・AKINDO(手芸・洋裁)
・モダン Jazz 研究部
・dot cube(プログラミング)
・コンピュータークラブ
・みやちく(竹林)
・ポケモンサークル
・宮大百人一首サークル
・あおぞら(林間学校)

清武キャンパス
!
運動部/運動系サークル
・弓道部 ・卓球部 ・空手道部 ・陸上競技部 ・ゴルフ部 ・ラグビー部 ・ビリヤード部
・柔道部 ・漕艇部 ・ヨット部 ・サッカー部 ・水泳部
・硬式庭球部 ・バドミントン部
・ボクシング部
・ソフトテニス部
・バスケットボール部
・ウィンドサーフィン部
・準硬式野球部
・バレーボール部
・ソフトボール部
・ワンダーフォーゲル部
・アームレスリング部
・硬式テニスサークル
・医学部ダンスサークル

文化部/文化系サークル
・合唱部 ・軽音部 ・生物部
・演劇部 ・写真部 ・美術部
・宮崎大学医学部すずかけ太鼓
・MPCC(総合医学勉強)

・文芸部 ・かるた部 ・聖書研究会 ・国際保健医療委員会
・MUSB ・室内楽部 ・管打楽器部 ・漢方医学研究会
・宮崎メディカルサークル

※2021 年 4 月時点の情報です。現在は変更があるかもしれませんがご了承ください。
また、非公認サークルは掲載していません。
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宮 崎ってどんなとこ？
宮崎はどんなところなのかを今から紹介していきます！ 皆さんは宮崎と

観光地編

聞いてどんなイメージを持ちますか？ 宮崎には自然がたくさんあります！
例えば、近くで滝が見られる高千穂峡や海が綺麗な青島や鵜戸神宮といった
観光地もあります！ また、モアイのあるサンメッセ日南もあります！

サンメッセ日南のモアイ像は日本で唯一
イースター島に公認されています！
６体いるモアイにはそれぞれに金運や
恋愛運などのご利益があります！ 天気の
良い日には日南の海も一望できます！！
▲サンメッセ日
南

▲高千穂峡

宮崎といったらチキン南蛮ですよね！ やわらかく

食べ物編
1

ジューシーな鶏肉と甘酢、そしてたっぷりの
タルタルソースがマッチして一度食べたらやみつきに
なります！ お店によってレシピが異なるので
様々なチキン南蛮を楽しむことができます！
あなたの１番をぜひ見つけてみてください！
▲▼チキン南蛮

食べ物編
2

▲辛麺
実は宮崎の名物は、チキン南蛮だけではありません！
左の写真は、上が辛麺、下はトマトラーメンです！
どちらもとても美味しいのでぜひ食べに行ってみてください！
ここでは紹介しきれませんでしたが、地鶏の炭火焼きや宮崎牛

ン

メ
▲トマトラー

などまだまだ美味しい食べ物があるので探してみてください！

P.12

!"#$%
大学は高校と違うことがたくさん！ 宮大生の 1 年間を
（コロナウイルス拡大前の

SPRING
! "#

新入生歓迎企画
新入生歓迎企画とは学生委員会が主催する新入生
対象の企画のこと！ 新しい友達を作るチャンス！

入学式 ＆ 前期開始
みんなが大学生になって初めての行事。スーツでの式で 気が引き締まる！

$ "#

ＧＷ

% "#

梅雨入り

帰省する人もいれば、大学生になって新しくできた友達と遊ぶ人も！

宮崎の梅雨は湿気がすごくて 家具がカビてしまうことも…。

除湿機を有効活用しよう！

SUMMER
& "#

梅雨明け

' "#

前期 期末テスト

梅雨が明けたらすぐに真夏のような暑さに！
宮崎は紫外線が強い ので 日焼け止め をきちんと
%
$
#
塗らないと真っ黒になっちゃうよ"

大学のテスト形式は 筆記試験 や レポート 、
プレゼンテーション など様々。ノートを見返したり
友達と教え合ったりしてしっかり準備をしよう！

夏休み

( "#

大学の夏休みは期末試験後から 9 月末までの 約２ヶ月！
留学 や 帰省、免許取得 など長期間の休みだからこそ
できることがたくさんあるよ！ ぜひいろいろなことに
挑戦して 思い出を作ろう！
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& '(%
知って、未来の大学生活を想像してみよう！
流れなので、参考程度に！）

AUTUMN
)* "#
#
)) "#
#

後期開始
夏休みの間に生活リズムが崩れていると、後期が始まってから
寝坊してしまう ことも…！ 規則正しい生活を心がけよう！
きよか

清花祭
宮崎大学の一大イベントである学園祭！ ライブや屋台など楽しい催し
が盛り沢山！ 女装コンテスト は毎年大盛況！！ 毎年 スペシャルゲスト
が来てくれるよ。一昨年は歌手の erica さんのライブがあったよ！

２日間を存分に楽しもう！

WINTER
)+ "#

クリスマス

#

冬休み

南国宮崎で過ごすクリスマス！ 南国だからそんなに寒くないのでは？
と思うかもしれないけれど、すごく寒い から 寒さ対策を忘れずに！

) "#

年末年始にある 短い休み！ 帰省したりウィンタースポーツを
楽しんだりしているよ！ 大掃除をしたり、友達と新年を迎えたり
するのもいいかも。

#+ "#

後期 期末テスト

#
, "#

春休み

#

１年間の 最後のテスト だよ。これが終われば春休み！
ラストスパート なので頑張りどころ！！

春休みも 約２ヶ月！ 夏休み同様、長い期間の休み！
新しいことを始めてみよう！ いよいよ４月からは
後輩も出来てサークルの中心に！！

大学生活を楽しもう！
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大学生の
基本的な 1 日
6:00 から 12:00 まで
6:00

l 朝寝坊は厳禁
→講義に遅刻 (ひどいときは欠席) に注意！
単位がもらえないこともあるよ！

7:00

l 朝ご飯を食べよう

8:00

→前日に作り置きしておくと毎朝ご飯の準備が
早く済むよ！
ちなみに食堂は、普段は８時に開いている
から食堂を利用するのもアリ！

9:00

起床・支度
登校

1 コマ

10:00

11:00

２コマ

12:00

12:00 から 18:00 まで

昼食
13:00

３コマ

l 時間管理にご注意を！

14:00

→空き時間を有効に使わないと、課題が山積みに！
計画的に時間を使おう！

15:00

l

４コマ
16:00

モバイルバッテリーは必須！

→校内では充電できるところが限られているよ。
だからモバイルバッテリーを持っておこう！

17:00

５コマ
18:00

19:00

18:00 から 24:00 まで

20:00

アルバイト
サークル

21:00

l 一人暮らし生の友達の家で

帰宅

→大学周辺の家で遊ぶことも。宮崎大学始発の宮崎駅
行きの終バスが 20:03 で他県と比べても早いよ！

22:00

23:00

l バイトするなら…街中で！
→交通利便性を求めるか、時給がいいところを
求めるか…あなた次第です!

自由時間

24:00

就寝

P.15

〜とある大学生の日常〜
０

自由時間には、図書館や地域
デザイン棟に行って課題を
したり、家に帰って洗濯物を
干したりしているよ。
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バイトが無い日は友達と、
オンラインゲームをしたり
映画を
見たりして
いるよ。

宮大生のバイト事情 ！！
みなさんは大学生になったらどんなアルバイトをしてみたいですか？
アルバイトにはたくさんの種類がありますが、ここでは宮大生に
人気の業種について紹介しいきます ! !

コンビニ

学生食堂

小さな子供からお年寄りまで色々な
年代に合わせた接客術が磨けたり
商品をどのように配置すれば
よく売れるかを考える能力が身に付きます。

学内でできるアルバイトです！
自宅から通うことができます！
まかないがもらえるので家に
帰ってからのご飯の心配がいりません !

他にも ！！ ・ 教授の手伝い
(実験用具等の準備、後片付け)
・ ピザなどの配達員
・ コールセンター

P.16

・ 塾 家庭教師
・ 派遣バイト
・ アパレル関係
などがあります！

宮崎⼤学の学⽣寮

男⼦寄宿舎

⼥⼦寄宿舎

国際交流宿舎

【⽉額費⽤】
家賃
…７,０００円
光熱⽔費 …８,０００円程度

【居室備品】
折り畳みベッド、吊り棚

【共同使⽤室】
補⾷室（簡単な炊事や⾷事が
できる部屋）
、⾵呂（シャワー）
、
トイレ、洗⾯・洗濯室、集会室

【⽉額費⽤】
家賃
…４,７００円
光熱⽔費 …８,０００円程度

学生寮のここがいい！！
・大学敷地内にある寮の近くにはスーパーや
ドラッグストアがあり、最高の立地。
・他学部や他学科の友達ができやすい。
・先輩とのつながりが持てるので、講義や
アルバイトなどのアドバイスがもらえる。
・正面玄関はオートロックだから防犯面も安心。

【居室備品】
折り畳みベッド、吊り棚、机
イス、クローゼット、本棚、
電気スタンド、トイレ、洗⾯

【共同使⽤室】
補⾷室（簡単な炊事などが
できる部屋）
、⾵呂（シャワー）
洗濯室、集会室

入居申請
申請期限は各選抜試験の区分により異なります。
（例：一般選抜前期日程は２月中旬頃）
入居を希望する場合は、宮崎大学学生支援部 HP に掲載される入居申請要項を早めに確認し、
必要書類を期日までに提出してください。

P.17

アパート
みんなの憧れで楽しみな一人暮らしのアパートについて紹介するよ！！
部屋選びの参考にしてね！

学園木花台地区
〈家賃相場〉 35,000～45,000 円
・宮崎大学木花キャンパスの近く。
（自転車で約 5 分）
・マックスバリュやコンビニが近くにある。
・他の地区に比べて、家賃が高い。

木花・熊野地区
〈家賃相場〉 20,000～35,000 円
・木花駅や A コープ、ドラッグストアが近くにある。
・病院がたくさん！（内科・眼科・歯科など）
・通学に少し時間がかかる。
（自転車で約 15 分）

清武地区
〈家賃相場〉 15,000～55,000 円
・宮崎大学清武キャンパスの近く。
・飲食店やスーパーがたくさんある。
・医学部生が多く住んでいる。

教えて! アパートの Q＆A
Q. 家電は、備え付けですか？
A. 初めから備え付けとして置いてある部屋もありますが、自分で
買い揃える必要のある場合が多いです。
Q. アパートのインターネット環境はありますか？
A. 家電と同様に、元からついてある部屋もありますが、自分で契約する
必要のある場合もあります。
Q. 入居してすぐにガスや電気は使えますか？
A. 手続きが必要なので、引っ越しの一週間前には供給会社に
申し込みをしましょう。

P.1８

生活費について
左のページでは宮大生の生活費に大きく関わっているミールカードについて、右のページでは九州
地方の平均の生活費やその内訳について詳しく説明していきます！是非参考にしてみてください！

ミールカードってなに？
ミールカードとは学内にある生協食堂やベーカリー、書籍購買店で利用が出来る食事の年間利用
定期券のようなものです。１日の限度額が 600/1050/1350 円の３種類のコースに分かれて
います。もしミールカードを購入する場合は、前払いなので注意して下さい。生協食堂やベーカリー、
書籍購買店についてはｐ.05～08 をチェック！

ミールカードのおすすめポイント

②
一人暮らしでお子様が何を食べているか

ミールカードは学生証と一体となって

わからないと心配になる保護者の方に直接

いるため、学生証をレジでかざすだけで

月に１度利用履歴が届くので、何を食べて

支払いができます。とても便利でスムー

いるか把握することができます！

ズに購入できます！

CHECK

③

POINT

食生活に注意

３人に
1人

一人暮らしで手持ちのお金がなくなったとき

今節約のために、朝食や昼食を食べ

でも、ミールカードがあればいつも通りの食事

ない学生が増えています！ 朝食を食

を行うことができ栄養不足等の不安を解消する

べない学生は約 37.1％、昼食を食べ

ことができます。また、毎日利用すれば食堂の

ない学生は約 15.2％もいます。朝食

ご飯を現金で払って食べるよりも格段にお得に

を３人に 1 人、昼食を７人に 1 人の

食べることができます。

学生が欠食しています。しかしミール
カードを活用すれば、安心して食事を
とることができます！
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生活費（九州平均）
右のグラフは九州地方の一人暮らしを
している大学生の１ヶ月の平均的な生活
費です。右のグラフより１ヶ月の生活費
の平均は 113,150 円となっています。

電気代

グラフだけでは分かりにくいところも

3,380 円

あるので、いくつかピックアップして

日常費

大学生の生活費について説明していきま

6,950 円

その他

15,680 円

食費

23,230 円

勉学費

2,080 円

す！

書籍費

1,610 円
教養娯楽費

10,260 円
交通費

住居費

46,260 円

3,350円

PICK

1

UP！

住居費のあれこれ

九州地方の住居費は平均で 46,260 円になっていますが、実は宮崎大学の学生住居費の平均
は 37,000 円です。宮崎大学周辺の住居費は地区によってそれぞれなので詳しくは p.17,18 の
ページを確認してみてください！ また、最近は受験前の住まい探しが増えています。受験前に
仮予約できる物件もあり、Web で事前情報を収集したり、物件を見学する方も増えています！

PICK

UP！

交通費のあれこれ
交通費には、バス・電車なら定期券費、車・バイクならガソリン代、保険料、維持費などが
かかってきます。自宅生などは宮崎駅付近からバスで登校していたりすると定期券代に半年で
約60,000円かかります！ 家から大学までの距離によって費用は違うので、大学から遠い
場合は確認してみてください！

PICK

UP！

意外とかかる!? お金のあれこれ
生活費の他にも、合宿代や帰省代、運転免許習得代などの出費も出てきます！ そのため、
生活費の管理は余裕を持って行う必要があります！ 上のグラフは平均の金額であり、実際に
どこの費用がかさむかは個人によって違うので、自分でしっかりと考えてお金を使いましょう！
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～新生活ガイド～
新生活を始めるために何を用意したらいいんだろう？
どのぐらいお金がかかるんだろう？
そんな疑問を解消していくよ！

!"#$!%
・寝具
ベッドや布団は必要不可欠。特にベッドは、
配置スペースを確認した上で購入しよう。
・カーテン
防犯のためにも、引っ越し当日には用意して
おきたい。引っ越し前にサイズをはかり、
準備しておこう。

・テーブル
「そこで何をしたいか」で選ぼう。勉強机を
買うもよし、ローテーブルやダイニング
テーブルを選ぶもよし。
・ラグ・カーペット
机などで床を傷つけないためには必要。年中
使えるウール素材のものがおすすめ。

!&'()*!%
・炊飯器、電子レンジ、収納家具、アイロン、
本棚、物干し竿、掃除用具などがあると便利！

新生活を始める際に必要な家具や家電
にかかる費用の目安は、
家具：5 万円
家電：13 万円
となっているよ！
家電量販店では新生活セットという、
家具家電がセットになっているもので
お得にそろえることもできるよ！
その他にも、教科書代や入学金なども必要
になるよ。教科書代・入学金について
詳しくはＰ.22 へ

!"+$!%
・冷蔵庫
一人暮らしには 100～200L ほどの容量の
ものがおすすめ。作り置きをする人は冷凍庫
の大きさを考えて選ぶのも◎
・洗濯機
5～６㎏ の容量のものがおすすめ。乾燥機能
がついていなくてもコインランドリーがある
ので安心。
・テレビ
20～32 インチの小型が主流になっている。
テレビを置かずにプロジェクターを買う人も。

・除湿器
宮崎の梅雨はジメジメ。除湿をしてカビの
発生・ダニの繁殖を抑えよう。

・掃除機
最近はコードレスでスティック型のものが
主流になりつつある。フローリングの部屋だと
ハンディワイパーやコロコロを使う人も。

宮崎大学には様々な種類や条件の奨学金が
あるよ。
・貸与型（返済が必要なもの）
・給付型（返済が不要なもの）
・成績によるもの
・収入によるもの
・将来の希望進路によるもの
などなど。
学生会館の掲示板に張り出してあるので
在学中には是非見てみてね！
P.21

入 学 準 備 費 用
受験時の費用
大学入学共通テスト
（3 教科以上）

国立大学（前期のみ）

1 万 8000 円

1 万 7000 円

この他にも私立大学の受験代（平均３万 5000 円）や
遠方からの受験生は交通費と宿泊代がかかります。
受験時に宿泊する場合は前日までに宮崎に来るのがおすすめです。
受験後にもう一泊して物件の内見や新生活の準備を始める方もいます。

入学時の費用
1 年前期の授業料は入学時に支払いますが、1 年分を

入学金

一括で支払うこともできます。また、奨学金によって
入学金や授業料が免除になる場合があります。
奨学金の種類についてはｐ.21 で紹介しています。

28 万 2000 円

入学金や奨学金等についてより詳しく知りたい方は
宮崎大学 HP を確認してみてください。

26 万 7900 円

1 学期前期
学部

授業料

の教科書代

※

て異なります
授業料は学部によっ

費用の目

安(円)

教育
地域資源

創成

農学（獣

医以外）

農学（獣

医）

工学

２万～３
万

異なります。選択教科によっても変わります。
２万～３
万

教科書代の他にも白衣や関数電卓など学科で指定さ

２万～３

れるものも必要になります。生協組合員は教科書を

万

５万～７
万

５％割引で購入できます。

１年生前期必修科目の教科書や関数電卓、白衣など

２万～４

は ※ 新入生サポートセンターでも購入の申し込みが

１万前後

できます。

万

医学

左の表の通り、教科書代は学部・学科によって大きく

医学部は
木花キ
購入した ャンパスで
場合の価
格

※新入生サポートセンターとは、12 月頃から 3 月 31 日まで
の間、新入生の新生活の準備を手伝う場所のことです。
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オープンキャンパスの
学部・学科のプログラムについて
()*+,-)./01'
ƒ„&`! ! ! ! ! ! ! ! tuvwxwvxyvu{!
…†‡ˆ‰Š&`! ! ! ! tuvwxwvx~vz~!
‹&`! ! ! ! ! ! ! ! ! tuvwxwvxyv~z!
Œ&`! ! ! ! ! ! ! ! ! tuvwxwvx€v€z!
•&`! ! ! ! ! ! ! ! ! ! tuvwxvwxu{ut!

入試関連の問い合わせ先

交通関係の連絡先
!

!"#$%
Yqrps@! tuvwxyyxz{z{!
|}rps@! tuvwxwzxww{~!
!

&'%
YZq•! ! ! tuvwx€yxt~{v! !
!"#$ %&''()*&''$

!

!"#$%&'
YZ•! ! ! ! ! ! tuvwxy€x€zwz!
‚YZ•! ! ! tuvwxwyx€twy!

23423561' ' tuvwxwvx~{€v!
!

宮崎大学 YouTube
!"#$%&'()* *
+,-./0123456*
YZ%&$[\,]U/0X
&''^(_&`$!
abc-de$ fg h@Cijk
<lmnopX!

よろづ相談

!"#$%&''()*+",%-''(.

!

"#$%&'(')*+,-./0$
123456789:;<=>$?@ABC
DE$FG6HIJK45LMNOPQR
6STPUV/WX!
!

宮崎大学生協学生委員会
!, -./0012,
,
£:W¤¥(#¦§[\d!
¨©ª6«¬:PW-$”!
®¯°±²@:P³X!
!
´µ!¶!·¸¹–—º—¹»¼´!
HYZ%&')&'½+¾¿¼´ÀL!
!
!"#$%&'%()*+,
!
Ž••‘•’“ ”H•–—•˜™‘šLM›œX!
•OdžP%&'^dŸ :I¡¢!

