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＠震貯~u7 令和2年3月

令和2年慮さつ手い宅）（；）収穫体験学習
～ 保育園 ・幼稚園児（年長〉 支援学級 ・支援学校児童生徒対象 ～ 

さつまいもの収穫体験を通しI~＼身の発達に繋がるよう、学びの揚を提供します。
宮崎市内の幼稚園 ・保育園の年長、支援学級 ・支援学校を対象に、 宮崎大学農学部附属フィールド

科学教育研究センター木芯フィールド （農場〉にて実施します。 10月の火曜日を隙く平日に、下

記の通りご案内が可能です。詳細は裏面をご覧頂き、 専用申込書にてお申し込みください。

くお問い合わせ先＞

宮崎大学農学部附晴

フィールド科学毅育研究センター （農場〉

電 話： 0985-58-7154 

F A×： 0985-58-7157 

拓大地図はコチラへ ！

対象 者

体験料

申込締切

実施期間

実施時間

実施揚所

案内担当

http ://www.miyazaki ・ u. ac.jp/kfield/access. html 

保育園 ・幼稚園年長兜

支援学校児童 ・生徒

支援学級児童 ・生徒

収穫体験人数×200円

3月31日（火〉

※先着800名とします。

10月1日 （木〉～10月30日〈金〉

※火曜日を除く平日のみ

①10:00～ ②10:30～ 

③11:00～ 

宮崎大学農学部附属

フィールド科学教育研究センター

木括フィールド（農場〉

フィールドセンター教職員



さつまいもの収穫体験学習のご案内
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実施期間 令和2年10月1日（木）～令和2年10月30日（金）のうち

火曜日を除く平日のみ。

実施時間 ・10 : 0 0～ ・10 : 3 0～ ・11 : 0 0～ 

※人数にもよりますが、所要時間は30分～45分が目安です。

対象者 宮崎市内の幼稚園・保育園の霊長旦

近隣自治体の支援学校及び小・中学校の支援学級

※原則として保護者の参加はご遠慮いただいております。

諸事情により引率者以外の介助・付き添いが必要な場合は事前にご相談ください。

申込期間令和2年3月2日（月）～令和2年3月31日（火）

※ただし、 800名に達し次第受付終了。

※申込時の人数は概数で結構です。8月中旬に最終確認を行いますので調整してください。

体験料収種体験人数×200円

※1人あたり2株は収穫できるように確保致します。

支払方法 振込先の詳細を8月頃（人数・日時等決定後）に個別にこ案内致しますので、指定期間内に

お支払いください。原則として入金後の返金は致しかねます。

ご用意いただく物

・レジ袋2枚（破れやすいので2枚を重ねて使用します。）

－軍手（畑に害虫がいることがありますので軍手があると安心です。）

・長靴（前日に雨が降ると畑がぬかるみます。）

－手洗い用タオル

・レジャーシート（場内で昼食をとる場合はご持参ください。貸出は致しかねます。）

その他 ・大型パス（定員40名以上）での入場は困難な場合があります。ご利用の際はご相談ください。

－保護者の方の参加はご遠慮いただいております。安全面への配慮から、保護者の方が

センターへ直接送迎される事も、ご遠慮いただきますようご協力ください。

－実施希望日が重複した場合、復数の団体を同時刻にご案内することがございます。

あらかじめご了承ください。

－休憩用テントをご用意します。敷物は必要に応じてご持参ください。

・撮影した写真を当フィールド及び大学の広報媒体に掲載する場合がございます。

その際は、 個人が識別できないように致しますが支障がある場合はお申し出ください。

－台風被害、害獣被害等やむを得ない事情で中止する場合がございます。その際は、返金

手続き等の関係書類を送付させていただきます。
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料資
FAX:0985-58-7157 
宮崎大学農学部フィールドセンター
事務係山口行

日月令和2年

さつまいもの収穫体験学習申込書
T 

在 地所

名

L 

x 

体

E 

A 

団

T 

F 

10：・ 00・10:30・11:00から選択10/1～10/30の火曜を除く平日から選択女体験希望日

開始時間日（第1希望：令和2年10月

開始時間日（第2希望：令和2年10月

開始時間

※雨天の場合の予備日も併せて決めますので、 必ず第3希温までご記入ください。

※希望日に申込団体が殺到した場合、ご相談させていただきますのでご協力ください。

日（第3希望：令和2年10月

※体験人数x利用料金200円
名国児・児童大体験人数

名引率者

※申込時点での概数で結織です.a月下旬に最終確認します。

./..>. 
ロ

※大型パス（定員40名以上）の場合はご相談ください。入り口付近の樹木が天井に様触する恐れがあります。

※公共交通機関利用の場合は、宮交シティ～宮崎大学がございます。

宮崎大学バス停から農織までは、徒歩10～15分程度かかります。

パス（貸切・園パス）女交通手段

氏名：女窓口担当者

※今後の確認・相E員連絡の窓口の方をご記入ください。

一 一一iお問合せ先

！宮崎大学農学部フィールドセンタ－

i TEL:0985・58・7154 担当：山口

＊お支払い時の振込名義：

※団体名でお振り込み願います。

以下、フィールドセンター記入欄

【決定事項】

日（令和2年10月利用日時

日（令和2年10月予備日

以上、承りました。

名

名

園児・児童

引率者



3月1日 日
3月2日月
3月3日火
3月4日水
3月5日木
3月6日金
3月7日土
3月8日 目
3月9日月

3月10日火
3月11日水
3月12日木
3月13日金
3月14日土
3月15日 日
3月16日月
3月17日火
3月18日水
3月19日木
3月20日金
3月21日土
3月22日 日
3月23日月
3月24日火
3月25日 7J<
3月26日 木
3月27日金
3月28日土
3月29日 日
3月30日月
3月31日火
4月1日水
4月2日木
4月3日金
4月4日土
4月5日 日

！圏司

4月6日月 1
4月7日火 l
4月8日水 l
4月9日木 ＋

［資料日）

r 、
申込期間
（申込者→農場） 令和2年3月2日～令和2年3月31日

日時決定のお知らせ（FAX)
（農場→申込者） 令和2年4月

最終人数確認・料金決定（郵送・FAX)

（農場→申込者） 令和2年8月上旬 ・確認文書を送付します
（申込者→農場） ～令和2年8月28日 ・人数の確定をお願いします

料金のお振込 令和2年9月7日～令和2年9月25日

、 」

※以降のスケジュール表は、最終確認文書送付時（8月）に同封致します。



宮崎大学構内案内図

①宮崎大学正門を入って・．．

②右折

③そのまま直進し、

④分厳点がきたら左へ。

⑤そのまま道なりに走行。

⑥十字路（右手にフィールドの看板）に来たら右折（木花フィールド内です）。

⑦ゆるやかな桜並木の坂を登ると正面に車止めがあるので、左折。

女フィールド（農場）の駐車場に到着です。

※宮崎大学構内は減速（構内時速20Km以下）の上、走行をお願いします。

フィールド（農場）内の詳細については、裏面『芋掘り会場案内図』をご覧ください！

（資料3-1 ) 

（敷地内全面切

mJQa• 

図が見づらい・宮崎大学木花キャンパスへの

アクセス方法が知りたい等ありましたら、

フィールドセンターHP内のアクセスページをご参照下さい。

≫ http://www.miyazaki-u.ac.jp/kfield/access.html 

（右QRCODE読み取りでも該当ページにいけます→）



多発~~讃；＝~~ンター 芋掘り会場案内図

芋畑

・パス乗降場からお手洗い、集合場所まで

ご案内をします。移動中は参加者の皆様の

安全にご配慮ください。

・駐車禁止マーク・斜線部への駐停車及び
園児の乗降等はご遠慮ください。

・場内を農作業車やトラックが通行します。

移動の際は充分ご注意ください。

・駐車場所に限りがございます。安全の
為にも乗り合わせをお願いします。

・駐車場及び作業中の事故に関し、

責任は一切負いかねます。

貴広場
（集合・休憩揚所〉

園児パス
駐車・乗降揚

引率者
駐車場

来客・学生用
駐車揚

！資料日 ） 

女開始予定時刻までに大温室前の広場
に集合してください。

大同時に複数の団体が利用することが
あります。ご理解とご協力の程よろ
しくお願い致します。

来客・学生用

駐車揚


