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「世界を視野に 地域から始めよう」

　宮崎大学には教育学部、医学部、工学部、農学部、および地域資源創成学部の5学部があり、活動を

続けています。地域資源創成学部は人文・社会科学と農学・工学分野を融合した特色ある新しい学問

分野です。文系・理系の指導教員を配置して地域の資源を捉える力と社会での実践力を備えるための

教育を行います。

　大学には今、機能別分化と個性化が必要です。即ち宮崎大学らしさが求められています。本学のス

ローガン「世界を視野に　地域から始めよう」はまさにこのことを表しています。

　宮崎大学の機能別分化と個性化の特色は農学工学総合研究科博士後期課程、教職大学院、医学獣

医学総合研究科などの設置にも表れています。異なる学問分野が融合した独特の研究と教育そして地域との連携が築かれてい

ます。生命科学、環境科学、食の科学、エネルギー科学など本学の特色を示す研究が進み、宮崎大学らしさを発揮しています。

　宮崎大学型若手研究リーダー育成モデルは高い外部評価を受けながら進行しています。トロイカ方式の独特の指導体制をし

き、優れた成果を上げた研究者にはテニュア教員への採用につながる制度です。

　本学では女性活躍・人財育成担当理事を設け、学生や職員を含む本学機能の全域にわたり女性の活躍が一層推進するように

努めています。

　大学の果たすべき役割は教育、研究、社会貢献であることは明らかです。

　本学のCOC（Center of Community）の事業は、各学部が協力して継続的な成果を上げ、COCプラス事業へと展開されて

います。県内の大学等とも連携して更に拡充したものとなっています。医学部附属病院でも地域総合医療の実践的な教育と地域

への医療貢献が進行中です。

　宮崎大学は地域社会に根付き、地球規模で自らをみつめてグローバルに動くことのできる人材を育成して社会に輩出し、輝き

続ける大学でありたいと考えて、日々取り組んでいます。
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教育方針
■教育理念
　宮崎大学は、「世界を視野に地域から始めよう」のスローガンのもとに、人類の英知の結晶としての学術・
文化に関する知的遺産の継承と発展、深奥なる学理の探究、地球環境の保全と学際的な生命科学の創造を
目指し、変動する社会の多様な要請に応え得る人材を育成することを教育の理念として掲げています。本学
では、これらの理念を具現化するために、以下の教育目標を掲げ充実した教育に取り組んでいます。

1. 人間性の教育
●高い倫理性と責任感を育むとともに、幅広く深い教養と総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養する。
●生命や環境保全の科学に親しむとともに、広く自然や社会に触れ、現場から学ぶ態度を育成する。

2. 社会性・国際性の教育
●社会の多様な要請に対応して、社会の発展に積極的に貢献できる課題解決能力を育成する。
●柔軟で論理的な思考力を育成するとともに、日本語による記述・発表の能力や外国語によるコミュニケーション能力
　を育成する。

3. 専門性の教育
●それぞれの専門分野に関する基礎的知識を修得し、それらを応用できる能力を育成するとともに、専門分野への深
　い興味を育み、課題探求及び解決能力、自発的に学習する能力を育成する。
●新たな知の創造につながる専門教育を実施し、総合的判断力を育成する。

■ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与に関する方針）
　宮崎大学では、以下の素養を身に付けるとともに、所定の期間在籍し、基準となる単位を修得した学生に、卒業を
認定し、学位（学士号）を授与します。

1.社会の一員としての意識を持ち、義務と権利を適正に行使し、社会の発展のために積極的に関与できる。
2.自ら学修計画を立て、主体的な学びを実践できる。
3.相手の伝えたいことを的確に理解し、有効な方法で自己を表現できる。
4.課題を発見し、情報や知識を複眼的、論理的に分析して、その課題を解決できる。
5.学士課程教育を通して、人類の文化、社会、自然、地域及び専攻する学問分野における知識を理解し、身に付けた技能
（実践力）を活用できる。

■カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成･実施の方針）
　宮崎大学では、教育学部、医学部、工学部、農学部、地域資源創成学部を置き、ディプロマ・ポリシー（卒業認定・
学位授与の方針）に掲げる資質・能力を備えた人材を養成するため、以下の方針に基づいて教育課程を編成・実施
します。

【教育課程の編成】
1.学生の修得すべき学修成果を重視し、教養教育と専門教育の区分にとらわれず、体系的な学士教育課程を編成する。
2.基本的な学習能力の獲得のため、すべての学生が履修する基礎教育カリキュラムとして、導入科目（大学教育入門セミナ
ー、情報・数量スキル、外国語コミュニケーション）、課題発見科目（専門教育入門セミナー、環境と生命、現代社会の課
題）と学士力発展科目を設置する。

3.専門的な方法論と知識を体系的に学ぶために、学科・課程専門科目を設置する。
4.地域を志向した教育・研究・地域貢献を推進するため、学士課程に地域の理解と課題解決に取り組む科目を設置する。
5.専攻分野を超えて学際的な視点を養う科目を設置する。
6.獲得した知識や技能を統合し、課題の解決と新たな価値の創造につなげていく能力や態度を育成するために、卒業研究
等の科目を設置する。

【教育内容・方法】
1.各授業科目について、到達目標、授業計画、成績評価基準・方法、事前・事後の学習の指示、ディプロマ・ポリシーとの関
連を明記し、周知する。
2.基礎教育カリキュラムの導入科目、課題発見科目において、アクティブ・ラーニングを取り入れた教育方法を実施し、初
年次から学生が自ら学修計画を立て主体的な学びを実践できるようにする。
3.専門教育において、知識・理論と実践を融合し、主体的に考える力を養うために、講義、演習、実験、実習、実技などの授業
形態に加えて、多様な教育方法を取り入れて指導を行う。

4.学士課程教育において、地域の理解を深める題材を取り入れ、地域の課題解決を実践できるようにする。

【点検・評価】
1.GPA制度を導入し、教育の質保証に向けて点検・評価・改善を行う。
2.成績評価基準・方法に基づき、多様な評価方法を用いて厳格な評価を行う。
3.学生は自己の学修の振り返りを行い、教員は学生の自己評価に基づいて指導を行う。
4.ディプロマ・ポリシーに基づく学生の学修過程を重視し、在学中の学修成果の全体を評価する。

■アドミッション・ポリシー （入学者受入・選抜の方針）
　宮崎大学では、ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）及びカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・
実施の方針）に掲げた、社会の発展に積極的に貢献する人材の養成を目指しています。そのため、以下の「求める学
生像」に示す、知識・技能、思考力、及び意欲を持った人を国内外から積極的に受け入れます。

【求める学生像】
1.本学の教育理念に共感し、入学後の学修に充分対応できる基礎的な知識・技能を有する人
2.身に付けた知識・技能を応用して問題を解決する上で必要となる思考力を有する人
3.身に付けた知識・技能及び思考力を地域社会や国際社会において自ら積極的に活用し、その発展に貢献する意欲を持っ
た人

【入学者選抜の基本方針】
1.求める学生像に沿って、多様な入試方法により多面的・総合的に選抜する。
2.客観的で透明性のある方法によって、公平に選抜する。

UNIVERSITY OF
MIYAZAKI
Guide 2020
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－宮崎に学び 未来を切り拓く－

宮崎大学はグローバルデザイナーを育成
　宮崎大学が掲げる教育のスローガンが「宮崎に学び、未来を切り拓く人材（グローバルデザイナー）の養成」です。宮崎
を学びのフィールドとしてさまざまな経験を通じて世界の変化を学び、豊かで活力ある社会の創造に向けてチャレンジす
る行動力のある人、それがグローバルデザイナーです。

能動的学修（アクティブラーニング）へ転換
　学生中心の双方向の授業を実施することによって、学生一人一人が自ら考え、答えのない課題に解を見いだしていく学修
（アクティブラーニング）へ転換し、学士課程教育では多くの科目においてアクティブラーニングを実施します。
（注）学士課程教育とは・・・学部レベルの教育のことをいいます。学士という学位を与える課程（プログラム）を中心とした概念です。

基礎教育と専門教育との連携
　それぞれの学科・課程は、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）によって育成すべき資質・能力・人材像を明確に定義して
おり、すべての学科・課程はその学習目標が達成できるよう基礎教育と専門教育が効果的に関連づけられたカリキュラムを編
成しています。

基礎教育のラインナップ
知識とスキルの基本を身につける。

学際的な学びで視野を広げる。

自ら課題を発見し、解を見いだす。
  大学教育入門セミナー

　大学生としての生活や主体的な学習活動を始めるのに必要な
基礎的な知識・スキルを修得すること、所属する学科・課程の教
育内容や将来のキャリア形成について理解すること、日本語に
よるライティングの知識・スキルを協同学習によって修得するこ
と、などを目指しています。少人数教育とアクティブラーニングが
特徴です。

  情報・数量スキル

　コンピュータの概念、情報セキュリティ、情報倫理、情報の収
集・分析の方法、表やグラフによる表現、統計に関する基礎的知
識について理解を深めることを目指しています。

  外国語コミュニケーション

　専門分野で実際に使える英語運用能力を修得すること、英語
以外の言語の初歩について学習すること、異文化を理解するこ
と、などを目標としています。

  学士力発展科目

　この科目は、多様な学習経験を通して幅広い知識を修得する
こと、基礎レベルの科目で身につけた知識・スキルをさらに発展
させること、などを目指します。

  専門教育入門セミナー

　学部の専門分野で主体的な学習を始めるのに必要な基礎的
な知識・スキルを修得すること、専門分野で解決すべき課題を発
見し、それを解決するための手法を学ぶこと、専門分野における
倫理的問題について理解すること、などを目指しています。少人
数教育とアクティブラーニングが特徴です。

  環境と生命

　環境と生命の関係を理解すること、環境問題を系統的に考察す
ること、などを目指しています。環境破壊を防止するために私たち
は何をしなくてはならないのかについて議論します。環境分野の
授業では少人数クラスにアクティブラーニングを取り入れます。

  現代社会の課題

　現代社会の諸問題について具体的事例を通して学びます。特
にここでは、宮崎大学の教育全体を貫く課題意識を形成し、学習
した知識を社会の具体的な場面に応用する方法について考えま
す。少人数教育とアクティブラーニングが特徴です。

宮崎大学の教育

　宮崎大学では地域で活躍するために必要な知識や能力を
興味に応じて、どの学部でも学べるプログラムがあります。

2つの資格・認定を
取得可能

　地域で活躍する社会人の話を聞いたり、地域と人と関わりを持

ちながら学習したりすることを通じて、様々な分野で活躍できる

人材を育成します。プログラムでは、座学、実習、オンライン型、プ

ロジェクト型、インターンシップなど様々な形式の科目が用意され

ています。興味や関心に合った科目を選び、所定の単位を取得する

ことにより、コースに応じた資格が手に入ります。

数理・データサイエンスを活かした地域産業人材の育成に向けた
カリキュラム・教材の開発事業
　Society5.0で求められる数理的思考力を身に付けた人材の育成を図るため、授業配信システムを駆使した電子教材や演
習を導入することで基礎教育カリキュラムを充実させ、数理・データサイエンスを活かした地域産業人材育成プログラムを開発
しています。

宮崎の産業を広く学び、地元に就職したい

みやざきCOC＋産業人材認定証
地域を学び、そのリーダーになりたい

地域活性化・学生マイスター



キャリア支援 キャリア支援・就職支援

主な就職先企業・団体

学生生活支援課キャリア支援係
　エントリーシートの書き方、面接対策、SPIなどの採用試験対策、ビジネス系の雑誌、公務員対策の
問題集等の就職活動に役立つ書籍の閲覧・無料貸出を行っています。加えて、マナーや面接について
のDVDを視聴することができるパソコンも用意しています。学生の皆さんは自由に利用することがで
きます。また、就職相談や会社説明会等の申込も行っています。

県 外 企 業・
団 　 体

県 内 企 業・
団 　 体

公 　 務 　 員

教 　 　 　 員

Career  Support
キャリア支援・就職支援

キャリア支援・就職支援

①キャリア支援

②就職支援

インターンシップ支援

就職ガイダンス 個別に応じた就職支援

大学独自の会社説明会 企業訪問、官公庁訪問の職場見学バスツアー

とっても元気!宮大チャレンジ・プログラム

インターンシップ合同説明会 とっても元気!宮大チャレンジ・プログラム
成果発表会

就職ガイダンス

宮崎大学合同会社説明会

個別に応じた就職相談

　キャリア支援及び就職に対し
てのミスマッチを防ぐことを目的
として、インターンシップの支援
を行っており、複数の企業・官公
庁によるインターンシップ合同説
明会を実施しています。また、本
学の学務情報システムで、各企
業・官公庁から届いたインターン
シップの案内を検索することがで
きます。

　就職活動に役立つ面接対策
やエントリーシートの書き方、自
己分析、職務適性テスト、業界研
究等のセミナー・ガイダンスを時
期に応じて開催しています。学生
の皆さんが参加することで、そ
の時期に応じた対応を学び、就
職活動を進められるようにして
います。

　企業選択に役立てて頂くため
に、毎年3月に合同会社説明会を
開催しています。例年多くの企業
の参加があり、学生が直接企業の
人事担当者から、話を聴くことが
できます。この他に、単独会社説明
会も随時開催し、より詳しく会社の
情報を知ることができます。また、
公務員就職希望者のために、公務
員説明会も実施しています。

　働く方々の生の声を聞き、学生
生活において普段味わうことがで
きない企業の雰囲気や地域・地
元企業の魅力に触れ、幅広い業
種研究の参考などに役立ててもら
うことを目的として、例年夏季休
業期間に県内の企業及び官公庁
の職場見学バスツアーを行ってい
ます。

　豊富な経験と専門的な知識を
持ったキャリアアドバイザー、ジョ
ブサポーターによる相談体制を設
けており、一人ひとりの個性や希
望に沿った就職先が見つかるよう
きめ細かい支援を行っています。
また、集団面接やグループディス
カッションなど、実践的な実技指
導も充実しています。

　本学独自のキャリア支援として
「とっても元気!宮大チャレンジ・プ
ログラム」を行っています。本プログ
ラムは、将来、社会でリーダーとして
の活躍を期待される宮大生の企画、
運営そして実施する能力を高めると
ともに、学生ならではの自発的かつ
積極的な活動を通して、宮崎大学か
ら発信した活性化の波を広くつな
げていくことを目的としています。

職場見学バスツアー

4

順不同、敬称略

パナソニック、日本電気、カルビーポテト、日本食研ホールディングス、京セラ、日産車体、富士電機、NTTデータアイ、ANAシステ
ムズ、AIRDO、旭化成、東京エレクトロンデバイス、日立造船、名村造船所、三菱重工工作機械、TIS西日本、旭有機材、NEXCO西
日本、五洋建設、積水ハウス、大成建設、日鉄住金P&E、アイシンエイダブリュ、NOK、マックスバリュ九州、ヤマエ久野、西部ガス、
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング、コスモス薬品、三菱電機エンジニアリング、三井ハイテック、JFEプラントエンジ、
ダイフク、阪急阪神百貨店、明治安田生命、イー・アンド・エム、東芝システムテクノロジー、JA全農、全酪連

宮崎銀行、宮崎太陽銀行、宮崎放送、宮崎ガス、宮崎交通、宮崎観光ホテル、フェニックスリゾート、アラタナ、ケーブルメディアワ
イワイ、南日本酪農協同、ラピスセミコンダクタ宮崎、ホンダロック、国立大学法人宮崎大学、ミヤチク、JA宮崎経済連、ヤマエ食
品、エビス商事、東郷メディキット、三桜電気工業、晃和コンサルタント、興電舎、吉川アールエフセミコン、MANGO

防衛省、国土交通省九州地方整備局、農林水産省植物防疫所、経済産業省九州経済産業局、厚生労働省宮崎労働局、宮崎地方検
察庁、林野庁、水産庁、国土地理院、宮崎県庁、宮崎市役所、都城市役所、延岡市役所、川南町役場、綾町役場、大阪府庁、福岡県
庁、熊本県庁、長崎県庁、大分県庁、鹿児島県庁、兵庫県庁、広島県庁、福岡県警察、佐賀県警察、長崎市役所

宮崎県小学校、宮崎県中学校、宮崎県高校、宮崎県特別支援学校、私立聖心ウルスラ学園高等学校、私立日章学園中学高等学校、
私立鵬翔高等学校、福岡県小学校、熊本県小学校、長崎県小学校、大分県小学校、山口県小学校、浜松市小学校、熊本県中学校、
長崎県中学校、北九州市中学校、愛媛県中学校、佐賀県特別支援学校、大阪体育大学浪商幼稚園、大分市公立幼稚園

（平成30年度卒業生実績）
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まだ見ぬ未来の仲間へかけがえのない学びに出会える場所

　私が勤務する宮崎大学救命救急センターには交通外傷、転落

外傷、心筋梗塞、脳卒中など、様々な患者さんが運ばれてきます。

一刻を争う重症患者の場合には、ドクターヘリで現場へ出動し

ます。患者さんの状態を見極め、適切な判断と迅速な対応が求

められます。そして時には内科・外科・整形外科・放射線科・麻酔

科など他科と協力して患者さんの診療にあたります。一人では助

けられない命を、周囲の力を借りてみんなで助けに行く、まさに

究極の「チーム医療」です。私が救急科を選んだ理由の一つが

ここにあります。

　宮崎大学には医療への熱い気持ちを持つ先輩医師がたくさ

んいます。皆さんも大学でたくさんの人と出会い、人の輪を広

げ、大きく熱く成長してください。そしていつの日か、この宮崎の

地で「チーム医療」の一員として、ともに切磋琢磨できる日を楽

しみにしています。

message

　自分にはないたくさんの魅力をもった仲間たちに出会えた4

年間。私にとって宮崎大学で過ごした4年間は、いつも笑顔を絶

やすことなく、楽しく過ごすことのできた、かけがえのない時間

でした。

　私が本格的に学校の先生を目指し始めたのは、高校生の頃で

した。その頃の私は、体を動かしながら子どもたちと関わる中

で、子どもたちに運動やスポーツの楽しさを伝える仕事に就きた

いという夢があり、「中学校保健体育科の教員」という職を選び

ました。

　宮崎大学で過ごした4年間では、日々の講義や学校現場で行

われる教育実習を通して、教員に必要な専門的な知識はもちろ

ん、社会人として働いていく上で大切なことを多く学ばせていた

だきました。

　現在、学校現場でたくさんの子どもたちと向き合う中で、運動

やスポーツを通して自分の思いや考えを丁寧に伝えることを大

切にしながら過ごしています。時に落ち込むこともありますが、

そんな時元気を与えてくれるのは、いつもそばにいる子どもたち

の何気ない言葉や子どもたちが見せる笑顔です。元気をもらう

度に、「子どもたちのために、もう一踏ん張り！」と頑張ることが

できています。大学生活で学んだことや経験したことは、自分が

働いていく上で糧になっているということを日々実感しながら過

ごせています。

　高校生の皆さん！ぜ

ひ宮崎大学で多くの人

たちと出会い、たくさ

ん笑い、たくさん学ん

で、充実した大学生

活を手に入れてくだ

さいね！

小林市立三松中学校　教諭

寳田光貴さん

平成28年3月 教育文化学部学校教育課程
中学校教育コース保体主専攻
小学校副専攻卒業

宮崎大学医学部附属病院
救命救急センター医員

島津志帆子 さん
〔平成28年3月　医学部医学科卒業〕



それぞれの夢に向かって、努力し道を切り拓いてきた先輩たちから、
夢を追うみなさんに向けた応援メッセージです。
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大学での経験が将来につながる広い人脈を作り、様々なことにチャレンジできる場

　現在、私は主に調味料を取り扱っている食品会社で働いてい

ます。私が食品会社に興味を持ったのは大学3年生の頃でした。

大学に入学した頃は、別の職業に興味を持っており、食品会社へ

の就職を考えてはいませんでした。しかしながら、私が所属して

いた学科は土壌、食品、微生物などの幅広い分野を学ぶことがで

き、その中でも食品製造について学び、学生実験などを経験して

食品分野に興味を持ちました。

　私は、大学で何を経験し、何に興味を持つことができるかが重

要であると思います。これから大学生になるみなさんには積極的

に様々な経験をしていただいて、多くのことを知り、興味を持っ

ていただきたいと思います。

　宮崎大学は様々なことに挑戦する機会を与えてもらえます。大

学3年生からは研究室に配属されました。研究は大変でしたが、

仲間と切磋琢磨しあいながら取り組むことで、信頼関係を築くこ

とができました。また、国内外問わず学会発表にも挑戦すること

ができました。

　現在、私は食品包装の研究開発を行っています。

　高校・大学生活では、卒業したら「何となく働くんだろうなぁ」

としか思っていませんでした。今は大学での専門分野とは直結し

ていない仕事をしています。しかし、大学時代に得た経験がある

からこそ、何事にも挑戦する気持ちを持って、仕事に取り組めて

います。

　皆さんも、これからワクワクした大学生活が始まります。様々

なことに挑戦し、仲間と互いに励まし合いながら素敵な大学生活

を手に入れてください。

麻生知里 さん
平成23年3月
平成25年3月

工学部物質環境化学科卒業
大学院工学研究科修士課程修了

出光ユニテック株式会社
商品開発センター　第一開発課

富士食品工業株式会社
酵母開発本部　素材開発部

村橋太樹 さん
平成28年3月
平成30年3月

農学部応用生物科学科卒業
大学院農学研究科修士課程修了
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Faculty of Education

教育学部は、教員養成に特化した教育学部に変わりました。

1．現代のニーズに対応、 2．進路のサポートが充実、 3．新しい入試
この３つの魅力で、「魅力的な教員」を養成します。

■ 小学校主免専攻

■ 子ども理解専攻

■ 特別支援教育専攻

■ 中学校主免専攻

主に小学校教育を基盤として、中学校も視野に入れた教育実践力を
育成。

主に中学校教育を基盤として、各教科の専門的知識・技能に基づく教
科指導力と教育実践力を育成。

子どもの生活を支えるカウンセリングマインドと技能、心の問題を予
防し対処する能力を育成。
幼稚園、認定こども園と小学校との連携、家庭との協働を実現するコ
ミュニケーション能力を育成。

障がいのある子どもの実態や教育的ニーズを的確に把握して、指導・
支援できる力を養い、地域の特別支援教育を支える高い専門性を有す
る人材を育成。

学校教育課程 小中一貫教育コース

学校教育課程 発達支援教育コース

学校教育課程 教職実践基礎コース

教育学部長

藤 井 良 宜

　教育学部は、平成28年に教育文化学部から名称を変更し

て、教員養成を中心とした学部にもどりました。現在は、小学校

教育を中心に据えながら、それだけではなく学生の志望に応じ

て中学校教育や特別支援教育などにも対応できる人材の育成

を行っています。本学部の特徴は、さまざまな分野の大学教員

による教育を行ってきている点にあります。中学校・高等学校

の教育に合わせて、それぞれの教科の専門的な内容を研究し

ている教員も多くおりますし、教育学、心理学、教科教育法など

教員として必要とされる分野の研究を行っている教員もたくさ

んおります。教員養成に必要な学習を進めるだけでなく、これ

らのさまざまな分野の先生方に触れ合うことは、将来の教員生

活に大いに役に立つことと思います。将来学校の先生になろう

と思っている皆さん、是非教育学部の門をたたいてみてくださ

い。心よりお待ちしております。

教育学部

■教育学部 各コース

P17

P15

P13

P11

P9

目指そう！
未来のスクールリーダー

　教育学部では、新しい時代を切り拓き、子どもたちの成長を支え続けることのできる小学校・中学校・幼稚園・特別支援学校
などの先生を養成します。したがって、各コースの教育を受けるにふさわしい基礎学力を備えるとともに、子どもや地域社会、
教科の指導、人間への理解に関心の高い人を受け入れるために、多様な入学者選抜を行います。

小・中の9年間を視野に入れた教育実践力をもち、児童期・青年期の
発達をふまえた教材・教具、教育方法の工夫ができる高い授業力を備
えた教員を養成。

現代の教育課題に対応するための教育の諸理論と実践力
を兼ね備え、地域に根ざす学校づくりの中心となる教員を
養成。

幼児期から児童・青年期までの発達上の特徴や障がいのある子ども
の特性をふまえた深い子ども理解ができ、一人ひとりの子どもの教育
的ニーズにあわせた支援・指導ができる教員を養成。
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http://www.miyazaki-u.ac.jp/edu/

■施設紹介

附属中学校附属教育協働開発センター 特別支援学級附属幼稚園 附属小学校

■入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）
　教育学部では、教育に対する強い使命感と教員としての基礎的資質・能力を確実に備え、発達段階を見通した広い視野から初等教育、中学校教育、特別支

援教育、幼稚園教育を実践できる人材を養成します。

　なお、学校教育課程のすべてのコースにおいて、大学入学までに身につけて欲しい教科・科目等の学力や能力は次のとおりです。

　まず、「国語」「地歴」「公民」「数学」「理科」「外国語」の基礎的な内容を習得していることが望まれます。さらに、教科全般にわたる基礎学力が求められます。

　そして、教職についての関心と意欲、知的好奇心や行動力、他者とのコミュニケーション能力を培っておくことが望まれます。

■卒業認定・学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）
　教育学部では、教育に対する強い使命感と教員としての基礎的資質・能力を確実にそなえ、発達段階を見通した広い視野から初等教育、中学校教育、特別

支援教育を実践できる人材を養成します。したがって、本学部の各コース・専攻ではそれぞれ以下のような能力を、卒業要件として考えています。

●小学校・中学校・小中一貫校の教員としての使命感や倫理観を持って教育活動に 
　関与できる。
●将来、同僚職員等の様々な人と協調・協働して教育課題を解決するための基礎と
　なる「他者との協調・協働」ができる。
●個と多様性を尊重し、小学校・中学校・小中一貫校の教員に必要な教育的愛情を持
　って児童・生徒に接することができる。
●自ら学修計画を立て、主体的な学びを実践できる。
●日本語と特定の外国語を用いて、読み、書き、聞き、話すことができる。
●学校教育の基礎的諸理論に基づき、児童・生徒の実態を把握することができる。
●児童・生徒の実態に即した生徒指導及び学級経営に取り組むことができる。
●情報通信技術（ICT）を用いて多様な情報を収集し、数量的スキルに基づいて分析
　し、その結果を効果的に活用することができる。
●課題を発見し、情報や知識を多面的、論理的に分析して、その課題を解決する方策
　をとることができる。
●自他の教育実践を省察して、自己の課題を明確にし、理論と結びつけながら教育
　実践に取り組むことができる。
●人類の文化、社会、自然及び地域に関する知識を理解できる。
●学校教育の基礎的諸理論に基づき、学校現場で生じているさまざまな教育課題に
　ついて論じ、適切な対応を考えることができる。
●各教科等の内容に関する知識及び技能を修得し、それを教育実践に活用すること
　ができる。
●小学校・中学校・小中一貫校の教育課程や指導法に関する知識及び技能を児童生
　徒の実態に応じた授業計画、教材・教具の工夫に活用することができる。

小中一貫教育コース 発達支援教育コース

教職実践基礎コース

●学校教育制度の社会的役割を理解し、学校教員としての使命感や倫理観を持って
　教育活動に関与できるとともに、社会の一員として適切に行動できる。
●将来、同僚職員等の様々な人と協調・協働して教育課題を解決するための基礎となる
　「他者との協調・協働」ができる。
●個と多様性を尊重し、学校教員に必要な教育的愛情を持って児童・生徒に接する
　ことができる。
●自ら学修計画を立て、主体的な学びを実践できる。
●日本語と特定の外国語を用いて、読み、書き、聞き、話すことができる。
●学校教育の基礎的諸理論に基づき、児童・生徒の実態を把握することができる。
●教育方法及び学習理論、学校・学級経営等に関する専門的知識・技能に基づき、生
　徒指導及び学級経営に取り組むことができる。
●情報通信技術（ICT）を用いて多様な情報を収集し、数量的スキルに基づいて分析
　し、その結果を効果的に活用することができる。
●課題を発見し、情報や知識を多面的、論理的に分析して、その課題を解決する方策
　をとることができる。
●授業実践の基礎となる教育方法、学習方法、教育課程編成の原理や歴史的遺産を
　踏まえて自他の教育実践を省察し、理論と結びつけながら教育実践に取り組むこ
　とができる。
●人類の文化、社会、自然及び地域に関する知識を理解できる。
●学校教育の基礎的諸理論に基づき、学校教育の成り立ちや現代の学校が直面して
　いるさまざまな教育課題を明確に理解し、適切な対応を考えることができる。
●各教科等の内容に関する知識及び技能を修得し、それを教育実践に活用すること
　ができる。
●教育課程・学習開発、指導法に関する知識及び技能を、一人一人の幼児・児童・生徒
　の成長や個性に応じた授業計画、教材・教具の工夫に活用することができる。

＜子ども理解専攻＞
●小学校、幼稚園・認定子ども園の教員としての使命感や倫理観を持って教育活動
　に関与できる。
●将来、同僚職員等の様々な人と協調・協働して教育課題を解決するための基礎となる
　「他者との協調・協働」ができる。
●個と多様性を尊重し、小学校、幼稚園・認定子ども園の教員に必要な教育的愛情を
　持って幼児・児童に接することができる。
●自ら学修計画を立て、主体的な学びを実践できる。
●日本語と特定の外国語を用いて、読み、書き、聞き、話すことができる。
●学校教育の基礎的諸理論に基づき、心理・行動的問題を示す幼児・児童とのコミュ
　ニケーションを図り、幼児・児童の実態を理解することができる。
●幼児・児童のメンタルヘルスの状態に配慮して、問題の予防・対処に必要な生徒指
　導、教育相談及び学級経営に取り組むことができる。
●情報通信技術（ICT）を用いて多様な情報を収集し、数量的スキルに基づいて分析
　し、その結果を効果的に活用することができる。
●課題を発見し、情報や知識を多面的、論理的に分析して、その課題を解決する方策
　をとることができる。
●自他の教育実践を省察して、自己の課題を明確にし、理論と結びつけながら教育
　実践に取り組むことができる。
●人類の文化、社会、自然及び地域に関する知識を理解できる。
●学校教育の基礎的諸理論に基づき、学校現場で生じているさまざまな教育課題に
　ついて論じ、適切な対応を考えることができる。
●小学校の各教科等の内容及び幼稚園・認定こども園の保育内容に関する知識及び
　技能を修得し、それを教育実践に活用することができる。
●幼児児童の成長やメンタルヘルスの状態に配慮しながら、小学校・幼稚園・認定こ
　ども園の教育課程や指導法に関する知識及び技能を授業計画、教材・教具の工夫
　に活用することができる。
＜特別支援教育専攻＞
●特別支援教育に携わる教員としての使命感や倫理観を持って教育活動に関与できる。
●将来、同僚職員等の様々な人と協調・協働して教育課題を解決するための基礎となる
　「他者との協調・協働」ができる。
●個と多様性を尊重し、特別支援教育に携わる教員に必要な教育的愛情を持って子
　どもに接することができる。
●自ら学修計画を立て、主体的な学びを実践できる。
●日本語と特定の外国語を用いて、読み、書き、聞き、話すことができる。
●知的障害、肢体不自由、病弱、重複障害、発達障害等の障害特性を理解し、特別な
　教育的支援を必要とする子どもの実態を把握することができる。
●特別な教育的支援を必要とする子どもの実態に即した生徒指導及び学級経営に
　取り組むことができる。
●情報通信技術（ICT）を用いて多様な情報を収集し、数量的スキルに基づいて分析
　し、その結果を効果的に活用することができる。
●課題を発見し、情報や知識を多面的、論理的に分析して、その課題を解決する方策
　をとることができる。
●特別支援学校や小学校における自他の教育実践を省察することで、自己の学習課
　題を明確にし、理論と結びつけながら教育実践に取り組むことができる。
●人類の文化、社会、自然及び地域に関する知識を理解できる。
●学校教育及び特別支援教育の基礎的諸理論に基づき、知的障害、肢体不自由、病
　弱、重複障害、発達障害等の子どもが抱えているさまざまな教育課題について論じ、
　適切な対応を考えることができる。
●各教科等の内容に関する知識及び技能を修得し、それを教育実践に活用すること
　ができる。
●特別支援学校の教育課程や知的障害、肢体不自由、病弱、重複障害、発達障害等に
　対する指導法に関する知識及び技能を一人ひとりの子どもの発達や障害特性に応
　じた授業計画、教材・教具の工夫に活用することができる。



小中一貫教育コース〔小学校主免専攻〕
教育学部　学校教育課程

学校教育の入り口となる初等教育は、次世代を担う子どもたちを育む意味でたいへん重要です。本コースは小学校教員
としての基本的な資質を高め、同時に１0の専攻（国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭、英語）から
なる得意分野を合わせ持つ専門性の高い小学校教員を養成します。

Unified Elementary and Junior High School Education Course   Elementary School Major

学校教育課程  小中一貫教育コース
小学校主免専攻  4年

谷川淳一  Junichi Tanigawa
熊本県　熊本学園大学付属高校出身

　小・中一貫教育を目玉にしており、小学校・中学校どちらの
免許も取得できるのはもちろん、両方の実態を学べるのが良
いですね。小学校教諭を目指していますが、一歩引いて生徒
を見守り、楽しいクラスづくりをしてくれた小学校高学年時
の担任にあこがれて、教職に興味を持ちました。本学科は先
輩後輩のつながりが強いので、どちらとも仲良くでき、県外
出身でも宮崎の遊び方や美味しいところの情報も入ってきま
す。教員採用試験の過去問など、先輩を通していただけたり
するのも良いです。学科単位の行事も企画されるので、充実
した学生時代を過ごせます。専門は社会科ですが、ゼミを通
してものの考え方、文章の書き方まで教えてもらっています。

小・中学校の連携を意識して教育
を学べることが魅力。
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■卒業後の主な進路
小学校、中学校、高等学校、特別支援
学校、幼稚園教諭、保育園、県職員、
市町村職員、JA職員、社会福祉協議会、
NPO法人、大学院進学　他

■取得可能な免許、資格
●小学校教諭一種普通免許状※1

●中学校教諭一種普通免許状※2

●中学校教諭二種普通免許状※1

●高等学校教諭一種普通免許状※2

●特別支援学校教諭二種普通免許状※2

●幼稚園教諭一種普通免許状※2

●幼稚園教諭二種普通免許状※2

●学校図書館司書教諭※3

●学芸員※4

卒業時に取得できる免許。

努力次第で取得できる免許。

本学で開講される講習単位を修得すれば「修了

証書」が交付されます。

所定の単位を修得し、申請すれば「学芸員に関す

る科目の単位修得証明書」が交付されます。

※1

※2

※3

※4

アドミッション・ポリシー

小中一貫教育コースでは、児童・生徒の長期にわたる発達過程を
見通す見識、児童・生徒への深い理解力、教員としての使命感、責
任感、教育的愛情を身に付けた教員の養成を目標としています。
そのために、小学校主免では小学校教諭一種、中学校教諭二種
（国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭、英語の
10の教科の中から1つ）の免許を取得します。したがって本コー
ス・専攻では、教育に対する関心と意欲があり、教職を目指す次
のような人を求めています。

●小学校・中学校・小中一貫校の教員等を目指す教職へ
　の意欲にあふれ、教職に必要なたしかな知識・技能に
　ついて研鑽を積み、教育課題を解決するために必要
　な思考力と児童・生徒への適確な指導に資する表現
　力と学校現場で生きる協調性をもち、それらをしっか
　りと身に付けるべく一層の努力を怠らない人

４つの実習でたくましく

　小中一貫教育コースには、小学校・中学校の教員
になるためだけでなく、小中一貫校の教員にもなれ

るように、授業科目が数多く用意されています。その1つが4種類
の実習です。
　教育学部には、附属施設として附属学校園（附属幼稚園・附属小
学校・附属中学校）があります。その中の、附属小学校と附属中学
校で実習Ⅰ～Ⅲが行われます。
　実習Ⅰでは実際の学校現場に参加し観察することが主になりま
す。実習Ⅱでは授業に関する基本的なことを学び、実際に子供た
ちの前に立って授業をします。そして、異学校種の実習として実習
Ⅲが始まります。小主免専修の学生は附属中学校に、中主免専攻

の学生は附属小学校に、それぞれ実習生として小中一貫教育の基
本を身につけます。
　4年生になると、それぞれ県内の小・中学校に行き、応用的な教
育実習である実習Ⅳを受けます。
　実際に教壇に立ち、子供たちとふれあい、先生方の姿を見るこ
とによって、教員になる意
志をよりいっそう強くする
学生も数多く出ています。
やりがいから生きがいを
発見できるように、学生た
ちの成長を4つの実習によ
る学びで支えています。

対象を切り取る鋭さと子どもに寄
り添う柔らかさをもった教師に。

藤本将人
Masato Fujimoto

小中一貫教育コース 小学校主免専攻（社会） 准教授

入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy
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　教師は色々なことを考えて授業を行っています。今
日、この一時間の授業で、何をどう教えよう？このよう
に教えた理由をどのように子どもに伝えよう？授業の
結果、どのような力が育つだろうか？私はそれをどの
ように評価したらいいだろうか？
　皆さんの多くはこれまで教わる立場から教育という
世界を見てきたのではないかと思います。この授業は
面白かったなあ、あの授業はつまらなかったなあ、と
様々な感想を持ったことでしょう。実は、面白さにもつ
まらなさにも上の問いに対する教師の考え方が大きく
関係しています。
　小中一貫教育コースでは、面白い授業の組み立て方
や納得のできる評価のあり方を学ぶことができます。
内容を考える講義では諸科学が鍛えてきた「対象を切
り取る鋭さ」を知ることになるでしょう。方法を考える
講義では附属校教員の「子どもに寄り添う柔らかさ」を
感じてもらえるに違いありません。
　卒業生の多くは教壇に立ち活躍しています。皆さん
の入学を心よりお待ちしています。

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU



児童期から青年期にかけての人の発達過程はたいへん多感で、人間性を形成する意味からも、その人の将来に影響
する大切な時期と言えます。本コースは幅広い視野に立ち、こうした発達過程を見通せる能力と10専攻（国語、社会、
数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭、英語）から1教科を専攻して修得した高い専門性を合わせ持った教員を
養成します。
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小中一貫教育コース〔中学校主免専攻〕
教育学部　学校教育課程

Unified Elementary and Junior High School Education Course   Junior High School Major

学校教育課程  小中一貫教育コース
中学校主免専攻  4年

本田佳織  Kaori Honda
宮崎県　宮崎西高校出身

　3歳からピアノを習っていますが、いつの間にか音楽で仕事
をしたいと思うようになっていました。本学科は、専門性に優れ
た教授陣が揃っているのが魅力です。長年ピアノだけ学んでき
ましたが、授業では声楽や器楽、作曲、指揮法などさまざまな専
門分野を学ぶことができ、視野が広がります。作曲などは、自分
はできないと思い込んでいましたが、先生の一言でアイデアが
広がり楽しさを実感できました。中学校の免許はもちろん、小
学校の免許も取れるため、小中学校どちらの教育法も学べ、教
育への関心も深まりました。
　指導教諭からは、礼儀なども教えていただけ勉強になりま
す。音楽が苦手、得意関係なく楽しい授業ができる先生になり
たいです。

3歳から習ってきたピアノを生かし、
音楽を仕事にしたい。
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■卒業後の主な進路
中学校、高等学校、小学校、特別支援
学校、幼稚園教諭、青少年自然の家、
県職員、市町村職員、JA職員、大学院
進学　他

■取得可能な免許、資格
●中学校教諭一種普通免許状（専修教科）※1

●中学校教諭二種普通免許状（専修以外の教科）※2”

●小学校教諭二種普通免許状※1

●小学校教諭一種普通免許状※2

●高等学校教諭一種普通免許状※2

●特別支援学校教諭二種普通免許状※2

●幼稚園教諭二種普通免許状※2

●学校図書館司書教諭※3

●学芸員※4

卒業時に取得できる免許。

努力次第で取得できる免許。

履修モデルにより卒業時に取得で

きる免許。

大学で開催の講習単位を修得す

れば「修了証書」が交付されます。

所定の単位を修得し、申請すれば

「学芸員に関する科目の単位修得

証明書」が交付されます。

※1

※2

※2”

※3

※4

中学校主免専攻では小学校教諭二種、中学校教諭一種
（国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家
庭、英語の10の教科の中から1つ）の免許を取得します。
したがって本コース・専攻では、教育に対する関心と意欲
があり、教職を目指す次のような人を求めています。

●小学校・中学校・小中一貫校の教員等を目指す教職への意欲
　にあふれ、教職に必要なたしかな知識・技能について研鑽を
　積み、教育課題を解決するために必要な思考力と児童・生徒
　への適確な指導に資する表現力と学校現場で生きる協調性
　をもち、それらをしっかりと身に付けるべく一層の努力を怠
　らない人

卒業とともに２種類の免許状取得

小中一貫コースでは、小学校・中学校の教員になるた

めだけでなく、小中一貫校の教員にもなれるように、

授業科目が数多く用意されています。教育学部には、高校までに

習った国語や数学などの「教科専門」の授業科目の他にも、教育学

や教育心理学、そして各教科の指導法について学ぶ「教職専門」とい

う授業科目もあります。その中で、「小中一貫教育の理論と実践」や

初等・中等別に各教科の「教育研究」、さらには今後小学校教員に必

要な外国語活動の指導力を育成する特色ある科目が設けられてい

ます。

　小主免では、小学校教諭一種免許とあわせて専修とした１教科の

中学校教諭二種免許を取得します。中主免では、専修とした1教科

の中学校教諭一種免許とあわせて、小学校教諭二種免許を取得し

ます。

　こうしたカリキュラムによって、教科に関する強みを持った教員、

さらに9年間の見通しの中で児童・生徒の成長を支えられる教員が

養成されます。卒業要件単位内で2種類の免許が取得できるので、

今後、需要が期待される小中一貫校の教員としても対応でき、進路

の幅が広がります。

確かな授業力と専門性を兼ね備
えた教員を目指して。

　中学校主免専攻では、各教科の教育学とともに教科
内容を深く掘り下げる専門科目を一年次から学びま
す。「なぜ専門科目を？」と思われるかもしれませんが、
子どもたちにとって分かりやすい授業を行うには、み
なさんが教科内容を深く理解していることが必要にな
ります。例えば私の専門の化学でも、既存の反応を理解
していれば新しい化学反応へと無理なくつなぐ授業が
展開できるのです。
　講義で学ぶことは、模擬授業や教育実習での授業で、
繰り返し実践して、教員として必要な授業力を高めま
す。中学校主免専攻では様々な分野の教員が教科内容
に関する疑問を解決し、みなさんが行う授業について
支援します。
　また、この専攻には小学校での教育実習もあり、どち
らの校種も学んでみたいと考えている方にも対応して
います。
　子どもの可能性を広げていく教員を一緒に目指しま
しょう。

有井秀和
Hidekazu Arii

小中一貫教育コース 中学校主免専攻　准教授

アドミッション・ポリシー
入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy
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教職実践基礎コース
教育学部　学校教育課程

グローバル化や少子高齢化、情報化などを背景に、現代社会はめまぐるしい変化の中にあります。そのような社会を生
き抜く力を次世代の子どもたちに身につけさせるため、学校教員に求められる資質・能力も多様化・高度化していま
す。本コースでは、小学校教員としての基本的な資質・能力とともに、今後の社会で必要とされる問題解決能力や批判
的思考力、他者と協働する力などを兼ね備えた教育実践力の高い教員を養成します。

13

Teaching Profession Practice Basic Course

学校教育課程  教職実践基礎コース　3年

武田眞昴  Shingo Takeda
宮崎県　延岡高校出身

　両親ともに教師で、忙しく働く親を目にしてきました。だからこそ、
教師を目指すつもりはなかったのですが、高校生の時に、自分の生徒
から先生として慕われている母の姿を目にして、教師という仕事のや
りがいを垣間見た気がしました。教職は子どもの成長を促せ、成長を
感じられるところが良いです。
　本コースは本県の教育事情について学ぶ授業もあります。小中学
校で行われる宅習は、宮崎特有の家庭学習の姿ですが、宅習があるに
も関わらず、学力は全国レベルと比べると低い。宅習をどう生かすべ
きかを研究したいです。自分で考える力をどうつけるか？楽しく学び
ながら、分かる喜びを引き出せる指導ができるようになりたいです。

大学院まで学んだ経験をバックボーン
に持つ実力ある教師になりたい。
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■卒業後の主な進路
小学校教諭、中学校教諭、大学院進学
他

■取得可能な免許、資格
●小学校教諭一種普通免許状※1

●中学校教諭一種普通免許状※2

●中学校教諭二種普通免許状※2

●高等学校教諭一種普通免許状※2

●特別支援学校教諭二種普通免許状※2

●幼稚園教諭一種普通免許状※2

●幼稚園教諭二種普通免許状※2

●学校図書館司書教諭※3

●学芸員※4

卒業時に取得できる免許。

努力次第で取得できる免許。

本学で開講される講習単位を修得

すれば「修了証書」が交付されます。

所定の単位を修得し、申請すれば

「学芸員に関する科目の単位修得

証明書」が交付されます。

※1

※2

※3

※4

教職実践基礎コースは、幼児期から青年期にわたる長期
の発達過程を見通した上で、幼稚園・小学校・中学校・小
中一貫校に共通する教職に関する高い専門性を持ち、現
代の教育課題に対応できる教員の養成を目指していま
す。そのため、教育の基礎理論、教育課程及び指導法につ
いて、教職大学院までの6年間を見通した学修を進めま
す。本コースでは卒業要件として小学校教諭の一種免許
を取得します。また、努力次第で他の学校種（幼稚園もし
くは中学校）の免許も取得できます。したがって本コース
では、教育に対する高い関心があり、教職を目指す次のよ
うな人を求めています。

●幼稚園・小学校・中学校・小中一貫校における教育に対して

　熱意を持って取り組み、教科全般に関わる基礎学力、また、得

　意とする分野の学力や技能を有し、これらを教育実践に活用

　しようとする意欲を持っている人

●幅広い学問や文化を意欲的に学び、広い視野を身につけ、そ

　れを幼児教育・初等教育・中学校教育・小中一貫教育に生か

　す意欲のある人、また、学び続ける喜びを幼児・児童・生徒と

　共有したいと考え、宮崎県をはじめとする地域に根ざす学校

　づくりの有力な一員となる意欲を持っている人

教職大学院とのつよい連携

本コースでは、高い教育実践力と専門的知識を

もった教員を養成するために、大学院での2年間

を合わせた6年間を見通したカリキュラムが作られています。学

部の4年間では、教員免許状取得に関わる教科教育に関する科

目、教育学や心理学、教育実習などの教職科目を履修します。こ

れに加え、本コースでは、教育の歴史や学校制度など、幅広い視

点から学校教育を学ぶ授業が用意されています。また、教育方法

に関しても、情報メディアの活用やクラスの人間関係づくり、新

しくなった「特別の教科　道徳」など、実践的に、より詳しく学べ

るようになっています。これらの内容のほとんどは、教職大学院

で授業を担当する教員によって行われ、教職大学院での専門性の

高い学習につながっています。教育現場でのフィールド・ワーク

や様々なアクティブ・ラーニングを通した学習も行い、教員とし

ての資質を多面的に高めていきます。

教育理論と実践力を兼備し、現代
の教育課題と向き合う。

盛満弥生
Yayoi Morimitsu

教職実践基礎コース 准教授

　本コースは、現代の教育課題に対応するための教育
の諸理論と実践力を兼ね備え、宮崎県をはじめとする
地域に根差す学校づくりの中心となる小学校教員を養
成するコースです。小学校教員になるために必要な教
職に関する科目や教科教育に関する科目、教育実習の
ほかに、教育の歴史や教育制度、教育方法など、学校教
育や教育問題について学ぶ授業が用意されています。
例えば、私の専門である教育社会学の授業では、現代の
重要な教育課題である子どもの貧困や学力格差問題に
ついて、実態やその背景を理解し、学校教員としてどの
ようなアプローチが求められるのかを考えていきま
す。また、理論だけでなく、教育現場や地域の子ども支
援の現場などでのフィールドワークも多く取り入れ、
より具体的・実践的に学ぶことができるのも本コース
の特長です。教職大学院と強い連携をとっており、卒業
後は教職大学院への進学を前提に、6年間を見通した
カリキュラム編成になっています。そのため、学部4年
次にもいくつか講義が用意されています。将来は、宮崎
県の小学校教員として学校の中心的存在となって活躍
したいという意欲がある方、ぜひ一緒に学んでいきま
しょう。

アドミッション・ポリシー
入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy
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教育学部　学校教育課程
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発達支援教育コース〔子ども理解専攻〕
Developmental Disorder Support Education Course   Understanding Children Major

心理学の理論と知識を活用して、子どもの学校生活を支える教員を育成します。科学的・実証的な心理学のアイデア
を使って、子どものメンタルヘルス、学業の向上を図ります。

学校教育課程  発達支援教育コース  子ども理解専攻  3年

上坂咲綾  Saya Kamisaka（左）
宮崎県　宮崎北高校出身

三輪朱音  Akane Miwa（右）
宮崎県　都城泉ヶ丘高校出身

　本専攻の強みは、心理学を専門的に学べることです。幼稚園の免許が取れます。
「子どもの不安や抑うつ状態に対して、どうアプローチをするのがいいのか考え、心
理学における統計なども学べるのが魅力」と三輪さん。子どもの行動と心理の関係を
知り、より子どもを理解できるのが良いようです。また、「言葉での表現が確立できて
いる小学生だけでなく、言葉を発せない乳幼児の心理まで学べるので、自分の子育
てにも生かせると感じます」と語るのは上坂さん。1学年が、約10名と少人数制で、先
生ともコミュニケーションが取りやすいのもポイント。教員採用試験に向けて、教員
を目指している者同士、時間を合わせて勉強でき、同じ目標に向かう仲間がいること
も心強いとか。思い切り学び、経験を積み重ねられる今をおう歌しています。

子どもの心理を学び、教育に生かせるのが魅力。
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心理学の知識を学校で活用できる
教師を目指そう。

　義務教育はすべての子どもたちが受ける教育です。

義務教育の中で、心理学を活かした教育を実践するこ

とは、すべての子どもたちの将来における財産になり

ます。子どもたちの心を育てる専門的な知識を持った

教員養成を目指しています。

【研究内容】

　小中学校から始まる学校不適応に関する研究を行っ

ています。小中学校での学校不適応は、将来の社会適応

にも大きな影響を与えるものです。特には、不登校から

始まるひきこもりについて専門的な研究を行っていま

す。不登校、ひきこもりへの支援では、学校だけではな

く家庭や地域の協力が必須になります。そのため、学校

での予防教育、家庭や地域との連携について実践的な

研究を行っています。

境　泉洋
Motohiro Sakai

発達支援教育コース 子ども理解専攻 准教授

子ども理解専攻では、幼児期から児童思春期にわたる子

どもの心理、発達過程を見通す深い見識と理解力、教員

としての使命感、責任感、教育的愛情を身に付けた教員

の養成を目的としています。したがって、本専攻では、教

育に対する関心と意欲があり、教職を目指す次のような

人を求めています。

●幼児期から児童思春期の子どもの教育に対する意欲にあふ

　れ、教職に必要なたしかな知識・技能について研鑽を積み、

　目標に向けて強い意志と行動を貫くことができる思考力・主

　体性、さらに学校現場で子どもと保護者と信頼関係を築き、

　同僚と協力して問題に取り組んでいける対人関係能力を身

　に付けるための努力を怠らない人

国内でも希少な教育現場における
心理学研究が盛ん

　本専攻では、心理学を学び、それを応用した教

育・研究が行われています。テーマは幼児・児童・生徒のメンタル

ヘルスの向上です。本専攻の教員は、このテーマのもとで、幼稚

園・小学校・中学校の先生方と豊富な共同研究の実績をもってい

ます。たとえば、子どもが主体的に学ぶ授業を作る、子どものス

トレスを改善予防するストレスマネジメント教育、幼児・児童・

生徒の対人関係を育てるソーシャルスキル教育、子どもの不安

や抑うつに対する予防プログラムなどがすでに幼稚園・小学校・

中学校などの教育現場で実践されています。こうした実践活動

には学生も積極的に参加し、授業で学んだ子ども理解に関する

専門的内容を実践の場で生かすことができるようになっていま

す。学生の時から現職教員と共同研究を通して身近に交流でき

る機会が用意されていること、これは教員をめざす学生にとっ

て大きな魅力になるはずです。

■卒業後の主な進路
小学校教諭、幼稚園教諭、児童指導
員、県職員、市町村職員、大学院進学
他

■取得可能な免許、資格
●小学校教諭一種普通免許状※1

●幼稚園教諭一種普通免許状※1

●中学校教諭二種普通免許状※2

●特別支援学校教諭二種普通免許状※2

●学校図書館司書教諭※3

●学芸員※4

卒業時に取得できる免許。

努力次第で取得できる免許。

本学で開講される講習単位を修

得すれば「修了証書」が交付され

ます。

所定の単位を修得し、申請すれば

「学芸員に関する科目の単位修得

証明書」が交付されます。

※1

※2

※3

※4

アドミッション・ポリシー
入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy
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発達支援教育コース〔特別支援教育専攻〕
教育学部　学校教育課程
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知的障がいや肢体不自由、病弱、発達障がいのある児童・生徒が抱えている課題や困難に対する支援や指導をするた
めに必要な知識や技能などの専門性を身につける学修を通して、障がいのある児童・生徒の心身の発達を促し、将来
の自立や社会参加を実現することのできる特別支援学校の教員を養成します。

Developmental Support Education Course   Special Needs Education Major

岡村美彩  Misaki Okamura
宮崎県　宮崎西高校出身

　母が特別支援学校の教師をしており、その姿を身近に見て
育ちました。本専攻は、特別支援学校や大学の附属学校の特
別支援学級に出向き、体験を通して学ぶ環境が用意されてい
ます。また、いろいろな障がいがある人と関わることができ
るボランティア活動も活発で、さまざまな経験を積むことが
できます。通常の学級に行くこともあるため、いろいろな子ど
もと関わることができ、通常の学級と特別支援学級・特別支
援学校それぞれの教育方法のよさを感じることもできます。
　本専攻独自の取り組みは、毎週土曜日に行うチャレンジ教
室です。発達障がいのある子どもたちを対象とした活動で、
学生自身で教材を作りながら子どもたちに関わるため、そこ
での学びは教育実習にも生かせます。学生の教育実践力が
つくようにカリキュラムが組んであるのが魅力ですね。

一人ひとりの児童生徒にあった
教育の難しさと魅力

学校教育課程  発達支援教育コース
特別支援教育専攻 4年
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特別支援教育専攻では、障がいのある児童・生徒それぞれ

の発達や特徴を捉える見識と深い児童理解力を持って初

等教育を施すことができ、その上で障がいに基づく種々の

課題や困難を改善または克服するのに必要な知識、技能、

態度および習慣を養うための指導ができる特別支援学校

教員の養成を目的としています。したがって、本専攻では

特別支援教育への関心と意欲があり、教職を目指す次の

ような人を求めています。

●特別支援教育に対して熱意を持って取り組み、特別支援教

　育に関する学修に十分対応できる基礎学力や基礎技能を

　有し、目標達成に向けて強い意志と行動を貫くことができ

　る思考力・表現力、愛情豊かに他者を思いやることができ

　る協調性を持つ人

●学習を通して獲得した知識・技能・行動力を教育現場に還

　元するための粘り強く創意工夫する力や向上心を有して

　いる人

■卒業後の主な進路
特別支援学校、小学校、幼稚園
教諭、大学院進学　他

■取得可能な免許、資格
●特別支援学校教諭一種普通免許状※1※2

●小学校教諭一種普通免許状※2

●幼稚園教諭二種普通免許状※3

●幼稚園教諭一種普通免許状※3

●中学校教諭二種普通免許状※3

●学校図書館司書教諭※4

●学芸員※5

※1

※2

※3

※4

※5

取得可能な領域は知的障害、肢体不自由、病弱の3領域です。

卒業時に取得できる免許。

努力次第で取得できる免許。

本学で開講される講習単位を修得すれば「修了証書」が交付されます。

所定の単位を修得し、申請すれば「学芸員に関する科目の単位修得

証明書」が交付されます。

「チャレンジ教室」で会いましょう

毎週土曜日に木花キャンパスで開かれる「チャレン

ジ教室」では、発達障がいのある子どもとその保護

者を対象とした教育プログラムを実践しています。初めは子ども

たちへの接し方にとまどう学生も、主体的に取組むことで次第に

子どもと心を通わせていきます。一緒に参加している保護者の

方々にも、家庭でのわが子への対応の仕方の参考になると好評で

す。本専攻では、課外の教育ボランティア活動も盛んで、授業で学

んだことを生かせる実践の場が数多く用意されています。

先輩から後輩へ 「みんなで学び合う」

特別支援教育専攻の学生たちに聞くと必ず返ってくるのが「先輩、

後輩の関係がいい」、「先生方との距離が近く、話しやすい」という

答え。先生方は専攻の学生一人ひとりに対してきめ細かく指導を

行っています。また、授業や研究活動、課外活動においても上級生

と下級生が協働する機会が多く、先輩学生が後輩に対し積極的

にアドバイスし、相談に乗っています。互いに意見を出し合い、助

け合い、学び合う伝統があります。県内外で多くの先輩も活躍し

ているので、卒業して社会に出ても宮大OB、OGとのつながりを

持つことができます。

　特別支援教育専攻では、「専門性」と「人間性」を大切
にしています。特別支援学校教員は、一人ひとりの子ど
もを見つめ、彼らの将来を思い描きながら教育に取り
組んでいます。こういった子どもの実態に即した教育
には、子どもの障がいを理解し、子どもや家族の思いを
汲み取るための専門知識と、指導・支援の知識・技術が
必須となります。さらに、教員同士だけでなく、保護者
や関係機関、地域の方との協働も欠かせません。つま
り、特別支援学校教員には、教員としての「専門性」と社
会人としての「豊かな人間性」が必要なのです。
　宮崎大学は、宮崎県で唯一、学部と大学院の両方に特
別支援学校教員の養成課程がある大学です。大学院で
学ぶ現職の先生方とも一緒に勉強するので、学部段階
から教育現場の実際に即した深い学びができます。こ
ういった学びの環境で一緒に支援を必要とする子ども
の未来を切り拓きましょう。

障がいのある子どもの自立や
社会参加に向けた指導・支援が
できる教員を目指そう！

半田　健
Ken Handa

発達支援教育コース特別支援教育専攻　講師

アドミッション・ポリシー
入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy

ココに
注目!
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良き医療人材の育成と
生命科学分野の研究拠点を目指して

看護学科

看護による健康への支援を通して保健医療に貢献できる看護師、保健師
を育成。

人間と生命の尊さがわかる専門職を育成

医学科

宮崎の地域医療に貢献し、国際的にも活躍できる医師・医学研究者を
育成。

地域における医学・医療の中心的な役割を果たす
医学部長

片岡寛章

医学部は、昭和49年に設立された宮崎医科大学を前身とし、平成13年に看護学科を併設しました。

平成15年10月に宮崎大学と統合し、宮崎大学医学部となりました。

Faculty of Medicine

　医学科と看護学科は、本学のスローガン「世界を視野に地域

から始めよう」の下、地域社会はもとより広く世界に貢献する医

療人を輩出することを目指しています。両学科共に1年次から

始まる専門基礎科目を経て、学内外での体験学習を行い、医療

人としての自覚を早期に育成します。医学科では4年次、看護

学科では2年次から医療現場での臨床実習が始まります。臨床

実習は本学部附属病院のみならず、各地の連携研修医療施設

においても行われ、最前線で活躍する先輩医師や看護師から

直接指導を受けます。また、ドクターヘリの運航や救命救急セ

ンターの診療を通して、県下医療機関と連携した救命救急医

療体制を構築してきました。研究活動では「生理活性ペプチド」

や「成人Ｔ細胞性白血病」の研究をはじめ、数多くの世界最高

水準の成果を生み出しています。このような環境の下で医学・

看護学を学び、地域を支える意欲、また世界に貢献する意欲に

燃えるみなさんの入学を歓迎します。

■医学部 各学科

P23

P21

医 学 部
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http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/

■施設紹介

■ 医学部の使命

■ 医学部の教育理念・目標

臨床技術トレーニングセンター フロンティア科学実験総合センター 総合周産期母子医療センター

■ 卒業認定・学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）

総合教育研究棟

　宮崎大学医学部は、「地域における医学・医療の中心的な役割を果たすと同時に、進歩した医学・看護学を修得せしめ、人命尊重を第一義

とし、医の倫理に徹した人格高潔な医師、医学研究者、看護職者及び看護学研究者を育成し、国内外の医学及び看護学の水準向上と社会福

祉に貢献すること」を使命としています。

　教育・研究・診療を通して、地域社会や人類全体の健康と福祉の増進に寄与し、高潔かつ温かな人間性を有し、最新の幅広い知識と確か

な技術を持ち常に向上のための努力を惜しまず、地域の問題を理解すると共に豊かな国際性を有する医師、看護師、研究者、教育者を育成

します。

　宮崎大学医学部では、以下の素養を身に付けるとともに、所定の期間在籍し、基準となる単位を修得した学生に、卒業を認定し、学位（学

士号）を授与します。

社会に貢献できる医療人として、豊かな人間性を持ち、謙虚な心で、人命尊重、的確な判断力、実行力を備え、義務と権利を適正に行使

できる。

自ら学修計画を立て、主体的に学び、自己研鑚し、最新の医学および看護学の知識を生涯にわたって学修することができる。

教育によって身に付けた医学および看護学の知識や新たな知見を複眼的、論理的に分析するとともに、課題を認識し医療の進歩に貢献

できる。

相手の伝えたいことを的確に理解し、自己を表現でき、他職種と連携してチーム医療を実践できる。

医学および看護学を学ぶ機会が得られたことへの感謝の心とプロフェッショナルとしての自覚を持ち、教育で得た知識、技能によって

地域医療に貢献できるとともに、グローバルにも活躍できる。

医学部

1.

2.

3.

4.

5.



医学科
医学部
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地域における医学・医療の中心的な役割を果たすと同時に国際的にも幅広く活躍できる人命尊重を第一とした医師、

医学研究者を育成します。

School of Medicine

医学科  5年

山田愛加理  Akari Yamada
宮崎県　宮崎第一高校出身

　中学生の時に家族が入院することがあり、医療に関心を持つように
なりました。自分の地元の大学で、一番身近だったのが本学を志望し
た理由です。自然豊かな環境で学べて、アウトドアサークルが盛んな
のが独特かもしれません。自宅が青島にあり、本学サーフィン部が練
習しているのを見ますが、自然の中で学べる豊かさを実感できます。
　本学科は、実習が早くから始まるのがいいなと感じています。臨床
実習しながら、座学で学べるので頭に入りやすいです。また留学生が
多いので、多くの外国人の友達が作れるのも魅力です。6年生では、海
外の実習も希望でき、地方にいながら海外とも交流できるチャンスも
あります。
　今は総合診療に興味を持っています。患者さんの全身を看られる
医師になりたいです。

臨床実習しながら座学でも学べるから、
頭に入りやすい。
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　日進月歩で発展している医学、医療の現場で、地域に

暮らしている人々の病気を治療し健康な生活を手助け

するのは医師の重要な仕事です。

　産婦人科では、妊産婦のほか、子宮筋腫、子宮がんや

卵巣がんなどの婦人科疾患、また生まれたばかりの小

さな赤ちゃんなど、各分野の専門医を配して診療にあ

たっています。県内、時には隣県からの救急搬送や紹介

患者さんを受入れることが多い毎日です。質の高い医

療を提供するためには、看護師や助産師、薬剤師や理学

療法士などコメディカルとも連携し、患者さんの治療や

ケアにあたるチーム医療は大切です。また海外との交

流を積極的に行い、世界に向けて発信する研究にも取

り組んでいます。地域医療を支える使命感と熱い志を

持つ皆さんのご入学を心待ちにし、知識や技術だけで

なく、十分なコミュニケーション能力を身につけ、高い

倫理観を養い、将来同じ医師として働く日が来ることを

心から期待しています。

地域医療に貢献し、世界に羽ばたけ
る医療人を目指して。

児玉由紀
Yuki Kodama

医学科　発達泌尿生殖医学講座産婦人科学分野　教授

■卒業後の主な進路
臨床研修医（本学附属病院、他の国公立大学附属病院、
他の公立・民間等病院）

■取得可能な免許、資格
●医師（国家試験受験資格）

医師として働き続けるための
『キャリアデザインサポート』体制

　宮崎大学医学部では、医学科の卒業生及び学生が個人の資質を

最大限に発揮しながら、医師・研究者として社会貢献を果たすキャ

リア形成を支援しています。大学ホームページ上では、専用サイト

「キャリアデザインサポート」を運用し、卒後臨床研修プログラム

や専門研修プログラム、医学研究及び大学院進学、海外留学等に

関する情報提供をはじめ、登録された卒業生・学生の問い合わせ

にも対応しています。 

　大学や附属病院の情報提供はもちろん、本学医学部で学んだ皆

さんを卒業後も大学教員・職員が一丸となって応援していきます。

宮崎大学医学部卒業生を支援するサイトです

医学科では、臨床医、医学研究者、あるいは医学教育者と

して宮崎の地域医療に貢献し国際的にも活躍できる、優

れた人材の育成を目標としています。

医学科では、自ら課題を見つけ解決しようとする探求心と意

欲、行動力（主体性・学問への関心）を有し、医学と医療を学

ぶために必要な幅広い基礎学力・応用能力（知識・技能）と他

者と協調・共感できる豊かな人間性（協調性・思考力・表現

力）を持つ人、また、学習を通して獲得した知識・スキル・行動

力を社会に還元することのできる人材を求めています。

アドミッション・ポリシー
入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU



看護学科
医学部
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School of Nursing

社会と地域の保健医療に貢献できる人材を育成します。何よりも豊かな人間性を大切にし、人々の健康な生活への援

助を実践するために附属病院の最先端医療設備を活用した高度な看護学を学びます。

看護学科  4年

中尾剣三郎  Kenzaburo Nakao
大分県　中津北高校出身

　認知症の祖母が在宅介護を受けていましたが、介護
士さんが来ても何もできない自分が歯がゆくて、看護師
を目指せば介護と医療どちらにも携われると思いまし
た。本学科は、現場の経験もある頼りになる教授陣が揃
っているところが魅力です。日々の学習のなかで分から
ないところも質問しやすく、進路や就職のことまで相談
できます。特に先生方の存在の有難さを感じたのは実
習中です。自身の看護のあり方に疑問を感じて落ち込
んだのですが、そのときの私が普段と違うことに、先生
がいち早く気づいてフォローしていただきました。本当
に一人ひとりに目配りをしてくれることを実感できまし
た。本学の附属病院で働くことを目指していますが、実
習を通して小児医療にも興味を持ち始めています。技術
を磨き、いろいろなことに早く気づける看護師を目指し
ています。

女性が多いなかでも、教授陣の
心配りで不安なく学べる。



看護学の発展のために！

　看護学の一層の発展のため、宮崎大学では医学

部看護学科を母体とし、単一の研究科に特化した大

学院看護学研究科を開設（平成26年）しました。研究科の構成は

実践看護者育成コースと研究者育成コースから成り立っています。

　実践看護者育成コースは、がん看護領域と実践助産学領域（免

許取得課程）および実務経験のある助産師を対象とした実践助

産学開発領域から構成されています。したがって従来看護学科で

行っていた助産師養成は発展的に解消し、実践助産学領域に組

み込まれています。一方、がん看護領域では、がん看護専門看護師

の養成課程を有しており、将来の資格獲得が可能となります。

　研究者育成コースでは、研究者の育成と共に、看護の多様化す

るニーズに応える形の研究を続けていきます。こうした大学院で

の研究成果が、今後の看護学の発展に寄与することは言うまでも

ありません。看護学が単独で大学院を構成することは国立大学で

は大変珍しく、その成果が注目されています。
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看護学科では、看護による健康への支援を通して、

社会と地域の保健医療に貢献できる人材の育成を目

標としています。

看護学科では看護職者になろうという目的意識と看護学を学ぶた

めに必要な基礎学力（知識・技能）を有し、生活している人々の身体

的・精神的健康への関心（学問への関心）、自ら課題を見つけ解決し

ようとする意欲と行動力（主体性・多様性）、他者への共感と円滑な

コミュニケーション能力（協調性・思考力・表現力）を持つ人、また、

学習を通して獲得した知識・スキル・行動力を社会に還元すること

のできる学習意欲の高い人材を求めています。

■卒業後の主な進路
本学部附属病院、他の国公立大学附
属病院、他の公立・民間等病院、宮崎
県職員（保健師）、他の自治体職員
（保健師）　他

■取得可能な免許、資格
●看護師（国家試験受験資格）
●保健師（国家試験受験資格）※1 選択制、2年次後学期に履修生の選考試験を行う。

保健師免許取得後、教育職員免許法の所要単位を

修得し、申請により養護教諭二種免許を取得する

ことができます。

※1

　日本は、世界で最も安全に出産ができる国となって

から久しく、誰もが「無事に出産するのが当たり前」と

考えるようになりました。しかし、生殖医療や周産期医

療がどんなに高度化しても、ハイリスク妊産婦や産後

うつ病の増加などにより、妊娠・出産・育児のすばらし

さを享受することが困難な現状があることも事実で

す。この様な時代だからこそ、保健・医療・福祉、地域社

会などのあらゆる場において、妊産婦さんとその家族

に切れ目のないケアを提供できる看護職が求められて

います。

　宮崎大学は、医学部附属病院に総合周産期母子医療

センターを有しており、宮崎県の周産期医療の中心を

担っています。この恵まれた環境で、新しい生命を迎え

る家族の健康を育み、次世代につなぐケアについて一

緒に考えませんか。皆さんの入学をお待ちしています。

“つなぐ”力を育みます！

山﨑圭子
Keiko Yamazaki

看護学科　母性（助産専攻）看護学領域　教授

アドミッション・ポリシー
入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU
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　工学とは自然科学を応用して、人間の役に立つ技術や製品

を開発し、人間の生活を豊かにし幸せにする学問です。本学部

では知識基盤社会の中でたくましく生き抜き、21世紀の地球環

境と共生できる科学技術の創造と、それを担う人間性豊かな人

材の育成を目指して、教育研究の拠点づくり、地域貢献、国際

交流の発展に取り組んでいます。『地域に根ざし世界にはばた

く』を目標に、人間性豊かでコミュニケーション能力が高く、確

実な基礎学力を身につけた研究者、技術者の育成を図ってい

ます。そのために、必要な基礎及び専門知識と実践能力を身に

つけた自立した工学技術者を養成する専門教育プログラムを

構築し、高度な課題への探究力を高めるために、自らが能動的

に課題に取り組む課題探究型授業（アクティブラーニング）を

採りいれた実践型の技術者教育を行っています。宮崎の地から

世界に向けてともに学んでいきましょう。

ビームダウン式太陽集光装置

　工学部は、宮崎県唯一の工学部として、地域に根ざし、世界にはばたく工学部を目標に、今後ますます進展する高度な科学技
術に挑戦し、創造することができる人材の育成につとめ、国際的にも評価される質の高い学術研究活動を進めています。
　さらに、地域産業の発展を推進することにより、地域社会に知的な貢献をすることにつとめています。
　本学部では、7学科の連携協力による教育・研究分野の高度化、学際化、総合化を推し進め、21世紀の地球環境と共生できる
科学技術の創造と、それを担う人間性豊かな人材の育成を目指しています。

環境応用化学科

電子物理工学科

社会環境システム工学科

　地球に優しい環境と人類の利便性を総合的な視点から管理する技術
者を育成。

　化学を応用し、実用性と地球環境との調和を目指した物質生産を行
う技術者を育成。

環境ロボティクス学科

　生活環境や自然環境をよりよいものにするためのロボット工学、制
御技術者を育成。

機械設計システム工学科

　人と自然にやさしいものづくりのために、ニーズを具現化できる技術
者を育成。

環境と社会基盤の共存に取り組む

化学の力で省エネルギー、資源循環を達成する

ロボット、制御技術で近未来の生活環境を創生する

人類の幸福のための「ものづくり」を極める

エネルギー関連技術に数学、物理学で挑む
　エネルギー関連技術や新素材開発技術を有する創造性豊かな技術
者を育成。

電気システム工学科
電気エネルギーと情報通信で社会を支える
　工学全般の基礎に通信、電子回路、制御の専門知識を持った技術者
を育成。

情報システム工学科
情報工学の高度な知識と問題解決能力を生かす
　高度な専門知識と現実的な問題解決能力を兼ね備え、幅広く活躍で
きる技術者を育成。

■工学部 各学科

人間の役に立つ技術や製品を開発する。

人間の生活を豊かにし、人間を幸せにする。

だから、ものづくりの原点は自分づくり、人づくり。

あたたかな体温を持つ研究者は、地域に世界に貢献できる。

工 学 部
Faculty of Engineering

人に役立つ、人を幸せにする。

工学部長

横 田 光 広
P29

P39

P37

P35

P33

P31

P29

P27
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■施設紹介

風洞実験装置 コンピュータ実習室 天体望遠鏡

http://www.miyazaki-u.ac.jp/tech/

　工学部では、宮崎県唯一の工学系学部として、「宮崎に根ざし世界に目を向けた工学部」を目標に、人間性豊かで、コミュニケーション能力が高く、確実な基礎
学力と幅広い応用能力を身に付け、21世紀の高度な科学技術分野や最先端技術分野で活躍できるような、問題発見・解決能力を備えた創造性豊かな技術者
の育成を目指しています。

　工学部では、宮崎大学学務規則に規定する修業年限以上在学し、各学科所定の単位数を修得し、且つ、卒業論文審査において、卒業研究の取組状況と研究成
果から、各学科が定めたディプロマ・ポリシーを達成したことが確認された者に対して卒業を認めると同時に、学士（工学）の学位を与える。

■入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）

■卒業認定・学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）

集光型太陽光発電システム

環境応用化学科
●自然、歴史、文化などの種々の我々を取り巻く環境を理解し、そこにおける自己を把握す
　ると共に地球環境と調和した人類の発展を多面的に考えることができる。
●社会への環境応用化学の役割と使命を理解し、応用化学を基礎とする技術者としての
　社会への貢献と責任について考えることができる。
●変化に対応するための自主的、継続的な学習、および探求をすることができる。
●日本語による論理的な記述力を中心とするコミュニケーション、および
　英語の読解ならびに基礎的なコミュニケーションをすることができる。
●社会の要求の本質を理解して解決するデザインができ、環境、安全、経済性などの制約
　を考慮しながら計画的且つ柔軟に問題を解決することができる。さらに、チームで仕事
　を達成することを学ぶ。
●数学、物理学、環境科学および情報科学に関する基礎知識とそれらを応用することがで
　きる。
●物理化学、無機化学、有機化学、生物化学、化学工学、環境化学などの専門基礎知識を修
　得し、それらを応用することができる。
●物理化学、無機化学、有機化学、生物化学、化学工学、環境化学などの応用化学に関する
　問題を解決することができる。
●修得した実験技術に基づき実験を計画・遂行し、得られた結果をまとめ、説明し考察す
　ることができる。

社会環境システム工学科
●現代の土木環境工学が直面している国内的、国際的問題を理解し、社会の技術者への
　要請を察知し、技術者のあるべき方向性を理解して適切な行動ができる能力を身につ
　けている。
●工学技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を理解するとともに、公共の福祉の向上と
　環境保全を使命とする土木環境工学の技術者として必要な倫理・規範や責任を理解・判
　断できる。
●土木環境工学の分野に興味を持ち、演習などを通じて自主的に学習する習慣を身につ
　けている。
●調査・実験・研究内容や成果について図表などを使って正確でわかりやすく記述、発表
　や質疑応答ができるとともに、専門分野に関する英語を理解・記述するための基礎的な
　能力を身につけている。
●土木環境工学の分野における課題の発見から解決にいたる手順や方策を計画・遂行で
　きる能力を身につけている。また，調査や実験を計画・遂行し、結果を正確に解析して考
　察する一連のプロセスを体得している。また、チームで仕事をするための能力を身につ
　けている。
●土木環境工学の技術者に必要となる専門知識を獲得する際に要求される数学、物理学
　などの基礎知識と情報処理技術に関する基礎知識を身につけている。
●自然との調和を図りつつ生活・経済・文化・安全・地域を支える社会基盤を計画・設計・管
　理・評価する上で必要な、計画学系、建設材料工学系、構造工学系、地盤工学系、水理・水
　工学系、水処理・環境工学系の専門能力を身につけている。

環境ロボティクス学科
●広い視野から多面的に物事を考えることができる。
●社会における技術者の役割や使命を理解し、技術者として必要な倫理や規範を判断す
　ることができる。
●与えられた課題を達成する過程において、グループ討論を通じて得られるチームワーク
　力（リーダシップ、協調性）を発揮できる。
●課題や問題に対して、自律的、継続的に取り組むことができる。
●相手に自分の考えを理解してもらえる外国語を含むコミュニケーションを実践できる。
●多様な情報を収集し、数量的スキルに基づいて分析し、効果的に活用することができる。
●与えられた課題を達成する過程において、自ら問題を発見、整理、解決する基礎能力と
　工学デザイン能力を活用できる。
●環境及び地域に関する知識を理解できる。
●数学、機械、電気電子、情報、化学などの専門領域の基礎知識を習得し、それを活用できる。

機械設計システム工学科
●社会人としての必要な倫理や規範を判断することができる。
●社会や自然に及ぼす影響や効果を理解できる。
●外国の言語や文化を理解できる。
●自ら主体的かつ継続的に学習することができる。
●与えられた制約の下で課題を解決するための計画を立て、遂行することができる。
●日本語による論理的な記述、プレゼンテーション及び討議を行うことできる。
●英語による情報を理解し、基礎的なコミュニケーションを行うことができる。
●情報通信技術（ICT）を用いて多様な情報を収集し、数量的スキルに基づいて分析し、効
　果的に活することができる。
●図書や文献を通じて情報を収集及び分析し、課題を発見できる。また、課題を解決する
　方法を見出すことができる。

●社会の要求や制約に応えるため、自主的に計画して、それを継続的に実行できる。
●人と機械との共存や機械と自然との調和を考えることができる。
●社会秩序や自然環境保護に対する技術者の責務を考えることができる。
●機械技術者としての工学の基礎及び専門知識を有する。
●自然環境を維持するために、資源とエネルギーの有効利用を考えることができる。
●自分のアイデアを実現できるデザイン能力およびそれを説明するコミュニケーション能
　力を有する。
●得られた成果を吟味し、まとめることができる。

電子物理工学科
●自然界や社会における問題を様々な立場から理解する能力を身につける。
●社会における工学の役割や使命を理解し、技術者として必要な技術者倫理や情報倫理
　を身につける。
●さまざまな条件を考慮して問題を解決するための仕組み(手順)を構築する能力を身に
　つける。
●自主的・継続的に課題に取り組む能力を身につける。
●自分の考えを論理的にまとめ、相手に文書やプレゼンテーションで正確に伝えると共に、
　相手の話している内容を理解する能力を身につける。
●円滑な課題解決のためのチームワーク力を身につける。
●工学的な内容について書かれた英語文献等を理解するための基礎的能力を身につける。
●与えられた課題を達成する過程において、情報を収集、分析し自ら問題を発見し、その
　背後にある課題を見つけそれらを整理する能力を身につける。
●課題を論理的に考察し、解決できる能力を身につけ、その結果をまとめることができる。
●数学・物理学を中心とした工学基礎知識を習得する。
●工学の基礎となる力学、電磁気学、物性物理学、量子力学、電気回路などに関する知識を
　習得する。
●実験によって物理現象を確認するとともに、実験技法を修得する。
●電子物性工学、物理計測工学に関わる基本原理を理解し、その応用能力を身につける。

電気システム工学科
●技術者に求められる倫理観を身に付ける。
●チ－ムで考察と議論ができる。
●課題や問題に対して、自律的、継続的に取り組むことができる。
●問題解決のために文献調査や整理する能力を身につける。
●日本語で論理的な記述ができる能力を身につける。
●英語の文献や資料を読み、理解できる能力を身につける。
●プレゼンテ－ションの技術を習得する。
●内容を理解し、要点をまとめる能力を身に付ける。
●技術者にとって必要となる数学を含めた自然科学の知識を身に付ける。
●問題を発見、整理する基礎能力を身につける。
●解決した問題点を総合的に考察できる能力を身につける。
●広い視野で多面的に物事を考える能力を身につける。
●専門基礎として電磁気学、電気回路などの知識を身につける。
●電気エネルギ－および情報通信分野に関する専門技術と実践能力を身につける。

情報システム工学科
●問題を環境、人間、文化、社会、地域、国際関係などの側面から多面的にとらえることが
　できる。
●工学技術者が社会に及ぼす影響や技術者としての倫理的責任を理解できる。
●情報技術の進化に対応していくために、主体的かつ継続的な学習の必要性を理解できる。
●自分の考えを伝え相手の考えを理解するための、日本語による論理的な記述、プレゼン
　テーション及び討議を行うことができる。
●英語による情報を理解し、基礎的なコミュニケーションを行うことができる。
●ユーザーの要求を分析し、要求を満たす情報システムをデザインし、実装し、評価するこ
　とができる。
●与えられた制約の下で課題を解決するために、計画的にその課題に取り組むことがで
　きる。
●チームとして目標を共有し、コミュニケーションを図りつつ問題解決に取り組むことが
　できる。
●数学、物理、化学、生命科学などの工学者としての基礎知識を習得し、それを応用するこ
　とができる。
●数学及び情報科学の理論の基礎を理解し、情報工学の様々な問題に応用することがで
　きる。
●計算機システムの構成や動作に関する知識を習得し、ソフトウェア開発に応用すること
　ができる。
●問題を解決するために、既存のアプリケーションソフトを利用できかつ自らプログラム
　を作成することができる。
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牧浦えみ  Emi Makiura
鹿児島県　育英館高校出身

　父が理科の教師をしており、父の背中を見てきて、自然
と理科の教師になれるといいなと思い始めました。教師
への志望者が減少している現状もありますし、将来は父
のような教師になりたいと思っています。
　本学科は、工学部の中でも女子が20人と全体のほぼ
半数で、ほぼ共学のよう。女性にお薦めの学科です。1年
生の後期からデータまとめや実験が入ってくるため、実
験好きにはもってこいです。また、これから期待されてい
る、再生可能エネルギーなどにも化学の力で関わってい
ける分野です。技術者を目指すなら、技術士の1次試験が
免除になるJABEE認定プログラムもあります。大学は、
どんな方向に進みたいか夢を探せる期間。しっかり勉強
をしながら、経験を積み重ねていきたい。

環境応用化学科 2年

Department of Applied Chemistry 

　環境、資源、食料など人類が直面する地球規模の問題に化学はどのように取り組むのか。この答えと向き合うべく、
地球環境や生態系に調和した新素材の開発や物質の循環及び再生技術に関わる化学、化学工学や生物化学について
学びます。

教師、技術者など、選択肢の幅が
広い本学科で、未来に向けて学ぶ。



https://www.chem.miyazaki-u.ac.jp/new/index.html
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　本学科では、化学、化学工学および生物工学
を基礎として、地球環境や生態系を保全する
物質・資源・エネルギーの生産及び循環プロセ
スに関する技術の創造と発展に貢献できる人
材の育成を目的とした教育研究を行います。
　したがって、本学科では次のような人材を
求めています。

化学の知識・技術・考え方を真剣に学び、それを将来、応用化学あるい
は環境・生物工学などの分野で活かしたいという情熱を持っている人
化学及び環境に関連する自然科学に対して幅広い興味や好奇心を持
っている人
実験や観察が好きで科学現象について考え、それを表現できる人
数学、化学を含む理科及び語学の基礎学力を有し、それを身近な問題
に応用できる人
チームの一員として自分に与えられた役割を理解し、チームワークの
もとで様々な問題を解決し、目的を達成することに貢献できる人

（1）

（2）

（3）
（4）

（5）

■取得可能な免許、資格
●高等学校教諭一種普通免許状
　（工業、理科）※1

●毒物劇物取扱責任者※2

●安全管理者※3

●危険物取扱者（甲種）※4

●学芸員資格※5

別に定める教育職員免許法の所要単位を修得し、各都道府県の教育委員会
に申請する必要があります。
応用化学に関する学課を修了した者として、資格を有します。

卒業後の勤務先で2年以上の産業安全の実務経験を経て、資格を有します
（受験不要）。
化学に関する科目を15単位以上修得すれば受験資格が得られます。

所定の単位を修得し、申請すれば「学芸員に関する科目の単位修得証明書」
が交付されます。

※1

※2

※3

※4

※5

■卒業後の主な進路
　化学、食品、電気、医療等の
化学物質・生物・環境に関連
する産業、大学院進学　等

宮崎からグローバルに羽ばたく！

地球環境に国境はありません。環境問題は環境汚
染だけでなく資源やエネルギーの問題も含まれま

すし、すべての分野で環境に配慮した技術開発が不可欠です。環
境には化学物質が必ず存在していますので化学の知識は不可欠
です。本学科では、化学の基礎から環境に関わる幅広い応用化学
について研究を行っています。海外との連携も活発に行われてお
り海外からの研究者や学生の受け入れや国際共同研究を行って
います。インドネシアやモンゴルの大学院教育への協力や環境問
題の解決などが進められています。それぞれの国で活用出来る資
源や技術も取り入れながら環境問題解決のための研究を進めて
います。本学科は工学部の中でも多くの女子学生が在籍していま
すが、海外でも化学や環境分野の女子学生の比率が高く、理系女
子が活躍している分野です。海外英語研修や海外の大学との研
究交流にも積極的に参加しており、男子学生も大いに刺激を受け

ています。多くの卒業生が海外駐在や海外技術協力など世界中
で活躍しています。化学･環境の世界共通の言葉を身につけ、宮
崎から世界へ羽ばたいてみませんか。

光の力で物質を変換し、
物質を機能させる。

　私は、化学と光をキーワードに研究を行っています。
化学反応に光を組み合わせることで、合成（物質の変
換）が容易になり、環境への負荷が低いプロセスを開発
できる可能性が広がります。また、光を照射する時間や
場所によって、化学反応が制御できることも魅力です。
最近、水に溶ける色素分子を、医療に役立てることを目
指しています。色素分子に可視光を当てると、他の分子
を酸化したり、活性酸素を生成したりします。色素分子
ががん細胞や病原菌に取り込まれれば、光の照射でこ
れらの細胞が死滅するため、がんや感染症の治療につ
ながると期待しています。
　本学科では、物理化学・無機化学・有機化学・生物化
学・化学工学などを基本とした技術者の育成に取り組
んでいます。私たちと一緒に、基礎学力を身に着け、こ
れらを応用できる人材を目指しませんか。

松本　仁
Jin Matsumoto

環境応用化学科 准教授

アドミッション・ポリシー
入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU
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Department of Civil and Environmental Engineering 

　道路、橋梁、港湾、空港といった多くの社会基盤は人々の生活や経済の発展に欠くことができないものですが、自然
破壊との交換によって存在するのであれば、それは健全な社会とは言えません。地球環境に配慮し、社会基盤を整備、
維持する技術者を育成します。

社会環境システム工学科  2年

田口雄登  Yuto Taguchi
宮崎県　延岡星雲高校出身

　資源の中でも石油などの化石燃料は、将来、枯渇が心配さ
れています。だからこそ、廃棄物からエネルギーを探せると
いい。ゴミを資源にしていく研究をしていることを、オープン
キャンパスで知って、すごいと感心しました。本学科は週1回
ぐらいでグループワークがあります。そこでどうすれば汚れ
た川をきれいにできるかを話し合って発表した授業が面白
かったです。1年生でも後期からは少しずつ実践的な授業が
入ってきますが、これから先のより専門的に学べる授業が楽
しみです。
　ソフトボール部に所属していますが、部活で先輩との関わ
りが持てるし、大会や遠征などで遠方に出掛けることなど、
自分で考えて時間を有意義に使える大学生活は楽しいです。

グループワークが楽しい。ゴミを
資源化する研究に興味。
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http://www.civil.miyazaki-u.ac.jp/

　本学科では、技術者の基礎となる能力、土木環

境工学のどの分野でも活躍できるための基礎能

力、社会の要請を察知・理解して適切な行動がで

きる、また地球的視点から多面的に物事を考え

る能力を身に付けた人材の育成を目標としてい

ます。

　したがって、本学科では次のような人材を求め

ています。

自然との共生が可能な社会基盤（水道､下水道､公園､橋､トンネルな

ど）の構築や維持補修､交通計画や都市計画､環境保全や廃棄物処

理・資源化などの技術や計画に対して熱意を持って取り組み、土木・

環境分野および社会的課題に関する興味学問への関心を有し、自

然科学の基礎学力に関する知識・理解と日本語と英語を基礎とし

た表現力を持つ人

学習を通して獲得した知識・スキル・行動力を社会に還元すること

のできる積極的に自己学習できる主体性をもった人

（1）

（2）

■取得可能な免許、資格
●修習技術者資格※1

●測量士補※2

●高等学校教諭一種普通免許状（工業）※3

●学芸員資格※4

本学科のJABEE修了要件を満たすと、文部科学省所管の技
術士制度における技術士第一次試験が免除され、修習技術
者の資格を得ることができ、申請により技術士補の資格を
得ることができます。
所定の科目の所要単位を修得し、申請後に資格が得られます。

別に定める教育職員免許法の所要単位を修得し、各都道府
県の教育委員会に申請する必要があります。
所定の単位を修得し、申請すれば「学芸員に関する科目の単
位修得証明書」が交付されます。

※1

※2

※3

※4

■卒業後の主な進路
　国家公務員、地方公務員、建設業、
建設・環境コンサルタント、プラント
メーカー、大学院進学　等

『国際的な廃棄物問題に取り組む』

途上国では、予算や技術不足のためにごみの不適

切な処理が行われています。廃棄物処分場では、家庭や産業から

出されたごみが処理されずに運ばれ、発生するガスや汚水によっ

て環境汚染や健康被害が発生しています。本学科では、インドネ

シアの大学と提携を結び、現地での資源循環の仕組みづくりや、

環境汚染の実態調査に関する研究を行い、国際的な廃棄物問題

の解決に取り組んでいます。

持続可能な社会の実現に、土木と
環境分野から挑戦する！

　社会環境システム工学科では、地域の社会基盤に関

する問題の解決に向けた研究が、土木や環境分野で実

施されています。またその成果を、地球規模での課題解

決に活かそうとする研究活動も行われています。

　私は道路インフラ整備や斜面災害対策、新工法の普

及に向け、地盤工学分野で研究をしています。地盤材料

を補強し道路路盤として利用する手法やその設計方法

の開発に向け、室内実験、実物大走行実験、現地調査な

どを実施しています。開発途上国で見られる特殊土や

道路災害の対策に関する研究も、行っています。

　環境、防災、インフラ長寿命化、都市再生、地方創生な

ど、一度は聞かれた言葉と思います。これらは、持続可

能な社会の実現に向けて私たちが取り組むべき課題で

す。その具体的な解決策を提示できる技術者を目指し、

本学科で学んでみませんか。

福林良典
Yoshinori Fukubayashi

社会環境システム工学科 准教授

アドミッション・ポリシー
入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy
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環境ロボティクス学科
工学部
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Department of Environmental Robotics

　人間を取り巻く環境改善のための、実際のものづくりでは、全体のシステムを把握した上で、異なる科学技術分野で
得られた成果をまとめあげる能力が不可欠です。本学科では、「機械」「電気」「コンピュータ」「環境・化学」の領域の基礎
と先端技術を習得し、それらを横断的に結びつけ、統合してロボット関連のシステムを開発する能力を身につけた技術
者を育成します。

SILMIN SANANAYAKEシルミン セナナヤケ
スリランカ出身

　父が日本の大学で研究者として働いていることもあり、
幼少時から日本に興味を持っていました。また、母国でフ
ァクトリーオートメーションの会社でアルバイトをした経
験から機械化に興味を抱き、ロボットに強い大学を探して
いました。本学科は、環境や介護などのこれからニーズが
あるロボットについての研究が進んでいることに魅力を
感じています。本格的な演習は3年からですが、1年では物
理や化学など基本的なことを全体的に学んでいきます。ま
た、社会や自然、環境のことも網羅できる授業を行うの
で、専門に入るまでに、いろいろな興味を広げられます。制
御やセンサーなどいろいろな研究をしている教授陣の下
で学び、将来は研究の道に進みたい。

環境ロボティクス学科 2年

これからニーズが期待される、
災害現場などで働くロボットを
研究したい。



http://www.miyazaki-u.ac.jp/erobo/
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最先端材料・デバイス開発で明る
い未来を！

　環境ロボティクス学科は、機械・電気・情報・環境化学

の専門教員で構成された異分野融合学科です。私は環

境化学とりわけ材料科学を専門として燃料電池や水素

製造デバイス、水素センサなどの水素エネルギーデバ

イス関連材料の研究開発を行っています。企業との次

世代燃料電池開発や機械学習を取り入れた材料開発

（マテリアルズ　インフォマティクス）など最先端の材

料・デバイス開発を我々のグループでは展開していま

す。近年CO2を排出しないエネルギーとして水素エネ

ルギーが注目を集めています。自然エネルギーである

太陽光からの電力を化学エネルギーである水素として

蓄え、夜間や災害時などいつでも利用できる電力として

供給できるクリーンな社会を目指しています。また、AI・

機械学習を利用した材料開発を行うことで革新的なデ

バイス開発を目指しています。皆さんも日本の“ひなた”

宮崎で日本を明るくするような研究開発を私たちと共

に行いませんか！

奧山勇治
Yuji Okuyama

環境ロボティクス学科 准教授

　本学科では、技術者としての倫理観、問題解決能

力、専門分野で通用するコミュニケーション能力を

身に付けた人材の育成を目標としています。

　したがって、本学科では次のような人材を求めて

います。

機械・電気電子・化学およびコンピュータ等の先端技術に関連

する分野、ならびにロボット、介護・福祉機器、環境制御などの

設計開発と生活環境や自然環境の改善に関連する学問への

関心がある人

実験や観察において深く考察する思考力と、その結果の表現

力、数学、理科、英語に関する知識・理解、学習を通して獲得し

た知識・スキル・行動力を社会に還元できる主体性がある人

（1）

（2）

■取得可能な免許、資格
●高等学校教諭一種普通免許状
　（工業）※1

●学芸員資格※2

別に定める教育職員免許法の所要単位を修得し、各

都道府県の教育委員会に申請する必要があります。

所定の単位を修得し、申請すれば「学芸員に関する

科目の単位修得証明書」が交付されます。

※1

※2

■卒業後の主な進路
　機械、自動車、ロボット、電気電
子、医療機器、システム制御、製造
プラント等の製造業、ソフトウェ
ア産業、大学院進学　等

“見える”ロボット
『ロボットアームに関する研究』

　人々の生活や環境をよりよくするロボット開発はものづくりの

大きな課題です。より複雑な動作をおこなうために、本学科では

ロボットに視覚を持たせることに注目しました。三次元のロボット

ビジョンを用いた研究を通して、ロボット自身が周囲の環境を把

握して、状況に応じた動きができれば、ロボットはますます人々の

生活に役立つ存在になります。

アドミッション・ポリシー
入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy
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緒方丈千代  Takechiyo Ogata
宮崎県　佐土原高校出身

　高校では金属加工や製図などの、機械設計の専門的
な部分も学んでいましたが、もっと深い部分まで学びた
くなったんです。本学科には、人や自然に優しいものづ
くりを研究している先生がいます。将来的には、そんな
ものづくりに関わりたいです。小学校6年生ぐらいか
ら、モトクロスバイクを趣味にしていました。今は通学
時間に時間がかかることもあり、バイクには乗れていま
せんが、自宅で不具合がある部分を修理して楽しんでい
ます。子どもの頃から、機械の分解や修理するのが楽し
かったですね。ものがどうやってできているのかに興味
があったんです。高校時代から、機械のことを勉強して
いたこともあり、材料力学やＣＡＤを使った専門的な授
業は得意です。専門の深い部分を早く学んで、日本のも
のづくりに関わっていきたいです。

機械設計システム工学科 2年

人や自然に優しいものづくりの
研究をしたい。

機械設計システム工学科
工学部
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Department of Mechanical Design Systems Engineering

　機械工学の「解析」と「総合」に重点を置いた専門教育を実施し、基盤となる機械工学の知識、経験、実験、実習を習得
することにより、21世紀の幸福な社会的要求に応える「人と自然にやさしいものづくり」を目指す専門技術者を育成し
ます。



http://www.miyazaki-u.ac.jp/mech/
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■取得可能な免許、資格
●高等学校教諭一種普通免許状
　（工業）※1

●エネルギー管理士※2

●機械設計技術者※3

●学芸員資格※4

別に定める教育職員免許法の所要単位を修得し、各都道府県の教育委員

会に申請する必要があります。

エネルギー管理士試験において必須基礎科目及び選択科目（熱分野または

電気分野）の試験に合格することにより取得できます。

所定の科目の所要単位を修得し、実務経験や所定の条件等を要するものが

あります。

所定の単位を修得し、申請すれば「学芸員に関する科目の単位修得証明書」

が交付されます。

※1

※2

※3

※4

■卒業後の主な進路
　自動車、重工業、航空機、医
療機器、マテリアル、エネルギ
ー産業、工作機械、産業機械、
エレクトロニクス、プラントエ
ンジニアリング、公務員、大学
院進学など

太陽熱の蓄熱およびエンジンでの
発電への利用

　太陽熱とは、太陽光を熱に変えたエネルギーのことです。

太陽光は雲の状態などで変化する不安定なエネルギーです

が、太陽光を熱に変え蓄熱することによって、夜間でも安定し

て利用することが可能となります。本学科では、宮崎大学に設

置されているビームダウン式太陽集光装置を利用して1000

℃以上の高温で蓄熱を行う研究や、その熱を利用してエンジ

ンを動かし発電を行う研究を進めています。写真は、市販の

発電用ガソリンエンジンをベースにして、太陽熱を利用して

発電するために改造したエンジンです。

あらゆるものづくり企業で活躍で
きる機械技術者を目指して

　人々の豊かな暮らしはいろいろな工業製品によって

支えられています。スマホ、コンピュータ、自動車、など

があげられます。機械分野はそれらの工業製品のほと

んどに関わりがあり、機械がなくてはものを作れないと

言っても過言ではありません。本学科は機械の設計と

製作及び利用と維持管理の基礎知識と技術を伝授する

学科です。学部生は、1年次から3年次では、主として、

授業と実習演習を通して、機械のメカニズム、材料、力

学、設計加工などの知識をしっかり学べます。4年次で

は、各教員の研究室で、流体、熱エネルギー、宇宙、材

料、生体、振動制御および機械の設計と加工などの分野

の研究に参加します。このような基礎から研究開発レ

ベルまでの教育で、卒業生は幅広い分野で活躍できる

素養と能力を身につけ、機械技術者または研究者に第

一歩を踏み出すことができます。

鄧　鋼
Deng Gang

機械設計システム工学科 教授

　本学科では、機械と自然との調和を考える能力、社会秩序

や環境保護に対する技術者の責務を考える能力、資源とエ

ネルギーの有効利用を考える能力、機械工学に関連する問

題解決能力と創造力、アイデアを実現できるデザイン能力

およびそれを説明するコミュニケーション能力を身に付け

た人材の育成を目標としています。

　したがって、本学科では次のような人材を求めています。

「人と自然に優しいものづくり」に関連する技術の開発

や研究に対して熱意を持って取り組み、数学及び理科の

基礎的な知識・理解を有し、コミュニケーション能力を身

に付ける上で必要となる語学能力と学問への関心を持

つ人

学習を通して獲得した知識・スキル・行動力を社会に還

元することのできる意欲溢れる人

（1）

（2）

アドミッション・ポリシー
入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy
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電子物理工学科
工学部
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　現代の産業界では、新しい電子材料開発技術やエネルギー関連技術などの幅広い科学技術に寄与できる人材が求
められています。
　本学科では、現代産業の発展に寄与できる科学技術者の育成を目的とした教育を行います。特に、太陽光発電や
エネルギー計測といった最先端の産業分野に象徴される高度技術社会に対応できる人材を育成します。

Department of Applied Physics and Electronic Engineering 

川島陸斗  Rikuto Kawashima（左） 川島伶太  Reita　Kawashima（右）
宮崎県　宮崎南高校出身 宮崎県　宮崎南高校出身

　パソコンなどの電子機器や家電などにも、入っている半導体。現代の生活の中で、いろいろな分
野で使われている半導体のことを中心に学べるのが本学科です。「東日本大震災などを経験して、
太陽光発電に興味を持ちました。ここ宮崎で世界最高効率のものを研究していることを知り、世
界まで視野が広がることに魅力を感じています」と怜太さん。陸斗さんは「兄の怜太から本学のこ
とを聞いて興味を持ちました。昔の人がどうして物が落ちるのかを調べたということが面白い。こ
れから先の勉強が楽しみです」と答えてくれました。熱心な教授陣のもとで、表面からだけでなく
裏側からも太陽光を取り入れられないかを研究している怜太さん。これからの社会を支える、半
導体と太陽光発電の新しい可能性を兄弟で模索しています。

電子物理工学科 2年 修士課程（平成30年度修了）

幅広い分野に関われる半導体を中心に学べるのが魅力。



http://www.miyazaki-u.ac.jp/elnphy01/
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　本学科では、現代産業の発展に寄与できる科学技術

者の育成を目的とした教育を行います。特に、太陽光

発電やエネルギー計測といった最先端の産業分野に

象徴される高度技術社会に対応できる人材の育成を目

標としています。

　したがって、本学科では次のような人材を求めてい

ます。

自然科学や科学技術に対する強い関心とそれらを生かして

将来社会の役に立つ意欲がある人

数学や物理などの基礎的学力を有し持続して勉学に取り組

むことができるとともに課題の解決へ向けて積極的に行動

できる人

基礎的な英語力を持ち日本語での講義を理解できる人

（1）

（2）

（3）

未知のブラックホールを捉える
高感度Ｘ線版デジタルカメラの開発!!

　多くの皆さんが、日常生活で写真を撮るときは、手持のスマート

フォンのカメラを使われていることでしょう。写真撮影が趣味とい

う人は、高感度のデジタルカメラを持っているかもしれません。そ

れらのカメラのほとんどがCMOSイメージセンサーを内蔵してい

ます。CMOSイメージセンサーは、本学科が専門とする半導体技術

を利用して作られています。私たちは、皆さんが持っているものよ

りも何十倍も厚いCMOSイメージセンサーを開発しています。厚く

することで透過力の高いＸ線をも捉えることができるようになり

ます。この高感度Ｘ線版デジタルカメラを天文衛星に搭載して、こ

れまでまだ誰も見たことのない未知のブラックホールの撮影に挑

戦しています。皆さんも、このワクワクするような研究に参加して

みませんか？

■取得可能な免許、資格
●高等学校教諭一種普通免許状
　（工業、理科）※1

●学芸員資格※2

別に定める教育職員免許法の所要単位を取得し、各

都道府県の教育委員会に申請する必要があります。

所定の単位を修得し、申請すれば「学芸員に関する科

目の単位修得証明書」が交付されます。

CMOSイメージセンサーの元になる半導体ウエハの写真です。同じパターンが周期的
に配置されている様子が見えると思います。一つのパターンの中に長方形の構造を持
つ複数のセンサーがあり、これらを切り出して加工していきます。一番大きなセンサー
が我々が開発しているものです。

※1

※2

■卒業後の主な進路
　電子・半導体関連産業、各種製造
業、エネルギー関連産業、ソフトウェ
ア産業、公務員、教員、大学院進学等

新技術開発にチャレンジ！

　電子物理工学科は、力学や電磁気学などの物理系科

目を基礎として、物理計測や電子物性の分野をバラン

スよく学べる学科です。二本柱の一つである物理計測

分野は、宇宙を含む自然界の現象をとらえ、未知の現象

の追及を行う分野です。例えば、宇宙からのガンマ線を

とらえるカメラの開発やデータ解析を行う研究を行っ

ています。またもう一つの電子物性分野は、高効率太陽

電池や新レーザーの開発を行う分野です。例えば、高効

率太陽電池の作製、集光型追尾太陽光発電システムの

利用技術や物質の並び方を制御した新型レーザーの開

発を行っています。私は、次世代の低コスト高効率太陽

電池の作製を行っています。さらに再生可能エネルギ

ーの一つであるペルチェ素子の開発および熱電応用の

研究にも取り組んでいます。物理に関する基礎的なこ

とから最先端の応用分野まで学び、新技術開発にチャ

レンジできる幅広い科学技術者を一緒に目指してみま

せんか？

吉野賢二
Kenji Yoshino

電子物理工学科 教授

アドミッション・ポリシー
入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy
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電気システム工学科
工学部

Department of Electrical and Systems Engineering

　電気電子の分野、特に電気の発生から利用、情報通信、そして電子回路等の基礎から応用までを学べる学科です。こ
れらの実験、実習を通して安全安心で、地球環境にやさしいエネルギー技術の開発や高度情報化社会を実現できる技術
者を育成します。

洪　宇揚  アンユーヤン
マレーシア・ケダ県出身

　従来の携帯充電器は効率が良くなく、電話を取ると充
電が途切れてしまう。だからこそ、ワイヤレスで、同じ空間
内なら充電できるとか、太陽光発電を利用できるなどの
新しいものを研究できないかと思いました。日照が良く雨
も多い宮崎と、母国のマレーシアは環境が似ています。宮
崎で学び研究することで、将来的には国にも持ち帰れる
かもと考えました。本学は留学生も多いですし、地方の大
学だからこそ、いろいろな日本の方言が聞けるのが面白
いと感じています。自然豊かな環境は、写真好きな僕には
最高です。日本語が理解できているか、先生方が確かめて
フォローもしてくれます。専門知識だけでなく、将来のこ
とや、人と人とのコミュニケーションのあり方も教えてく
れるなど、多角的に学べますよ。

電気システム工学科 2年

効率の良い充電装置を研究して
社会に貢献したい。
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http://www.miyazaki-u.ac.jp/ese/

電気電子工学分野に対して熱意を持って取り

込み、国際的な視野を有し、常に自分が何をも

って社会に貢献できるかを問い続ける柔軟な

考え方と数学、理科、英語などの基礎的学力、

基礎的な表現力を持つ人

問題解決へ向けて、自分から積極的に目標と

計画を立て、強い意志をもって持続的に取り組

むことができる人

　本学科では、技術者にとって必要となる数学を含めた自然科学の

知識、電気エネルギーおよび情報通信分野に関する専門技術と実践

能力、課題探求能力、課題解決能力およびデザイン能力を有し、多様

なグローバル社会の要請に応え得る能力、技術者に求められるコミ

ュニケーション能力、技術者に求められる倫理観、課題や問題に対し

て、自律的、継続的に取り組むことができる能力を身に付けた人材の

育成を目標としています。

　したがって、本学科では次のような人材を求めています。

（1）

（2）

■取得可能な免許、資格
●高等学校教諭一種普通免許状
　（工業）※1

●電気主任技術者（第1種、2種、3種）※2

●学芸員資格※3

別に定める教育職員免許法の所要単位を取得し、各

都道府県の教育委員会に申請する必要があります。

所定の科目の所要単位を修得し、実務経験を経て交

付されます。

所定の単位を修得し、申請すれば「学芸員に関する

科目の単位修得証明書」が交付されます。

※1

※2

※3

■卒業後の主な進路
　電気・エネルギー関連産業、自動車
関連産業、精密機器製造業、情報通信
産業、電子部品・半導体関連産業、ソ
フトウェア産業、大学院進学　等

高性能電磁界シミュレーション

電磁界は電界と磁界の相互作用によって開かれる場で

あり、電磁界の伝搬が無線通信の原理になっています。電界と磁界の
振る舞いを明らかにするために偏微分方程式（Maxwell方程式）を解
く必要がありますが、この方程式を解析的に解くことは困難であるた
め、計算機の力を借り数値的に解くことになります。これが電磁界シミ
ュレーションです。電界と磁界の相互作用は、その発生源であるアン
テナから空気中を遥か彼方まで伝搬してゆき、その過程で金属や誘
電体によってねじ曲がったり反射したりを繰り返します。このように
広範囲で複雑な振る舞いをする電磁界を高精度にシミュレーション
するためには、高い計算性能を有する計算機と、計算機の性能を十分
に引き出すことができる高度なアルゴリズムによってシミュレーショ
ン・システムを構築する必要があります。これまでにワークステーショ
ンクラスタやスーパーコンピュータ等の並列計算環境において動作す
る領域分割型並列計算アルゴリズムを開発し、世界最大級となる3億
要素規模の高周波帯域の電磁界解析を数時間で完了することに成功
しました。現在は、これを電磁環境影響評価や、癌の温熱治療時のサ

ーモシミュレーションに適用する手法の検討をしています。これに加
え、領域間の釣り合い計算のアルゴリズムを工夫することによる、更
なる高性能化の研究も推進しています。

通勤電車車内環境の解析(2012):
f=800[MHz], J=0.8[A]

開発した並列電磁界シミュレータによる解析

人体内部の解析(2013):f=300[MHz],J=0.8[A]
・要素数:2.2億,51種類の臓器の物性値
・計算時間:70.4時間（FX10, 216ノード使用）

携帯電話を模擬するア
ンテナ（人体は単一材料
で模擬）

本可視化が論文誌（Theoreti-
cal and Applied Mechanics 
Japan, Vol. 62(2013)）の表
紙のデザインとして選出

皮膚 骨 血液

眼球や肺
など臓器

独創的な電子回路を提案する。

　電気は現代社会を構成する重要な基盤であり、電気
システム工学科では電磁気学と電気回路を基礎として、
電気エネルギ－と情報通信システムに関する分野を総
合的に学びます。私はその中で主に情報通信に使われ
る半導体素子を用いた電子回路について研究していま
す。コンピュ－タ－技術の進展と共に、その入出力には、
物理量と呼ばれるセンサからの信号を2進数に変換す
るアナログ／デジタル（A/D）変換回路やその逆の動作
を行うD/A変換器が広く使われています。しかし、半導
体素子の性能により、高い変換精度と速い変換速度は
両立しません。20ビット程度のA/D変換器の変換速度
は現状は1秒ですが、その変換速度や変換精度を向上
させる構成の一つであるインクリメンタル方式につい
て、新しい方式を提案し、その評価を行っています。本
学科で学び、将来は電気に関する職業に就き、社会で活
躍してみませんか。

松本寛樹
Hiroki Matsumoto

電気システム工学科 准教授

アドミッション・ポリシー
入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy
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情報システム工学科
工学部
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Department of Computer Science and Systems Engineering

　急速に発展する情報処理技術に対応するためには、情報工学の基礎的知識とその応用分野の専門的知識が不可欠で
す。また、知識を実際の情報システムの設計、実装、評価に活用する実践力も重要です。本学科では、講義と演習をバラン
スよく配置した体系的なカリキュラムで教育を行い、これらの能力を身につけた高度情報処理技術者を育成します。

　これからの時代には情報系は欠かせない分野だと思いました。
また、野球が好きで、プロ野球キャンプ地の宮崎に住んでみたい
という気持ちもあったんです。高校は普通科だったので、プログラ
ミングのことは全く分かりませんでしたが、1年生からC言語を使
うプログラミング演習があるため、不安なく学べます。また、本学
科の2年生は工学部でも女性が7人と多く、みんなとすぐに仲良く
なれて協力しあってプログラミングの勉強ができます。授業でも、
先輩がティーチングアシスタントとして入ってくれるので、先生よ
りも質問がしやすくて理解を深めやすいのがいいです。
　人工知能に興味があるので、自分でも勉強しながらスムーズに
学べるようにしています。

情報システム工学科 2年

住吉凪海  Nami Sumiyoshi
長崎県　壱岐高校出身

ティーチングアシスタントで先輩が
入ってくれるから質問しやすい。
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これから発展する分野を探そう

　私は脳の仕組みを数学的に調べることに興味があり

ます。脳にヒントを得て工学的なことが何かできるん

じゃないか、と発展してきた分野がいまの人工知能で

す。学科の魅力は、素直な学生が学んでいるということ

でしょうか。学ばされているように見えることもある

ので、本気で何かに取り組むきっかけを提供できれば

と思っています。「AI・IoTを学んで祖父の農作業を助け

たい」というような話はよく聞きます。そういう熱い思

いは、ぜひ実現しましょう。サポートいたします。

伊達  章
Akira Date

情報システム工学科 准教授

　情報システム工学科では、社会に対する責任感、

問題解決能力、専門分野で通用する高度なコミュ

ニケーション能力を身に付けた人材の育成を目標

としています。

　したがって、本学科では次のような人材を求め

ています。

情報科学技術を通じ、人類の幸福と社会の発展に貢献しようと

熱意を持って取り組み、公式を覚えるのではなく公式そのものを

導出できる知識・技能を有し、情報工学の学習に必要な数学、理

科、英語についての基礎学力を持ち、明確な目標を持って継続的

に自己学習を続けられる主体性を持つ人

学習を通して獲得した知識・スキル・行動力を社会に還元するこ

とのできる情熱に溢れる人

（1）

（2）

■取得可能な免許、資格
●高等学校教諭一種普通免許状
　（工業）※1

●学芸員資格※2

別に定める教育職員免許法の所要単位を取得し、各

都道府県の教育委員会に申請する必要があります。

所定の単位を修得し、申請すれば「学芸員に関する

科目の単位修得証明書」が交付されます。

※1

※2

■卒業後の主な進路
　ソフトウェア産業、システム開発産
業、情報・電子機器製造業、情報通信
産業、大学院進学　等

人工知能ブーム

アドミッション・ポリシー
入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy

　ここ数年、AI、ディープラーニング、Python など

のキーワードが含まれる書籍が、毎月のように出版

されています。実に様々な書籍がありますので、自分に合う本を探

してみてください。2020年から小学校でのプログラミング教育が

必修化されるということもあり、このブームはまだ終わりそうに

ありません。もう少し先、20年後には何が問題になっているでし

ょうか。数学、英語、プログラミングが基本であることは変わりま

せん。大学に入学したら、基本を身につけながら、これから発展し

そうな分野を予測し、自分の進む方向を決め突進しましょう。

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU



地球は愛と農学で回っている。
Faculty of Agriculture

環境問題、資源・エネルギー、生命、食料…。

私たちが直面している問題は、どれも農学が深く関わっている。

この美しい星を守るために、人類の未来と幸福を支えるために、

宮崎の恵まれた自然環境の中で、農学と真剣に向き合える。

　農学部は、グローバルな植物生産の知識と開発力・指導力を身

に付けた人材を育成する植物生産環境科学科、森林がもたらす環

境の保全と資源の利活用を学ぶ森林緑地環境科学科、21世紀の

生命・食料・環境問題解決を目指す応用生物科学科、柔軟な視点

で海の生物や環境の未来を考える人材を育成する海洋生物環境

学科、家畜・飼料生産と草地の両視点から学ぶ畜産草地科学科お

よび最先端の教育研究環境で高い実践力を身に付けた獣医師を

育成する獣医学科の6つの学科より構成されており、農学の全て

の教育研究分野を網羅しています。キャンパス内の広大な農場、

西日本最大級の牧場、杉や独特の照葉樹からなる演習林、水産実

験所、動物病院があり、実習などの実践的な教育を行っています。

さらに、国立大学では極めて珍しい農業博物館があり、農業に関

する数多くの資料を展示しています。

 このような恵まれた環境の中で、日本が世界に誇る農学分野の

最先端研究を自ら探究し、世界に向けて成果を発信するとともに、

成長産業である農林水産業に貢献する人材として育つことを期待

しています。

農学部長

酒 井 正 博
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植物生産環境科学科

畜産草地科学科

森林緑地環境科学科

応用生物科学科

海洋生物環境学科

食の安全・安心を追求し、グローバルな植物生産の知識と開発力・指導
力を有する人材を育てる。

地球に優しく安全・安心な食料生産を目指す

自然環境保全と安全で快適な生活環境の形成、森林緑地の恩恵（機
能）の解明に基づき、資源の利活用技術を確立。

みどりの恩恵を科学する

地球規模で人類が直面すると予測される生命・食料・環境問題に応え
るための人材を育てる。

化学をツールに「生命・食料・環境」を科学する

太陽系で唯一、水に恵まれた地球。その海の生物や環境の未来を、柔軟
な視点で考える。

微生物から海獣まで、分子から環境まで

畜産の知識を生かし、飼料の自給率向上をはかりながら、飼料資源を
リサイクルする科学を確立する。

家畜と草地の両視点から「考える」教育

専門科目ごとに設置されている11講座と附属動物病院が、他学科と協
力しながら、獣医学を実践。

最先端の教育・研究環境で高い実践力を習得
獣医学科

■農学部 各学科

P43

P45

P47

P49

P51

P53

農 学 部
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Faculty of Agriculture

■施設紹介

http://www.miyazaki-u.ac.jp/agr/

木花フィールド（農場）

延岡フィールド（水産実験所）

住吉フィールド（牧場）

附属農業博物館

田野フィールド（演習林）

附属動物病院

■教育目標

■教育理念
　農学部は、食料、環境、資源及び生命に関する基礎知識の理解をもとに、広い視野で物事を考える総合的判断力や問題解決能力を涵養しつつ、社会の要請に
応えるための農学に関する高度な専門性と技術を修得させ、それらに関する問題解決を通じて地域と国際社会に貢献できる人材を育成することを理念とする。

●幅広い教養と食料、環境、資源及び生命に関する基礎知識に加え、農学分野における高度な知識及び技術を用いて社会のさまざまな課題を探求し解決でき
　る能力を養成する。
●フィールドにおける実践教育を推進し、農学分野において、地域と国際社会に貢献できる人材を育成する。
●専門技術者としての倫理観、情報収集能力、文章表現能力、プレゼンテーション能力及びコミュニケーション能力を高める教育を行う。

■ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与に関する方針）

全学科に共通する知識・技能

　農学部では、その教育理念にもとづいた教育目標を達成するために、「知識・理解」、「思考力」、「表現力」、「主体性」、「協調性」、「学問への関心」を有する人材
を求めています。このために、一般、推薦、帰国子女、社会人、留学生、編入学といった多様な入試を実施し、それぞれの入試においては、客観的で透明性のある
方法によって入学者を公平に選抜します。

●文化、社会、自然、地域の理解：人類の文化、社会、自然及び地域に関する知識を理解できる。
●農学に関する基礎知識：農学に関する基礎知識を有し、社会で活用できる。

　農学部では、宮崎大学学部規則に規定する修業年限以上在学し、各学科所定の単位数を修得し、以下の素養を身に付けた学生に対して卒業を認定し、学士
（農学）の学位を与える。
●人間性・社会性・国際性：社会の一員としての意識を持ち、義務と権利を適正に行使し、社会の発展のために積極的に関与できる。
●主体的に学ぶ力：自ら学修計画を立て、主体的な学びを実践できる。
●コミュニケーション能力：相手の伝えたいことを的確に理解し、有効な方法で自己を表現できる。
●課題発見・解決力：課題を発見し、情報や知識を複眼的、論理的に分析して、その課題を解決できる。
●知識・技能：学士課程教育を通して、人類の文化、社会、自然、地域及び専攻する学問分野における知識を理解し、身に付けた技能（実践力）を活用できる。

■アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）

植物生産環境科学科
●植物生産に関する基礎的・応用的知識：植物生産に関する基礎知識を有し、社会
　で活用できる。
●生産環境に関する基礎的・応用的知識：生産環境に関する基礎知識を有し、社会
　で活用できる。
●環境調和型農業に関する基礎的・応用的知識：環境調和型農業に関する基礎知
　識を有し、社会で活用できる。
●植物生産と生産環境に関する国際的視点、社会貢献力及び指導力：植物生産と生
　産環境に関する国際的視点、社会貢献力及び指導力を有し、社会で活用できる。
森林緑地環境科学科
●森林・緑地の機能に関する基礎的・応用的知識と国際的視点や課題解決能力：森
　林・緑地の機能に関する広い知識を修得し、国内外の諸課題に対応できる。
●自然環境や国土保全、水資源利用に関する基礎的・応用的知識：自然環境や国土
　の保全、水資源の安定的な利用など、安全で持続可能な国土づくりに寄与できる。
●樹木・菌類、非生物材料の特性に関する基礎的・応用的知識：樹木・菌類、非生物
　材料等の特性を深く理解し、適切に活用することができる。
●多機能型森林緑地管理に関する基礎的・応用的知識と計画・実行力：自然環境と
　生物資源利用の調和を目指した森林緑地管理を計画・実行できる。
●環境と調和した材料の開発力と緑化の実践力：環境と調和した材料の開発や緑
　化を実践できる。
応用生物科学科
●数学及び自然科学に関する基礎知識：数学及び化学、生物などの自然科学につい
　て理解し、応用できる。
●応用生物科学に関する知識：応用生物化学・微生物機能開発学・植物機能科学・
食品製造学・食品栄養生化学の5分野に関する基礎及び専門知識を理解し、それ
を問題解決に応用できる。

●技術者の社会的責任に関する理解：応用生物科学の知識・技術が社会に及ぼす
　影響を認識し、技術者として必要な責任ある判断と行動について考えることがで
　きる。
●制約の下で計画的に仕事を進め、まとめる力：応用生物科学に関する課題解決の
　ための筋道をデザインし、自立して仕事を計画的に進め、期限内に終えることが
　できる。

海洋生物環境学科
●水圏（生物と環境）に関する専門的基礎知識と専門的知識の応用力：水圏（生物と
　環境）に関する専門的基礎知識を有し、その知識を社会で応用できる。
●環境と食糧生産の諸問題に関する分析力： 環境と食糧生産の諸問題を、データ
　を基に分析できる。
●環境と食糧生産の諸問題の解決に貢献する能力：分析した環境と食糧生産の諸
　問題を、解決に導くための貢献ができる。
●専門分野における地域社会や国際社会で活躍できる能力：専門分野における地
　域社会や国際社会で、他と協力し活躍できる。
畜産草地科学科
●草地・飼料の基礎的・応用的知識・技能：草地・飼料に関する基礎的・応用的知識・
　技能を有し、社会で活用できる。
●家畜の基礎的・応用的知識・技能：家畜に関する基礎的・応用的知識・技能を有し、
　社会で活用できる。
●資源・環境の基礎的・応用的知識・技能：資源・環境に関する基礎的・応用的知識・
　技能を有し、社会で活用できる。
●食料・畜産業・農村の基礎的・応用的知識・技能：食料・畜産業・農村に関する基礎
　的・応用的知識・技能を有し、社会で活用できる。
●専門分野に関する国際性と課題解決能力：専門分野に関する国際性と課題解決
　能力を有し、社会で活用できる。
獣医学科
●獣医専門知識：獣医師としての専門知識を有し、社会で活躍できる。
●獣医的倫理観：獣医師としての正しい倫理観を有し、社会で活躍できる。
●獣医的応用・実践・開拓力：獣医専門知識を生かして、応用・実践・開拓ができる。
●地域・国際社会への貢献能力：獣医専門知識を生かして、地域や国際社会へ貢献
　できる。
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Department of Agricultural and Environmental Sciences

地球の生態系・自然環境と農業生産との調和を図るための環境保全型農業に関する教育と研究を推進しています。ま
た、安全で高品質な農産物を効率よく生産するための基礎知識や栽培技術を身に付けるためのカリキュラムと、植物
生産と生産環境に関連した専門知識を国際的視野から深く学ぶためのカリキュラムを提供し、地域・世界の農業に貢
献できる人材の養成を目指しています。

森田大介  Daisuke Morita
高知県　土佐塾高校出身

　野球が好きなこともあって九州で農業の勉強をしたいと

思っていました。宮崎は、地元高知と気候が似ており、ピー

マンやかんきつ類など同じような特産物もあれば、マンゴ

ーのようにまったく違うものもあります。本学科で、宮崎だ

から学べる農業の良い所を吸収したいです。一番の魅力

は、大学のキャンパス内に農場があるため、実際に作物を

作り、肌で感じられる所です。親身に指導してくれる教授陣

が揃っており、授業では教科書には載っていない、作物を

栽培する上でのアドバイスや、問題への対処法など、現場目

線の話も聞けて、将来にも役立てそうです。個人的に地元

の農家にお願いして、ペンキ塗りなど収穫以外の農業体験

をさせてもらう貴重な経験もでき、充実した日々を過ごし

ています。

植物生産環境科学科 3年

農業県で農業の勉強をしながら、
趣味の野球観戦もできる。
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植物生産環境科学科では、農学に関する基礎知識、

植物生産、生産環境、並びに環境調和型農業に関

する基礎的・応用的知識、専門分野に関する国際的

視点、社会貢献力及び指導力を身に付けた人材の

育成を目標としています。

●安全・高品質な農・園芸作物の安定供給に対して熱意を持って取り
　組み、自然現象に対する強い知的好奇心と自然環境に配慮した農
　業生産に対する関心を有する人
●実験や観察において深く考察し、その結果を表現する力、大学での
　学修の基盤となる幅広い知識や理科の基礎的学力を有する人
●学修を通して獲得した知識・スキル・行動力を地域・社会に還元す
　ることができ、国際的な視野と責任感を有する人

■卒業後の主な進路
公務員、教員、試験研究機関、
農業団体、醸造業、種苗会社、
農業法人、食品製造加工業、食
品流通業、外食産業、農薬医薬
産業、緑化産業、肥料会社、天
敵関連企業、農業機械関連産
業、農産施設関連産業、国際協
力機構（JICA）、金融業、マスコ
ミ、自営（就農）、大学院進学　他

■取得可能な免許、資格
●高等学校教諭一種普通免許状
　（農業、理科）※1

●学芸員※2

●食品衛生管理者※3 ●食品衛生監視員※3

●普及指導員※4

●自然再生士補※5

●JGAP指導員※6

別に定める教育職員免許法の科目の所要単位を修得し、各都
道府県の教育委員会に申請する必要があります。
所定の単位を修得し、申請すると、「学芸員に関する科目の単
位修得証明書」が交付されます。
卒業までに所定の単位を修得する必要があります。卒業後の
勤務先で資格取得が必要となった場合に手続きを行います。
資格取得に必要な関連の授業を受けることができるので受験
に有利になります。なお、資格試験を受験するには大学卒業後
4年以上の実務経験が必要です。
所定の科目の単位を修得し、関係機関に申請すると、資格を得
ることができます。
資格取得に関連する授業を受けることができるので、資格取
得に有利になります。在学中に受験し、資格を得ることができ
ます。

※1

※2

※3

※4

※5

※6

『グローバルアグリ体験講座』で
海外の農業を学ぶ！

本学科の目玉実習「グローバルアグリ体験講座」で

は、タイの大学や企業での授業・実習を通して海外の農業を勉強

することが出来ます。本体験講座を受講すると、タイに約一週間行

って勉強・実習することになります。現地では、カセサート大学と本

学科教員による英語講義や企業、政府機関の見学などを行いま

す。また、タイの大学生との交流や文化遺産の見学など、国際的な

視野を持つために不可欠なプログラムも組み込まれています。こ

れまでに、本学科の学生60名を派遣してきました。この講義を受

講した学生の多くが「海外で勉強して、自分の価値観が変わった」

という感想を持っており、海外の農業に関する知識の習得だけで

なく人間的にも大きく成長して帰って来ます。

花の魅力を科学する～原始種子植
物から主要な花き類まで～

　植物生産環境科学科は、環境と調和した持続的な農

業生産に関する教育と研究を推進しています。本学科

で扱う主要な園芸植物（果実、野菜、作物、花など）の中

で、私は「花」の教育・研究を担当しています。花より団

子の方も多いですが、現代のストレス社会において、「花

」の果たす役割は大きく、日本で生産される高品質の花

きは、海外でも高い評価を受けています。私の研究室

（花き生理学）では、こうした美しい「花」の花持ちを良く

するために、特に、宮崎で生産される主要な切り花を用

いた研究を行っています。加えて、面白い「花」の研究も

行っており、一部の原始種子植物の花が発熱する仕組

みについても研究をしています。学生の皆さんが、本学

に来て良かった、本学科を選んで良かったと思えるよ

う、教員の一員として努力をしていきたいです。

稲葉靖子
Yasuko Inaba

植物生産環境科学科 准教授

アドミッション・ポリシー
入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy
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Department of Forest and Environmental Sciences

私たちの身近に存在する森林・緑地は、人類がこの地球上で生存し続けるために必要な資源を生産する場であるとと
もに、快適で安全な生活をすごすための環境を守るうえで欠くことのできない存在です。本学科では森林や農山村・都
市・海岸域を含めた緑地の機能を探求し、持続的な農林業、豊かな自然環境、そして快適な生活環境との調和を目指し
た教育研究を行います。

佐竹　崚  Ryo Satake
宮城県　宮城野高等学校出身

　高校時代に自分の興味があることを研究できる時間が
あり、砂漠の緑化について調べました。そこで、1秒間にプ
ール4つ分の森が失われていることが分かり、危機感を覚
えました。そこで、林業先進地でもある宮崎にある本学科
を知り、森や林のことを学びたいと思いました。本学科
は、森林の経済や化学、生態学、保護など幅広い分野から
学べるのがすごいところ。各種資格も取得でき、将来仕事
をする上でも、強みになると思いました。
　今は、桜の開花について、いかに早く正確に知ることが
できるかを研究しています。お花見は経済も動くし、日本
人の文化にも触れられることもあり、楽しんで研究してい
ます。研究フィールドが近い本学で、自分の興味を広げ楽
しみながら存分に学んでいます。

森林緑地環境科学科 4年

林業先進地の宮崎で森や林の
ことを勉強し環境問題解決に生
かしたい。
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森林緑地環境科学科では、森林・緑地の機能に関する基礎
的・応用的知識と国際的視点や課題解決能力、自然環境や
国土保全及び水資源利用に関する基礎的・応用的知識、樹
木・菌類及び非生物材料の特性に関する基礎的・応用的知
識、多機能型森林緑地管理に関する基礎的・応用的知識と
計画・実行力、環境と調和した材料の開発力と緑化の実践
力を身に付けた人材の育成を目標としています。

●森林・緑地の環境保全と生態系の修復、森林資源や水資源の循環的・
　安定的利用に対して熱意を持って取り組み、森林・緑地に関連する自
　然科学と社会現象に幅広い興味や関心を有し、実験や観察において
　深く考察し、その結果を表現する力、大学での学修の基盤となる幅広
　い知識や理科に関する基礎学力を有する人
●学修を通して獲得した知識・スキル・行動力を社会の一員として地域・
　世界に還元する情熱と責任感を持つ人材

■卒業後の主な進路 ■取得可能な免許、資格
●高等学校教諭一種普通免許状（農業、理科）※1

●学芸員※2

●普及指導員※3　●林業普及指導員※3

●自然再生士補※4  ●樹木医補※4  ●測量士補※4

●森林情報士2級※5    

別に定める教育職員免許法の科目の所要単位を修得し、
各都道府県の教育委員会に申請する必要があります。
所定の単位を修得し、申請すると、「学芸員に関する科目
の単位修得証明書」が交付されます。
資格取得に必要な関連の授業を受けることができるの
で受験に有利になります。なお、資格試験を受験するに
は大学卒業後4年以上の実務経験が必要です。
所定の科目の単位を修得し、関係機関に申請すると、資
格を得ることができます。
所定の科目の単位を修得し、別途条件を満たして関係機
関に申請すると、資格を得ることができます。

※1

※2

※3

※4

※5

公務員（農水省、林野庁、県、
市町村など）、教員、林業、木
材産業、農林業関連団体（森
林組合系、土地改良事業団、
JA系など）、環境・緑化・農業
土木関連企業（建設コンサル
タント、造園・建設会社）、大学
院進学、その他

　森林緑地環境科学科では、公務員・民間企業問わず、就職支援

に力を入れています。 2018年度も、林野庁・各県の林業職・農業

土木職を中心に15名が公務員試験に合格しました。 森林林業や

木材、農業土木・防災に関連する民間企業にも多数就職が決まっ

ています。 

　本学科のカリキュラムは、林業、農業土木分野いずれの専門試

験にも対応しているのが特徴であり、学科の講義を学べば自然と

専門知識が身に付き、公務員や関連企業の就職に繋がるので、短

期間の試験対策でも十分に合格が可能になります。加えて3年生

になると配属先の研究室の教員が親身になって相談に応じるの

で早期に就職先を意識するようになり、早めの就職対策に取り掛

かることができるのです。さらに4年生による公務員合格者報告

会や卒業生である現役公務員による説明会、鹿児島大学と合同

で開催する「林業・木材産業就職説明会」などの様々なサポート体

制が、本学科の就職力の秘訣になっています。

「就職力の高さの秘訣は
“学科の充実したサポート体制”にあり」

篠原慶規

みどりと共にこれからも生きて
いく。

　森林緑地という名前を聞くと、植物を学ぶという印

象が強いかもしれません。確かに私たちの学科では、広

大な演習林や宮崎の豊かな森林をフィールドにした森

林生態系の解明に力を入れています。一方、見落とされ

がちですが、森林や草地に生息する動物や昆虫も研究

対象です。また、木材から、防災や水資源まで、みどりが

生み出す恩恵を自然科学・社会科学の両面から幅広く

学ぶこともできます。私自身は、ドローンなどの最新技

術も用いつつ、緑を活かした防災について研究を行なっ

ています。私たちの学科では、数多くの実習や実験が用

意されており、教員と学生の距離が近いのも特徴の1つ

です。私たちが持続可能な生活を送っていくために、ま

だまだ解明しなくてはいけない森林緑地の機能はたく

さんあります。皆さんと共に学び、新しい発見ができる

ことを楽しみにしています。

Yoshinori Shinohara
森林緑地環境科学科 准教授

アドミッション・ポリシー
入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy
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　高校生の時からバイオや遺伝子などを研究したいと思っていました。
本学科は、幅広い研究をしているため、学びながら自分のやりたいこと
や適性が見つけられると思いました。実験が好きなんですが、1年生の
後期から植物や動物の観察や生物実験などが始まり、研究室配属まで
いろいろな分野の実験を経験できます。また、農業サークルで活動して
いますが、大学近くの農家から農地を借り、自分たちで土づくりから始
めて野菜を育てます。田植えも経験できるのは、本学だからこそ。
　クラスの人数が少ないため、学科や先生とのつながりが深く、研究室
に入る前から教授陣の人柄に触れる機会も多いです。本学ならではの
いろいろな楽しみで充実した日々です。

応用生物科学科 3年

七田実咲  Misaki Shichida
長崎県　長崎南高校出身

Department of Biochemistry and Applied Biosciences

バイオサイエンス分野の最先端技術を用いた生物の機能解明と活用、食品の機能と利用法及び安全性について探求し
ています。その研究対象は動物、植物、微生物、これらを活用した食品ならびにそれらを育む土壌・生態系にまで及び、
最先端のバイオテクノロジーを駆使した研究を通じて、生命・食料・環境に関する幅広い知識を学ぶことができます。

研究室に入る前に、いろいろな分野の実
験を経験できるのが良い。



http://www.agr.miyazaki-u.ac.jp/̃abs/index.html
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応用生物科学科では、農学に関する基礎知識、数
学及び自然科学に関する基礎知識、応用生物科学
に関する知識、技術者の社会的責任、制約の下で
計画的に仕事を進め、まとめる力を身に付けた人
材の育成を目標としています。

■卒業後の主な進路
食品製造業、流通業、醸造
業、医療・製薬関連企業、化学
工業、環境化学関連企業、農
業関連団体、公務員、教員、大
学院進学　他

■取得可能な免許、資格
●高等学校教諭一種普通免許状（農業、理科）※1

●学芸員※2

●食品衛生監視員※3    ●食品衛生管理者※3

●普及指導員※4

●毒物劇物取扱責任者※5

別に定める教育職員免許法の所要単位を修得し、各都道府県
の教育委員会に申請する必要があります。
所定の単位を修得し、申請すると、「学芸員に関する科目の単
位修得証明書」が交付されます。
卒業までに所定の単位を修得する必要があります。卒業後の
勤務先で資格取得が必要となった場合に手続きを行います。
資格取得に必要な関連の授業を受けることができるので、受
験に有利になります。なお、資格試験を受験するには大学卒
業後4年以上の実務経験が必要です。
卒業後、勤務先の毒物劇物を取り扱う製造所、営業所または
店舗で必要とされる場合に、この資格をもつことができます
（受験等の必要はありません）。

※1

※2

※3

※4

※5

応生発！最先端研究の紹介

カルサイトが蛍光を発する様子

根粒菌がダイズに感染する様子

世界初！好熱性細菌のバイオミネラリゼーション
高温にて有機性廃

棄物を酸に変換する微生物を探
していたところ、細胞外に美しい
形をした結晶を形成する細菌が
偶然見つかりました。この細菌は
60℃で活発になり、ギ酸とカルシ
ウムのみからカルサイトと呼ばれ
る無機結晶を作ります。生物が鉱
物を形成することをバイオミネラ
リゼーションといいますが、この細菌はなんのためにそのようなことを
しているのか明らかにしようとしています。地球深部の高温下では微生

物起原の石灰岩が作られているのかもしれないですね。またこのカルサ

イトには蛍光特性があるので希土類を使わない蛍光体としての応用が

期待されています。

根粒菌の力をダイズ生産へ応用する！
作物生産のための窒素肥料は欠かせないものですが、マメ科植物と根

粒菌は大気窒素を利用して生育することができます。共生窒素固定とし

て有名なこの生物機能を農業生産に応用するために、ダイズの形質と

共生窒素固定細菌の分

子生態研究を行ってい

ます。近年、ダイズと根

粒菌の親和性を支配す

る宿主遺伝子や根粒菌

の地理的分布が明らか

となってきました。これ

らの研究を通じて生物

の生態機能をダイズ生

産へ応用できるように

なりつつあります。

応生って、色んな研究分野があっ
て楽しい。

　私の個人的な考えですが、応用生物科学科は「先端バ
イオテクノロジー技術を駆使して、人の生活を豊かにす
るための研究を行っている学科」だと思っています。研
究分野はとてもバラエティーに富んでおり、農産物、畜
産物そして水産物の食品そのものの価値や、良質な食
品を作り出すための重要性、さらに、食品廃棄物の再利
用に関する研究など、様々な着眼点から未来志向型の
面白い研究をしています。私の研究は、小型魚モデルで
あるメダカを使って病原細菌の感染に対する免疫のし
くみについて研究しています。この研究は、養殖場で多
発している魚病の問題解決だけでなく、免疫システムの
基礎的知見を得ることを目的としており、未知の発見
に感動しながら科学を楽しんでいます。応用生物科学
科では、諸君たち自らが、バラエティーに富んだ科学分
野の中から興味の持てる科学の扉を開いて、新たな発
見に感動してくれることを期待しています！

引間順一
Junichi Hikima

応用生物科学科 准教授

●バイオサイエンス分野の先端技術の獲得、食品機能の探求や環境
　保全に対して熱意を持って取り組み、動植物や微生物の機能や利
　用に対する深い関心を有し、実験結果や観察内容を深く考察し、そ
　の結果を表現する力、大学での学修の基盤となる化学や生物、英
　語に関する学力を有する人
●学修を通して獲得した知識・スキル・行動力を応用生物科学分野の
　技術者として社会に還元することのできる人材

緑色の部分が根粒菌

アドミッション・ポリシー
入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy
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Department of Marine Biology and Environmental Sciences

宇宙の中で地球を他の惑星から分けた出来事は海の誕生でした。海洋は地球環境の恒常性を担い、生物・非生物の未
利用資源に満ちています。海洋を含む水圏環境について深く学び、その生物の多様性と利活用を理解・修得することに
よって、広く人類の未来について思索し、地域ばかりでなく、国際社会に貢献できる人材育成を目指します。

早見祐紀  Yuki Hayami
兵庫県　明石北高校出身

　あらゆる海の生き物を研究してみたいと思ったので、深海か
ら干潟、河口までいろいろな海の環境を学ぶことができる本学
科を志望しました。特に、水産・養殖に重点を置いているため、
私たちの生活と海の関わりについて、リアリティを持って学べ
ます。研究室に入って魚を飼育してみると、魚それぞれに性質
があって、自然界での姿とはこんなところが違うということを、
教科書からではなく実体験として確認できます。例えばマダイ
は人に慣れてくると、人影を見てすぐにエサをねだるように水
面を飛び跳ねるようになります。そんな飼い方をした魚を自然
界に放流すると、簡単に捕まる魚になってしまいます。人間が
飼うリスクも考えさせられて面白いです。

海洋生物環境学科 4年

干潟や深海などあらゆる海の生き
物を見て研究したい。
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生物多様性の源泉を解き明かし、
美しい海を次世代へ。

　宮崎大学では日本国内でも数少ない「海洋生物環境」

について学ぶことができます。私たちの研究室では、生

物多様性の宝庫であるサンゴ礁生態系の生き物たちを

対象に、生物がどのように多様化し、集団を維持してい

るのかについて遺伝解析や現地調査、室内実験などで

解き明かしています。同時に、海洋生物の生態を調べる

ことで、次世代に美しい海を残していくために必要な、

海洋保護区と呼ばれる保全海域をどこにどのように選

定すれば良いかの科学的知見を与えるための研究など

も行っています。自然の神秘のひとつである種分化の

謎に迫ると同時に、人と自然が今後どのように共生して

いくのかについて、次世代を担う学生さんたちと共に、

楽しく深く研究し続けたいと思っています。

安田仁奈
Nina Yasuda

海洋生物環境学科 准教授

http://www.agr.miyazaki-u.ac.jp/̃fishery/

海洋生物環境学科では、農学に関する基礎知識、水圏に

関する専門的基礎知識と専門的知識を応用できる能

力、環境と食糧生産の諸問題に関する分析力、環境と食

糧生産の諸問題の解決に貢献する力、地域社会や国際

社会で活躍できる能力を身に付けた人材の育成を目標

としています。

●海洋生物や水圏環境の保全、水域生物の生産・利活用、水族の

　生理機能に深い興味を有し、海洋環境と生物生産の諸問題の

　解決に熱意をもって取り組み、実験や観察において深く考察し、

　その結果を表現する力、大学での学修の基盤となる幅広い知

　識や自然科学に関する基礎学力を有する人

●学修を通して獲得した知識・スキル・行動力を社会の一員とし

　て地域・世界に還元することのできる人材

■卒業後の主な進路
水産物・食品・飼料製造流通関
連企業、漁運・漁協等団体、船
舶会社、医薬品関連企業、水族
館・博物館・海洋観光産業、公
務員、教員、環境アセス・コン
サルタント、試験・研究所、大
学院進学　他

■取得可能な免許、資格
●高等学校教諭一種普通免許状（水産、理科）※1

●学芸員※2

●食品衛生監視員※3　　●食品衛生管理者※3

●普及指導員※4

●エマージェンシー

　ファーストレスポンダー※5

●潜水士※5

別に定める教育職員免許法の所要単位を修得し、各都道府
県の教育委員会に申請する必要があります。
所定の単位を修得し、申請すると、「学芸員に関する科目の
単位修得証明書」が交付されます。
卒業までに所定の単位を修得する必要があります。卒業後の
勤務先で資格取得が必要となった場合に手続きを行います。
資格取得に必要な関連の授業を受けることができるので受
験に有利になります。なお、資格試験を受験するには大学卒
業後4年以上の実務経験が必要です。
資格取得に必要な関連の授業を受けることができるので、
受験に有利になります。在学中に受験し、資格を得ることが
できます。

※1

※2

※3

※4

※5

プラスチック  その正体は“ミドリムシ”！

水たまりや水田でよく見られる0.1mm以下の単細

胞生物ミドリムシ。本学科の林雅弘先生と産業技術総合研究所

が共同研究を行い、この度、ミドリムシを主な原料としたバイオ

プラスチックの開発に成功しました。このプラスチックは、ミドリ

ムシが体内で作り出した物質に、カシューナッツの殻から取り出

した成分を加えて合成されたもので、成分の約７０％が植物性

のためにこれまでのプラスチックより製造の際に排出される二

酸化炭素が削減できるとされています。また、素材としての性質

も、加工性がこれまでのプラスチックと同レベル、耐熱性はこれ

までのもの以上とのことです。実用化にはまだ課題があるそう

ですが、この環

境に優しいバイ

オプラスチック

が近い将来、身

の回りで普通に

使われるように

なることを期待

しています。

アドミッション・ポリシー
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Department of Animal and Grassland Sciences

低コスト・低労力化のもとで、土・植物・家畜の物質循環系を生かして、限られた自給飼料資源をリサイクルさせながら、良
質で安全な畜産物の生産に寄与できうる人材の育成を目指します。そのため、南九州地域の温暖な気候に適した肉用家畜
の生産と、飼料生産に必要な暖地型植物の生産を主眼とした、家畜とその生産を支える草地の両面からの教育を行いま
す。21世紀の地域と世界に向けて、家畜と草地の両方の視点から考えることのできる人材を育てることを目指しています。

岡田椋太  Ryouta Okada
愛媛県　松山南高校出身

　本学科は草地という言葉が付いているように、動物に関係
する産業が学べ、畜産関係だけでも多彩です。豚1つ取っても
卵子のことからフンを使ったエネルギー開発など、研究分野が
多岐に渡り、家畜動物はもちろん自分の好きなものを使った研
究もできます。私はネズミを使って繁殖の研究をしています。気
温などが繁殖に影響があるかなどを考えていますが、将来的に
温暖化が家畜動物の繁殖にどう影響するかまで派生させられ
ると思います。宮崎は口蹄疫を経験しています。その実体験が
ある人から、当時のことを聞けることは学問的知識だけじゃな
い貴重な経験になります。入学当初は、動物園で働きたかった
んですが、学びを深めるうちに動物に関わる仕事はほかにも沢
山あると実感しています。

畜産草地科学科 4年

口蹄疫を経験した生の話も聞きな
がら動物にまつわることが学べる。



2018年4月から、畜産草地科学科の3、4年生を対

象に、産業動物コンサルタント育成プログラム（ICEプロ）を開講し

ます。家畜生産の拡大と

生産性の向上を図り、畜

産物の生産加工・流通・

販売までをトータルに

コンサルタントすること

ができる人材の育成を

目指します。このプログ

ラムでは、家畜飼養管理

学、産業動物経営学、畜

産簿記学などに

加え、西日本最大

級の大学附属農

場（住吉フィール

ド）を拠点とした

草地・飼料作物管

理、情報処理、家

畜審査登録など

の様々な実習・演

習を行います。さ

らに、研究機関、畜産関係団体、生産者など、動物に関わる実際の

業務の現場において、短期（3年生、2週間程度）、長期（4年生、2-3

か月）の体験型の研修を行い、コンサルタントに必要な知識・技能

を身につけることができます。

http://www.miyazaki-u.ac.jp/ags/
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畜産草地科学科では、農学に関する基礎知
識、草地・飼料、家畜、資源・環境及び食料・畜
産業・農村に関する基礎的・応用的知識・技
能、専門分野に関する国際性と課題解決能
力を身に付けた人材の育成を目標としていま
す。

●資源循環、環境の保全、家畜の福祉などに配慮した持続的な畜産業の構
　築に対して熱意を持って取り組み、動植物に対する幅広い興味や関心を
　有し、実験や観察において深く考察する能力を有し、その結果を表現する
　力、大学での学修の基盤となる幅広い知識や生物、化学に関する基礎学
力を有する人

●学修を通して獲得した知識・スキル・行動力を社会の一員として地域・世界
　に還元することのできる資質を有する人材

■卒業後の主な進路
公務員、農業関係団体、試験・
研究所、飼料・種苗会社、畜産
食品加工・流通、畜産業（牧
場）、草地畜産コントラクタ
ー、緑地・緑化産業、環境アセ
ス・コンサルタント、教員、動
物園、大学院進学　他

■取得可能な免許、資格
●高等学校教諭一種普通免許状（農業、理科）※1

●学芸員※2

●食品衛生管理者※3　　●食品衛生監視員※3

●飼料製造管理者※3

●普及指導員※4

●家畜人工授精師※5

●実験動物一級技術者※6

別に定める教育職員免許法の科目の所要単位を修得し、各都
道府県の教育委員会に申請する必要があります。
所定の単位を修得し、申請すると、「学芸員に関する科目の単位
修得証明書」が交付されます。
卒業までに所定の単位を修得する必要があります。卒業後の勤
務先で資格取得が必要となった場合に手続きを行います。
資格取得に必要な関連の授業を受けることができるので受験
に有利になります。なお、資格試験を受験するには大学卒業後
4年以上の実務経験が必要です。
所定の科目の単位を修得し、その他所定の用件を満たした人は
卒業後に資格を得ることができます。
所定の科目の単位を修得すれば、4年次に受験することができ
ます。学科および実施の両試験に合格した者は、認定登録申請
により実験動物一級技術者の資格を得ることができます。

※1

※2

※3

※4

※5

※6

動物に関わる産業界へ貢献できる
人材の育成（実践教育）！

新しい畜産の形を創出する！

　日々の食事で肉を食べる機会は多いと思いますが、

畜産農場ではその食肉を日々生産しています。畜産草

地科学科では、畜産のより良い未来を創出するために、

多角的なアプローチから教育・研究を行っています。宮

崎は全国有数の畜産王国であり、本学科の実習や講義

では、家畜や草地に触れ合いながら、生きた知識を学ぶ

ことができます。

　畜産は科学の進歩やICT機器の発展に伴い、飼養管

理が年々変化してきています。私は生産現場から得ら

れるビッグデータを活用して、効率的にウシやブタを生

産する手法や、疾病発生のリスクを低減させるための

管理方法の確立を目指した研究を行っています。従来

の畜産の形を打破し、新しい畜産の形を創出するため

には、先入観のない若い世代の力が必須です。畜産の未

来を創出するために、何事にも「挑戦」し続ける学生の

方々の入学をお待ちしております。

佐々木羊介
Yosuke Sasaki

畜産草地科学科 准教授

アドミッション・ポリシー
入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU



獣医学科
農学部

53

　畜産県にあり自然豊かな環境にキャンパスがあるため、大学病院
があるだけでなく牧場も近くに備えています。そのため牛や豚、犬な
どの動物に多く触れながら、学べる環境が多いと思います。また素
晴らしい教授陣の下で学べるのも、刺激になります。私が所属する
研究室だけでも、消化器系の手術を得意とする先生や、その手術を
支える麻酔科の先生など、将来こうなりたいと思わせる素晴らしい
技術を持ちます。1クラス30人と少人数で学べるため、クラス全員と
仲良くなれるのも良いです。宮崎はチキン南蛮や宮崎牛など美味し
いものが多いのも魅力です。
　大動物にも魅力を感じましたが、当初やりたかった小動物の臨床
医を目指したいです。

獣医学科 5年

園田万也加  Mayaka Sonoda
大阪府　大阪北野高校出身

Department of Veterinary Sciences

獣医師国家試験に対応する獣医学教育を基本として、動物の疾患の予防・治療に関わる獣医師、動物と人の共通感染症の
防御など人や動物の健康・福祉に貢献する獣医師を養成します。なかでも、南九州の特色である産業動物獣医師の養成に
力を入れています。また、平成22年度にはわが国で初めて医学と獣医学が融合した大学院（医学獣医学総合研究科）が設置
され、先進的な獣医療を実施する高度獣医師育成コースや国際的に活躍できる研究者育成コースへの進学が可能です。

犬や牛に触れながら授業を受けられ
る醍醐味は宮崎だからこそ。



獣医学教育モデル・コア・カリキュラムが制定され、わが国の獣医
学教育が大きく変わりつつあります。その中で宮崎大学が培って
きた獣医師育成の土台は変わることなく、実践的な教育を主体と
した、自主的に学ぶ素地を身に付けた学生を育むことです。附属
動物病院での診療に参加し症例から学ぶ臨床教育（昨年度はイル
カのCT検査や手術まで!）
や人獣共通感染症教育・
研究プロジェクトを軸に
した感染症／防疫に関す
るユニークな教育、基礎
～応用に段階的に進む充
実したカリキュラム・マッ
プ、南九州に根ざした“触
れる”産業動物教育、など

豊富な教育コンテンツを有する宮崎大学で獣医師への一歩を踏
み出してみませんか。
　また、東京大学、大阪府立大学との連携教育により講師派遣お
よび遠隔講義を実施しており、これまでに感染症学、薬理学、臨床
などの各分野で強みのある専門教育を相互に提供しています。こ
の連携教育での講義は都市型と地方型の異なる問題解決能力を
学び、それぞれに還元する有意義な教育材料となっています。
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『地の利を生かした教育・研究・社
会貢献』

　私が所属する獣医解剖学研究室では、地域貢献活動

として主に宮崎県内で飼われている牛の病理解剖検査

を行っています。この検査では、病気やケガ等が治る見

込みのない牛を対象として、病気やケガの程度は実際

にどうなのか、他に併発している病気等はないのかを

調べます。品種は黒毛和種が最も多く、症例としては肺

炎が特に子牛に多く発生しています。現在は年間100

頭程度の検査依頼があり、検体は学生の実習にも活用

されています。全国の獣医系大学の中でこれだけ多く

の牛の症例に触れ合う機会があるのは、おそらく宮崎

大学だけではないでしょうか。また同時に、家畜の病気

に対する防御機構（免疫系）に関する研究を行っていま

す。この研究を通じて牛の病気に対する抵抗性が高ま

り、病理解剖検査の対象となる牛が減ることを切に願

っています。

脇谷晶一
Shoichi Wakitani

獣医学科 講師

http://www.miyazaki-u.ac.jp/vet/

獣医学科では、農学に関する基礎知識、獣医専門

知識、獣医的倫理観、獣医的応用・実践・開拓力、地

域・国際社会への貢献能力を身に付けた人材の育

成を目標としています。

●大学での学修の基盤となる幅広い知識や理科、数学、語学に関する
　基礎学力を持ち、自然科学に対する幅広い興味や関心を有し、ヒト
　と動物の健康ならびに福祉の向上に必要な高度な専門知識の修得
　に対して主体的に取り組むことができる人材

「宮崎で学ぶ実践教育
－Miyazaki＋（プラス）連携教育で
獣医師の育成－」

イルカCTの撮影風景（イルカ生体でのCT検査の様子）

■卒業後の主な進路
伴侶動物の臨床（イヌ、ネコなどの獣
医師）、産業動物の臨床（ウシ、ブタな
どの獣医師）、医薬品会社（営業職、
研究職など）、飼料会社、公務員（公
衆衛生など）、大学院進学　他
※多くの場合、獣医師免許を取得することを条件に、面接
　などの採用試験を受験し、採用の可否が決定されます。

■取得可能な免許、資格
●獣医師（国家試験受験資格）※1

●学芸員※2

●食品衛生管理者※3

●食品衛生監視員※3

所定科目の単位を取得すると、獣医師国家試験の受験
資格を得ることができます。
所定の単位を修得し、申請すると「学芸員に関する科目
の単位修得証明書」が交付されます。
卒業までに所定の単位を修得する必要があります。卒業
後の勤務先で資格取得が必要となった場合に手続きを
行います。

※1

※2

※3

アドミッション・ポリシー
入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy

小動物臨床教育風景
（附属動物病院における伴侶動物臨床実習）

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU
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～自分と地域の将来のために、

　　　今、ここでマネジメント力を磨く～

●企業マネジメントコース

●地域産業創出コース

●地域創造コース

※各コースの説明は58ページ

地域資源創成学部長

入 谷 貴 夫

　地域は、私たちの生活の場でありそれを支える生産活動の場

です。しかし、今日、地域社会は少子高齢化や人口減少に直面

しており、元気な地域を創造することが強く求められています。

地域資源創成学部は、この課題を担うことができる人材を養成

するために、地域の宝物である"地域資源"に着目し、それに磨

きをかけて地域を元気にする方法を修得することを目的とする

新しい学部です。その特色は、第1に、経済・経営や法律などの

文系科目と農学や工学などの理系科目を融合した教育です。第

2に、宮崎をフィールドとした資源や魅力を理解する基礎的な

実習を踏まえ、さらに地域の宝物を活用する応用的な実習を行

う実践教育です。第3は、ビジネスの現場で活用できる「生きた

英語」の習得を目指します。

　地域が抱えている諸課題について強い関心があり、地域の

振興に貢献したいと考えている方のご入学を教職員・在学生一

同お待ちしております。

地域資源創成学部

■地域資源創成学部 各コース

　「企画力」「実践力」の育成を図り、地域の活性化に不可欠な社会を牽引するイノベーション創出に向けたマネジメントの知識
と、地域資源の価値を複眼的に捉える視野を持った人材を養成し、地域から要望が高い、実社会で即戦力として活躍できる人
材の輩出を目指します。

2年後期から、以下の3つのコースに分かれ、それぞれのカリキュラム

に沿った教育が行われます。

Faculty of Regional Innovation

地域を創る
　リーダーになろう！
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地域探索実習 I （日之影）地域理解実習（青島） 地域探索実習Ⅱ（都城）

■入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）
　地域資源創成学部では、地域資源を活用し新たな価値を創成する企画力・実践力の育成を図り、地域の活性化に不可欠なイノベ

ーション創出に向けたマネジメントの知識と、地域資源の価値を複眼的に捉える視野を持った人材を養成し、実社会で即戦力とし

て活躍できる人材の輩出を目標としています。

（求める学生像）

　地域資源創成学部では地域振興に対して熱意（学問への関心）を持って取り組み、社会科学および

自然科学に対する基礎学力（知識・理解）を有し、コミュニケーション能力・表現力と思考力・判断力を

持つ人、また学習を通して獲得した知識・スキル・行動力を社会に還元することのできる強い意思を持

った人材を求めています。

　今日、我が国の地域社会は、少子高齢化・人口減少、グローバル化、さらには地方分権の進展と厳しい財政状況等様々

な課題に直面しています。特に、少子高齢化が加速度的に進行する中山間地域を抱え、後継者不足や若者の県外流出、

グローバル化に伴う産業間競争の激化により地域社会経済全体が衰退傾向にある宮崎県などの地域では、持続可能な

地域創成と地域産業の振興に向け、地域資源を経済的価値に転換できる仕組みや、国内外市場の開拓やリンケージ構

築、地域活動の有機的連結とその活性化を実現できる人材の存在が強く望まれています。

　地域資源創成学部では、マネジメントの専門知識と社会・人文科学、及び農学・工学分野の利活用技術の基礎知識を

教授する異分野融合のカリキュラムを構築するとともに、研究者教員と実務家教員とが協働した実践的教育、宮崎県全

域をフィールドとした実習や国内・海外インターンシップによる地域の方々と一体となった協働教育を導入します。

■卒業認定・学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）
　地域資源創成学部は、宮崎大学学務規則に規定する修業年限以上在学し、所定の単位数を修得し、以下の素養を身につけ、かつ、

卒業研究の審査に合格した学生に対して卒業を認定し、学士（地域資源創成学）の学位を与えます。

1．地域資源創成のために必要なマネジメントの専門知識を有している。

2．地域資源創成のために必要な社会・人文科学、及び農学・工学の利活用技術の基礎知識を有し、複

眼的な視野から地域資源の価値を捉えることができる。

3．人々と広く協働し、地域の資源や状況をよく理解・分析することで問題解決に導けるコミュニケーシ

ョン力、理解力を有している。

4．以下のいずれかの人材養成像に対応した、地域資源を活用し、新たな価値を創成する企画力・実践

力を有している。

http://www.miyazaki-u.ac.jp/atrium/

■企業マネジメントコース

■地域産業創出コース

■地域創造コース

Business Management Course

Regional Industry Creation Course

Regional Management and Development Course



地域資源創成学科
地域資源創成学部
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経営の視点をもって地域を持続的に発展させる方法を考え、実践できる人材を育てます。そのために、法学・経済学・社
会学・農学・工学などの幅広い学びを提供して、より地域を深く理解し、革新的な価値を創出できる教育を行います。さ
らに実践力を鍛えるために、地域での実践を行う実習を数多く用意しています。

Department of Regional Innovation

　1年から地域に入って実習を行うため、宮崎のことが学べ、県内の各業界で活躍する大人の話も聞けるのが本学科の特
徴。「将来の方向性が決まっていなくても、いろいろなことを学べるため、自分の引き出しを増やせます」と小山さん。「法
学、経済、会計、食など、本当に幅広い授業が用意されているので、興味がなかった分野にも、関心が広がりました」と語る
のは宮城さん。宮城さんは公務員志望でしたが、インターンシップを経験して、企業に就職することも面白そうといいます。
また福永さんは「県内や国内のビジネスコンテストに挑戦したり、実習でお邪魔した地域の祭りやイベントに参加したり
と、休日も充実しています」といいます。学びながら新しい自分の可能性が発見でき、世界も広がります。

地域資源創成学科 3年

宮城椎菜  Shiina Miyagi
宮崎県　宮崎西高校出身

できたばかりの前例がない学科だからこそ、可能性は無限大。

福永昌俊  Masatoshi Fukunaga
宮崎県　宮崎第一高校出身

（企業マネジメントコース）（地域創造コース）

小山礼子  Ayako Koyama
宮崎県　宮崎南高校出身

（地域産業創出コース）



http://www.miyazaki-u.ac.jp/atrium/
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 ■企業マネジメントコース

　国内外の産業経済構造を俯瞰的に捉え、地域の社会経済状況を調査・分析し、その知見をもって、国内市場や海外市場の開

拓やリンケージ構築、企業誘致、起業等、地域経済の発展に向け、既存の産業に新たな価値創造（イノベーション）を引き起こ

し、地域の産業振興に寄与する次世代のビジネスリーダーを養成する。

 ■地域産業創出コース

　地域資源（農業・自然・文化等）の価値を理解し、地域資源を活用した新商品の企画、ビジネスの新展開、様々な切り口から

の地域資源の魅力発信等を通じて地域資源に新たな価値を見出し、6次産業化や観光等の地域の産業創出につなげることが

できる人材を養成する。

 ■地域創造コース

　中山間地域における過疎・高齢化、中心市街地衰退等の課題解決や、地域社会の維持発展に向けて、地域における住民の

組織やネットワーク、行政制度等について理解するとともに、地方都市・農山村の経済機能、社会機能、環境機能を総合的に捉
え、地域活動を有機的に連結し、活性化できる持続可能な地域づくりをトータルマネジメントできる人材を養成する。

■卒業後想定される進路
商業、金融・保険業、サービス業、建設業、農林水産業、食品業、製造業、運輸・情報通信業、不動産業、起業、国行政（中央
省庁など）、自治体行政（都道府県庁、市町村役所）、経済団体、進学など

地域の未来を共に考える

　我が国は本格的な人口減少社会に直面しています。

政府が進める地方創生のもと、各地方自治体は、持続

可能な地域社会づくりを目指してその対策に取り組ん

でいます。しかしながら、東京への一極集中は止まら

ず、人口の流出が続いています。

　こうしたなかで地域の住民が少子化に伴って生じた

廃校など地域の社会資源を上手に活用し、地元の農産

物直売所やレストラン、自然体験交流施設を運営して

地域を活性化している事例などもあります。地域の皆さ

んと一緒になって地域を見つめ直し、地域の資源を活

かすことを通じてどのような地域社会を創造していく

のか、そのために必要なマネジメントのあり方はどうあ

るべきかを考えていきたいと思います。

根岸裕孝
Hirotaka Negishi

地域資源創成学科  教授

地域資源創成学部の養成する人材像

　

インターンシップ活動中の様子

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU

県内外の企業・団体で挑む1ヶ月間の
実践型インターンシップ

　今やインターンシップは、実施企業・参加学生ともに7割を超え

るほど職業を選択していく過程で欠かせないものとなりつつあり

ます。インターンシップと言っても1dayから数ヶ月に及ぶ長期の

ものまであり、取り組む内容もさまざまです。そんななか、本学部

の「国内インターンシップ」では、主に県内の企業・団体等におい

て、具体的な目標をもって実務に関わる1ヶ月間の実践型インター

ンシップに取り組むことができます。活動内容は企業・団体先で

異なりますが、例えば、大学で学んだマーケティングの知識を活

かして、企業の商品の販売促進の戦略を立て、それをもとに実践

し、最後は効果検証まで行

います。

　座学で得た知識が、実際

の社会でどのように活か

されているのかを実体感

するとともに、自ら考え行

動する力を身に付けること

ができます。



大学院 宮崎大学大学院では、各学部・学科・課程で学んだ知識をさらに高め、専門的な職
業に従事するために必要な能力や基礎的な学識を養います。また充実した教育・研
究環境を整えることで、学生の研究活動を支援しています。

教育学研究科

看護学研究科
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Graduate School

【専攻】

看護学専攻

【専攻】

教職実践開発専攻（教職大学院・専門職学位課程）

●学校・学級経営コース ●生徒指導・教育相談コース
●教育課程・学習開発コース ●教科領域教育実践開発コース

　教育学研究科では、高度な指導力を養い、幅広い教育現場で

活躍できる指導者の育成のため、2つの専攻を用意しています。

　教職実践開発専攻では、優れた学級経営能力を備えた教員を

養成する「学校・学級経営コース」、生徒指導や教育相談のノウハ

ウを学ぶ「生徒指導・教育相談コース」、カリキュラム開発・授業

研究に携わる能力を養う「教育課程・学習開発コース」、確かな教

科指導能力を備えた人材を育成する「教科領域教育実践開発コ

ース」の4コースを展開し、教職現場を担うための高度な実践力・

応用力を備えた教員を養成します。

　学校教育支援専攻では、教育臨床心理学や特別支援教育に関

する専門的知識や実践力を備えた教員等を養成する「教育臨床

心理専修」、5分野(言語教育・言語文化・言語心理・国際文化・文

化共生)の学びで幅広い知識・能力を備えた日本語支援・日本語

教育の専門家を養成する「日本語支援教育専修」の2専修を展開

し、教育実践力を身につけます。

生命の尊厳を第一に、ケアの本質を研究する

　看護学研究科では、変化する地域社会や複雑化する社会情勢

のニーズ、さらに、拡大・専門化する看護学や看護学教育の必要

性を踏まえ、学部教育を基に更なる能力開発と同時に保健医療

福祉の現場で広く活躍できる看護学研究者・教育者・実践者・指

導者を育成することを目的としています。また、地域社会のニー

ズに応えるとともに、学際的思考と国際的視野から、その研究成

果を世界に向けて発信することにより看護学の発展に寄与する

ことを使命としています。

　①「研究者育成コース」は、看護学の教育者・研究者としての基

礎となる能力の育成を行うコースです。②「実践看護者育成コー

ス」は、批判的思考力と高度な問題解決能力を有する看護実践

者の育成を行うコースです。

●研究者育成コース ●実践看護者育成コース

工学研究科
　21世紀は、新しい知識・情報・技術が社会のあらゆる領域での

活動の基盤として飛躍的に重要性を増す、いわゆる知識基盤社

会の時代と言われています。この知識基盤社会においては、個人

の人格形成の上でも、社会の発展・振興の上でも、大学院は極め

て重要な役割を果たしています。工学研究科は、学部教育を基盤

として、高度化、深化した専門知識・技術を身に付け、さらに隣接

する関連領域まで俯瞰できる総合的視野を持った想像力豊かな

高度専門技術者を養成することを目的としています。この目的を

達成するため、1専攻化して3つのコース（環境系、エネルギー系、

機械・情報系）を設け、コミュニケーション能力やマネジメント能

力の向上を目的とした専攻共通科目やコース必修科目を提供す

るとともに、専攻内の専攻選択科目を自由に受講できるようにし

ています。

自然豊かな宮崎で未来を切り開く技術者・研究者に

【専攻】

工学専攻

●環境系コース ●エネルギー系コース ●機械・情報系コース

高度な指導力を養い、幅広い教育現場で活躍できる指導者へ

学校教育支援専攻（修士課程）

●教育臨床心理専修 ●日本語支援教育専修
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医学獣医学総合研究科

教育学研究科   看護学研究科   工学研究科   農学研究科   医学獣医学総合研究科   農学工学総合研究科 大  学  院
Graduate School

【専攻】

【専攻】

農学専攻

農学研究科
　農学研究科は1専攻6コースから構成されており、学部教育の

専門性をさらに深化させ、国内外の食料、環境、資源及び生命に

関する問題点を解決し、自然環境と調和のとれた持続的生産社

会の創造に貢献できるとともに、農学に関する高度な専門知識

と応用能力を有する国際性豊かな高度専門技術者及び研究者の

育成を目指します。 

　また、コースのカリキュラムを原則、全て英語で実施する「農学

国際コース」を設け、農学専攻（一専攻）の特色を活かし、国際的

に、特にASEAN諸国で重要視されている問題点に対応して、分

野横断型課題探求・問題解決型の3つの実践プログラムを提供

しています。

専門性の深化と国際性豊かな高度専門人材の育成を目指して

●植物生産環境科学コース ●森林緑地環境科学コース
●応用生物科学コース ●海洋生物環境科学コース
●畜産草地科学コース ●農学国際コース

　医学獣医学総合研究科は、国内ではじめて医学と獣医学が融

合・連携した研究科です。研究科には、修士課程及び博士課程を

設置しています。修士課程では、医学・獣医学分野及び医療社会

学分野の研究と教育、あるいは高度な診療支援に携わる人材の

養成を主眼とし、専門分野に偏らない幅広い基盤的知識の習得、

それを基礎とした研究能力を養うことを目的とし、生命科学の

発展と社会の福祉向上に寄与することを使命としています。博士

課程では、高度専門職業人としての医師、獣医師及び研究者・教

育者の養成を主眼とし、医学・獣医学の分野において自立して研

究活動を行うのに必要な高度の研究能力とその基礎となる豊か

な学識を養うことを目的とし、医学・獣医学の発展と社会の福祉

の向上に寄与することを使命としています。

医学と獣医学が完全に融合した全国唯一の修士・博士研究科

修士課程：医科学獣医科学専攻

博士課程：医学獣医学専攻

農学工学総合研究科
　農学工学総合研究科は、農学と工学の学問的背景と連携協力

の実績を踏まえて、それらが連携・融合した教育研究領域の深化

を図ることにより、広範な知識に基づいた総合的判断力と高度

な研究能力を備え、技術・知識基盤社会の形成に資する高度専

門技術者の養成を目指します。このため、研究科では3専攻を設

け、①低環境負荷・持続型生産システムの構築と持続型地域社

会が必要とする社会基盤の保全、②動植物・微生物の機能を活

かした新規機能性食品の開発と地域バイオマス資源の有用物

質への変換、そして③ナノテクノロジーを応用した機能性材料の

創生と自然共生型エネルギーの活用とその変換技術、省エネル

ギー化・高度情報化された生産技術の開発と高度なソフトウエ

アを活用した情報処理システムの構築等に関わる教育研究を通

じて21世紀の喫緊の課題を解決し社会に貢献します。

農学と工学が融合・深化した博士後期課程で最先端の研究を！

【専攻】

資源環境科学専攻 生物機能応用科学専攻

物質・情報工学専攻

●生命機能科学教育コース
●水域生物科学教育コース

●新材料エネルギー工学教育コース ●生産工学教育コース
●数理情報工学教育コース

●環境共生科学教育コース
●持続生産科学教育コース
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木花
キャンパス

工学部
実験研究棟（A棟）
講義棟（B棟）
実験研究棟（C棟）
機械実習工場
機械工学実験実習棟
高電圧実験棟
土木工学実験実習棟
実験研究棟（E棟）

17

18

19

20

21

22

23

24

講義棟
実験研究棟

15

16

実験研究棟（北）
講義棟
実験研究棟（南）
実験研究棟（獣医）
附属動物病院
附属農業博物館
標本植物温室
附属フィールド科学
教育研究センター

1

2

3

4

5

6

7

8

農学部 教育学部 地域資源創成学部
講義棟
実験研究棟
美術棟
技術・家庭棟
音楽棟
附属教育協働
開発センター

9

10

11

12

13

14

大学会館
（教育･学生支援センター、国際連携センター、
学生食堂、インフォメーションコーナー）
附属図書館（本館）
創立330記念交流会館
地域デザイン棟
事務局棟
安全衛生保健センター、障がい学生支援室
情報基盤センター
フロンティア科学実験
総合センター（RI木花分室）
産学・地域連携センター
（産学・地域連携施設）
創造プロジェクト棟
イスラーム文化研究交流棟
産学・地域連携センター
（機器分析支援施設）
フロンティア科学実験総合
センター（遺伝資源分野）
総合研究棟
産業動物教育研究センター
国際交流宿舎
女子寄宿舎
男子寄宿舎
木花ドミトリー

25

26

27

28

29

30

31

32

33

35

34

36

37

38

40

41

42

43

39

太陽光発電システム・
　太陽熱給湯システム

自然科学野外観察教材
　　　　開発プロジェクト

ビームダウン式太陽集光装置
工学部実験研究棟屋上
産学・地域連携センター
（機器分析支援施設）壁面
農場
附属図書館屋上
国際交流宿舎屋上
集光型太陽光発電システム
（体育館北側）
教育学部技術・家庭棟屋上
教育学部実験研究棟屋上

A

B

C

D

E

F

G

H

I

木花キャンパスの地質の全体像
下末吉海進期以降の段丘堆積物
宮崎層群の砂岩泥岩互層
ナンバンギセル（ハマウツボ科）
照葉樹林

J

K

L

M

N

〒889－2192
宮崎県宮崎市学園木花台西
1丁目1番地

キャンパスマップ
宮崎大学には、学生のみなさんの可能性を広げる2つのキャンパス
があります。木花キャンパスには教育学部・工学部・農学部・地域資
源創成学部が、清武キャンパスには医学部があり、キャンパス間で
の交流も盛んです。

更衣室棟更衣室棟
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清武
キャンパス

キャンパスマップ

講義実習棟
総合教育研究棟
福利施設
基礎臨床研究棟
附属図書館（医学分館）
附属病院

1

2

3

4

5

6

管理棟
フロンティア科学実験総合センター
（RI清武分室）
フロンティア科学実験総合センター（生物資源分野）
外来診療棟
ヘリポート（2ヵ所）
清武ドミトリー

7

8

9

10

11

12

医学部

太陽光発電システム・
　太陽熱給湯システム

医学部基礎臨床研究棟屋上
附属病院屋上

O

Q

〒889－1692
宮崎県宮崎市清武町木原
5200番地

Campus Map

田吉駅
加納駅

防災倉庫防災倉庫

O

Q



●4月上旬
入学式
新入生オリエンテーション
前学期授業開始

●10月上旬
後学期授業開始

●12月下旬～1月上旬
冬季休業

●11月中旬
大学祭「清花祭」

●7月下旬～8月上旬
前学期定期試験

●2月中旬
後学期定期試験 ●3月下旬～3月末

春季休業
●8月上旬～9月下旬
夏季休業

【入学式】

【清花祭】

【卒業式・修了式】

●3月下旬
卒業式・修了式

工学部 電子物理工学科4年　宮崎県　宮崎県立宮崎南高等学校出身

ラグビー部　主将  川野　雄輝

11
12

10

4

1 2 3

5

6
7

8
9
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馬術部　主将  井上　優子
農学部 畜産草地科学科3年　愛知県　名古屋市立菊里高校出身

キャンパスライフを充実させるサークル活動。スポーツや音楽、ボランティア
などバラエティに富んだサークルが揃っています。

年間行事

サークル活動

宮崎大学では、年間を通して学生同士がふれあえる行事が充実しています。

　私たちラグビー部は、春、夏、冬に長期の休みを設けながら、基

本的に週4回集まって活動をしています。また、監督がいない体制

のため、自分たちで練習メ

ニューを決め、チーム作り

を行っています。部員が少

ない状況であり、大学から

始めた選手も多いですが、選

手同士話し合いながら練習を

重ね、昨年度は九州学生Ⅱ部

リーグ優勝の成績も残してい

ます。面白い部員ばかりなの

で、是非一度練習を見学しに来て

ください。一緒に練習ができる日

を楽しみにしています！

　私たち馬術部は、男子部員4人と女子部員11人で活動していま

す。自分たちで毎日馬のお世話

をし、コーチや先輩に指導して

もらいながら練習に励んでいま

す。現在は7頭の馬を飼っており、

部員それぞれが担当の馬を大切

にお世話しています。部活での行

事がたくさんあり、同期に限らず先

輩・後輩の仲もとても良いです！

部員のほとんどが大学から乗

馬を始めているので、初心者も

大歓迎ですよ！動物が好きな

人、乗馬に興味がある人、ぜひ

私たちと一緒に馬たちにかこ

まれた楽しい大学生活を送り

ましょう！

一緒に練習ができる日を
楽しみにしています！

馬たちにかこまれた
楽しい大学生活を送りましょう！

キャンパスライフ



受験から入学までの費用や、宮崎大生の1ヶ月の生活費、奨学金制度など、
宮崎大学で過ごすための費用や知っておきたい制度について紹介します。

日本学生支援機構奨学金

宮崎大学「夢と希望の道標」奨学金

第一種奨学金
（無利子貸与）

第二種奨学金
（有利子貸与）

給付奨学金

自 宅 通 学：

自宅外通学：

自 宅 通 学：
自宅外通学：

2万円、3万円、4万5千円から
選択
2万円、3万円、4万円、
5万1千円から選択

2万円
3万円

採用された場合、4月分から
ただし、貸与開始は7月から

2万円～12万円（1万円刻み）から選択
最短修業年限まで

4月分から
ただし、給付開始は5月から
※給付奨学金は予約のみ

平成27年度から設けられた本学独自の奨学金制度で、優秀な学生の確保、修学意欲の向上、優秀な人材の輩出を図ることを目的としています。

入学料※1

授業料（年額）※1

各学部の諸経費（後援会、同窓会等）

アパート契約（家賃、敷金、手数料等）※2

家具、パソコン、電気製品等購入費用※2

その他（引越、教科書、初回仕送り等）※2

受験費用

※1 入学料、授業料は改定されることがあります。
※2 個人差があります。

（2018年度学生生活実態調査：全国大学生協連より）

282,000円

535,800円

50,000円～100,000円

200,000円

400,000円

150,000円

50,000円～100,000円

計　約160万円～180万円

北　 海　 道

東　　　　北

北　　　　陸

北関東甲信越

東　　　　京

東　　　　海

48,810円

 49,350円

47,680円

44,410円

63,100円

51,360円

京都・滋賀・奈良

兵庫・大阪・和歌山

中 国 ・ 四 国

九 州 ・ 沖 縄

全　　　　　国

宮 崎 大 学

51,860円

51,150円

42,790円

47,010円

 52,560円

41,340円

男子寄宿舎

100人 100人 165人

月額 4，700円月額 7，000円

9㎡ 9㎡

補食室（自炊可能）、浴室、洗濯室、
トイレ(国際交流宿舎は居室に設置)

11㎡

1人（個室）

光熱水費等　 月額 8，000円程度

〒889-2155 宮崎市学園木花台西１丁目１番地

学部男子学生 学部女子学生
学部学生、
大学院生
 （男・女）

女子寄宿舎 国際交流宿舎

種　　類 月　額 いつから受けられるか（給付・貸与始期） 給付・貸与期間

採用された場合、4月～9月の間で
希望する月分から

ただし、貸与開始は7月から
予約奨学生は4月分から
ただし、貸与開始は5月から（　　　　　　）

予約奨学生は4月分から
ただし、貸与開始は5月から（　　　　　　）

受験から入学までの費用 学生寮

地域別居住費比較

経済的理由等により授業料の納入が困難であり、かつ学業優秀と認め
られる場合に、授業料を免除する制度、また、特別な事情により、入学
料の納入が困難であると認められる場合に、入学料を免除する制度が
あります。
※詳細については、学生生活支援課（電話：0985－58－7976）におたずねください。

入学料・授業料の免除制度

日本学生支援機構奨学金の他にも、地方公共団体および民間育英事業
団体等の奨学金があります。いずれも、人物・学業ともに優れ、経済的理
由により修学が困難であると認められる学生に対して貸与されます。
奨学金には有利子と無利子のものがあります。
※詳細については、学生生活支援課（電話：0985－58－7140）におたずねください。

奨　学　金　制　度

〔地方公共団体奨学金〕
宮崎県育英資金・宮崎県奨学会・宮崎県医師修学資金・宮崎県職員獣医師奨学資金・都城育英会・都城市奨学金・沖縄県国際交
流 人材育成財団・山口県ひとづくり財団　　他

〔民間団体奨学金〕
あしなが育英会・交通遺児育英会・日本通運育英会・中村積善会・壽崎育英財団　　他

主 な 奨 学 金 制 度
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寄宿舎名

収容定員

入居資格

寄 宿 料

居室定員

居室面積

共用施設

諸 経 費

所 在 地

※在学中に寄宿料の改定が行われた場合は、改定時から新寄宿料が適用されます。
※入居許可期間は1年間です（4年間を保証するものではありません）。

学生生活

※授業料全額免除となった場合、月額が減額されます。

Campus Life
キャンパスライフ



65

資料請求

●入試課窓口での請求 宮崎大学事務局1階の入試課窓口で配布します。
●郵 送 に よる 請 求 角形2号の返信用封筒（送料分の切手をはり、本人の郵便番号・住所・氏名を明記したもの）を

同封し、必要な資料名「例）宮崎大学大学案内請求」を送付用封筒に朱書きし、本学入試課あてに
郵送してください。

宮崎大学へ 請求する場合

大学案内

入学者選抜要項

大学案内・入学者選抜要項

250円

250円

380円

送　　料資　　　　料　　　　名

6月下旬

7 月下旬

7 月下旬

配布予定時期

テレメールでの資料請求における資料のお届け・個人情報に関するお問い合せ・お申し出先

請求先 〒889-2192 宮崎市学園木花台西1丁目1番地 宮崎大学学生支援部入試課

パソコン・スマホ・ケータイなら

※PC・携帯電話各社共通アドレスです。

※テレメールカスタマーセンターは、株式会社フロムページが管理運営しています。

https://telemail.jp
自動音声応答電話なら

※一般固定電話回線からの通話料金は日本全国どこからでも3分毎に約12円です。
※住所・氏名等の登録時は、ゆっくり・はっきりとお話しください。登録された音声が
　不鮮明な場合は資料をお届け出来ない場合があります。

050－8601－0101（24時間受付）

050－8601－0102（受付時間　9：30～18：00）テレメールカスタマーセンター

1　パソコン・スマホ・ケータイ、自動音声応答電話でアクセスしてください

テレメールをご利用済みの方はお届け先の登録は不要です（パスワード未登録者を除く）。

3　ガイダンスに従ってお届け先等の登録をおこなってください

2　ご希望の資料の資料請求番号を入力してください

料金のお支払いは資料到着後の後払いです。お届けする資料に同
封の料金支払い用紙をご確認の上、資料到着後2週間以内に表示料
金をお支払いください。なお、支払い手数料が別途必要です（コンビ
ニ支払いは86円。ゆうちょ銀行・郵便局のATM扱いは150円、窓口
扱いは200円。ケータイ払いは50円。クレジットカード払いは50
円。コンビニ払いは消費税率10％時は88円へ変更予定）。また、ケ
ータイ払い、クレジットカード払い、コンビニ支払いは、1回分の手数
料で複数資料の料金をまとめて支払うこともできます。

※

発送開始日以前に請求された資料は予約受付となり、発送開始日に一斉に発送します。

資料は発送日の3～4日（地域と郵便事情によっては1週間程度）後に届きます。17時30分までの受付は当日発送、17時

30分以降は翌日発送となります。

随時発送の資料が10日以上（予約発送の資料は発送開始日から10日以上）経っても届かない場合は、テレメールカスタマ

ーセンターまでお問い合わせください。

※

※

3～4日程で
資料が届きます

IP電話

IP電話

テレメールで請求する場合

テレメール

大学案内

入学者選抜要項

入学者選抜要項・大学案内

資　　　料　　　名 料金（送料含）

215円

215円

250円

スマホ・携帯電話なら、バーコードを読み取る
だけでアクセスできます。 ［テレメール］

567990

587990

568000

資料請求番号

一般入試学生募集要項

工学部AO入試学生募集要項

推薦入試・教育学部AO入試学生募集要項

医学部医学科（地域枠推薦・地域特別枠推薦入試）学生募集要項

帰国子女・社会人・私費外国人留学生入試学生募集要項

グローバル人材育成入試学生募集要項

畜産別科学生募集要項

資　　　　料　　　　名

11月中旬

5 月中旬

9月中旬

9月中旬

9月中旬

9月中旬

10月中旬

公表時期

　募集人員、出願期間、学力検査等の実施期間、試験場、教育学部の一部の選考で実施する実技の内容等入学者選抜に関する
細目は、学生募集要項で発表します。下記の学生募集要項は本学ホームページから電子ファイル（PDF形式）をダウンロードして
入手又は参照してください。（印刷した冊子はありません。ただし、医学部医学科（地域枠推薦・地域特別枠推薦入試）学生募集要
項及び畜産別科学生募集要項を除く。）

募集要項（畜産別科学生募集要項を除く）　http://www.miyazaki-u.ac.jp/exam/department-exam/
畜産別科学生募集要項　http://www.miyazaki-u.ac.jp/exam/incorporation/zootech.html

学生募集要項について



66

出願方法
資料請求・出願方法

インターネットを利用した出願の流れ

　入力した出願情報を確認します。確認用の紙を印刷できますので、
学校の先生や保護者の方が確認する場合も簡単です。

　出願期間終了後から募集要項に記載している期日までに、出願時に
登録したメールアドレスへ受験票が印刷可能となった旨の連絡をしま
す。連絡があった後にインターネット出願システムの「申し込み一覧」
からA4用紙に印刷し、受験時に必ず持参してください。

　インターネット出願システムの「申し込み一覧」より写真データを登
録します。

　選択した支払い方法に従って検定料を支払います。

 ■ 募集要項の確認1  ■ 出願情報の入力2

 ■ 出願情報の確認・修正3 ■ 出願情報の登録4

 ■ 検定料支払い方法の選択5  ■ 検定料のお支払い6

 ■ 出願確認票等の印刷8

 ■ 提出書類の郵送9

 ■ 写真データの登録7

 ■ 受験票の印刷10

出願登録サイトから
入力する

出願登録サイトから
登録する

パソコンから
印刷

先生や保護者の方に
確認してもらえる

①
②
③

①
②
③

①
②
③

宮崎大学
HPより

内容を
確認する

Net
BANK

24

￥
card ATM

受験票を印刷する

提出書類を郵送する
直接持参してもOK

出願確認票等を
印刷する

POST

インターネット出願システムの操作・登録方法等の詳細については、志願受付操作サポート窓口までお問い合わせください。
志願受付操作サポート窓口:0120-752-257（出願登録期間の9:00～20:00）

　本学ホームページから「募集要項」をダウンロードし、自分が受験す
る学部・学科・課程の出願資格、出願期間、必要書類、試験日、受験科目
等を確認します。
募集要項掲載URL
http://www.miyazaki-u.ac.jp/exam/department-exam/

　検定料の支払い方法を選択します。
●支払い方法
◎クレジットカード ◎コンビニエンスストア
◎銀行ATM（ペイジー）◎ネットバンキング

　出願確認票等を印刷します。

　■で出願情報に修正がなければ、登録をします。
※登録後は出願情報の変更はできませんので、■で修正がないかよ
　く確認してください。

　出願確認票（■で印刷したもの）、調査書等提出が必要な書類を宮
崎大学へ郵送又は持参し、出願完了です。

　インターネットに接続しているパソコンから、画面の指示に従って
以下の内容を入力します。
●入力内容
◎入試区分の選択◎志望学部・学科・課程、受験科目等の選択
◎個人情報の入力
インターネット出願登録サイト
http://www.miyazaki-u.ac.jp/exam/internet-application.html

3

8

3



国立大学法人 宮崎大学
〒889-2192 宮崎市学園木花台西1丁目1番地
［編集発行］宮崎大学学生支援部入試課
令和元年6月発行

各種問い合わせ先

■ 交通アクセス

【木花キャンパス】教育学部・工学部・農学部・地域資源創成学部
〒889‐2192 宮崎県宮崎市学園木花台西１丁目１番地
TEL：0985-58-7111（番号案内）

【清武キャンパス】医学部
〒889‐1692 宮崎県宮崎市清武町木原5200番地
TEL：0985-85-1510（代表）

大　分

（1時間45分）

鹿児島

宮崎自動車道・東九州自動車道

宮崎大学ホームページ

宮崎大学公式YouTube【Myaoh.TV】

宮崎大学の
入試に関する
お問い合わせ

宮崎大学　学生支援部　入試課
FAX 0985－58－2865　　E-mail:nyushi-t@of.miyazaki-u.ac.jp
〒889－2192　宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地

TEL.0985－58－7138

大学の最新情報をパソコン・スマートフォンで閲覧できます。
http://www.miyazaki-u.ac.jp/

宮崎大学オリジナル動画を多数配信しています。
https://www.youtube.com/user/MyaohTV

教育学部について

医学部について

工学部について

農学部について

地域資源創成学部について

入学手続きについて

授業料納入について

授業料免除について

奨学金について

学生寄宿舎について

教育学部　教務・学生支援係

医学部　学生支援課　入試係

工学部　教務・学生支援係

農学部　教務・学生支援係

地域資源創成学部　教務・学生支援係

教育支援課　総務係

財務課　出納係

学生生活支援課　経済支援係

学生生活支援課　経済支援係

学生生活支援課　学生支援係

0985‐58‐2891

0985‐85‐8970

0985‐58‐2874

0985‐58‐3834

0985‐58‐7847

0985‐58‐7427

0985‐58‐7122

0985‐58‐7976

0985‐58‐7976

0985‐58‐7142

問い合わせ内容 問い合わせ先 電話番号

赤
江
大
橋

東

九

州

自

動

車

道

一
ツ
葉

有
料
道
路

田吉駅
加納駅
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