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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。

　宮崎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。

　本学で行われた文部科学省の拠点整備事業のCOCおよびCOC+事業では、地域の課題解決にむけた取り組みとして高い外

部評価を受けました。文部科学省支援事業終了後も、構築された地域のシステムの更なる展開を求めて現在も取り組みが進めら

れています。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広がっています。

　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。

宮崎大学
平成15年10月1日統合

国立医科大学（宮崎県）創設準備室
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宮崎県女子師範学校
大正15年4月1日分離独立
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宮崎高等農林学校
大正13年9月25日設立
大正14年4月9日開校
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大正11年3月10日設立
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宮崎大学長　池ノ上　克
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宮崎大学の教育
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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
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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・AI教育の充実
　本学では、2019年度～2021年度において、大学の数理・データサイエンス教育の全国展開における協力校として、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、情報・数量スキルや学士力発展科目などに授業配信システムを活
用した電子教材や演習を導入し、文系・理系を問わない基礎レベルでの「数理・データサイエンス・AI」の教育を充実させる取り組
みを全学的に進めています。

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
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順不同、敬称略

パナソニック、旭化成、西日本電信電話、LION、アサヒビール、日本航空、マンダム、豊田通商、ローソン、オリエンタルランド、
三菱電機、久光製薬、プリマハム、日機装、日本製紙、竹中土木、大王製紙、鹿島建設、アストラゼネカ、京セラ、NEXCO西日本、
大成建設、NOK、コスモス薬品、三菱電機エンジニアリング、タキイ種苗、日清丸紅飼料、スズキ、ダイハツ工業、日本水産、国土
緑化、雪印種苗、都市再生機構、全国農業協同組合連合会、九州電力、国際空港上屋、ソニーセミコンダクタマニュファクチャ
リング、ファナック

霧島酒造、宮崎銀行、宮崎太陽銀行、テレビ宮崎、宮崎放送、宮崎日日新聞、宮崎交通、ソラシドエア、ホンダロック、共立電機製作所、
国立大学法人宮崎大学、JA宮崎経済連、南日本ハム、MJC、宮崎くみあいチキンフーズ、宮崎ケーブルテレビ、南国興産、システム
開発、宮崎県農協果汁、エビス商事、東郷メディキット、デンサン、デンソー宮崎

農林水産省、防衛省九州防衛局、国土交通省九州地方整備局、農林水産省動物検疫所、厚生労働省宮崎労働局、厚生労働省鹿児
島労働局、労働基準監督官、林野庁九州森林管理局、水産庁、宮崎県庁、宮崎市役所、都城市役所、延岡市役所、日向市役所、福岡
県庁、熊本県庁、長崎県庁、大分県庁、鹿児島県庁、愛媛県庁、広島県庁、岡山県庁、宮崎県警察、自衛隊

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、私立日章学園高等学校、東京都小学校、長崎県小学校、長崎県
高校、佐賀県中学校、熊本県小学校、熊本市小学校、北九州市小学校、北九州市特別支援学校、鹿児島県小学校、大分県小学校、
大分県中学校、愛媛県小学校、静岡県幼稚園、私立れいめい高等学校

（令和元年度卒業生実績）
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何度でも思い出す日々。

宮崎市立住吉中学校　教諭

能勢絢子 さん
平成30年3月 教育文化学部学校教育課程

中学校教育コース卒業

　今、生まれ育った宮崎で国語を教えています。子どもたちと向き

合う日々は、毎日新しい発見に溢れ、とても充実しています。授業で

も、学級でも、やはり子どもたちの笑顔が一番うれしいです。

　しかし、上手くいくことばかりではありません。そんなとき、思い

出すのは宮崎大学で学んだ日々です。講義では、教育に関する知

識を広く学んだり、教科の専門性を磨くことができました。また、段

階的に参加することのできる教育実習を通して、教師になりたいと

いう夢と真剣に向き合うことができました。そして、所属したゼミで

の学びも忘れられません。対話を大切にしており、自分の考えを深

めることができた時間は私の財産です。先生や仲間と様々な実践

に積極的に参加することで、自分に自信もつきました。

　宮崎大学での出会いと繋がりは、今も私を

支えています。高校生のみなさん、大学生活で

の学びは、自分次第です。よく学び、よく語り合

い、たくさんの出会いや繋がりを大切にしてく

ださい。

宮崎大学医学部附属病院
総合周産期母子医療センター　MFICU　助産師

中田悠加 さん
平成28年3月　医学部看護学科卒業
平成30年3月　大学院看護学研究科修了

夢に向かって。

　「おめでとうございます！初めまして、ようこそこの世界へ！」そう

言って私は助産師として、日々新しい家族が誕生する奇跡の瞬間

に立ち会っています。私が勤務する宮崎大学医学部附属病院総合

周産期母子医療センターは、宮崎県周産期医療の最後の砦とし

て、ハイリスク妊産褥婦さんの妊娠・出産・育児のサポートを行っ

たり、宮崎県内からの緊急搬送を受け入れたりしています。誰もが

そのひとらしく命の誕生を迎えられるように、医師や助産師、看護

師、その他のスタッフと協力しながら日々の助産ケアを行っていま

す。命の現場で大変なこともありますが、私の以前からの夢であっ

た助産師として毎日笑顔で働いています。

　宮崎大学で過ごした6年間は、今の自分を形作っているかけがえ

のない時間です。たくさんの人と出会い、人

の輪を広げ、多くの専門知識や技術を学び、

社会人として働くうえで大切なことも知りまし

た。皆さんも宮崎大学で同じ夢に向かって頑

張れる仲間を見つけ、夢を叶えてくださいね！

message

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。



―多くの学びと経験、楽しさが得られる4年間―

トヨタ自動車（株）
クルマ開発センター  第4電動パワトレシステム開発部

奥村　大 さん
平成19年3月
平成21年3月

電気電子工学科Aコース卒業
大学院工学研究科（修士課程）
電気電子工学専攻修了

勉強も遊びも本気で出来る貴重な時間。

林兼産業（株）水産・機能食品事業部  水産加工食品部 商品開発課

平川拓弥 さん 平成31年3月 大学院海洋生物環境学コース卒業
平成29年3月 海洋生物環境学科卒業

宮崎県  延岡県税・総務事務所  納税課  納税第一担当

黒木祐太 さん 令和2年3月 地域資源創成学科地域創造コース卒業

これから大学生になる皆さんへ。

　私にとって地元の福岡を離れ宮崎大学で過ごした6年間は、一生

の宝となるような刺激的な毎日でした。もちろん、苦しいことや投げ

出したくなることもありましたが、それさえも現在の私を構成する大

切な人生の一部だと思えます。

　私は幼少期から生物が大好きで、将来は生物関係の職に就きた

いと思い農学部の海洋生物環境学科に入学しました。そこで、大好

きな海や生物漬けの毎日を過ごすとともに、サークルでのバンド活

動やダイビングなど、興味の赴くまま様々なことにチャレンジしまし

た。その中でも特に興味を抱いたのが“料理”でした。それから食品

分野に携わりたいと考えるようになり、現在は食品開発に従事して

います。結果的に大学時代の専門分野とは異なる業界に進みました

が、研究室時代に得た知識は今でも開発業務に活かせています。

　大学時代は様々なことにチャレンジで

きるチャンスがたくさんあります。その分、

高校時代に比べると選択する機会が増え

悩むこともあると思いますが、肩肘張らずに

目一杯学生生活を楽しんでください！

　私は今、車の根幹であるエンジンとトランスミッションの

システム開発を行っています。車の開発では車に乗ってい

ただくお客様が何を求めているか、考えることがとても重要です。

また、一人ではたくさんの部品、制御からなっている車を作ることは

不可能です。

　大学では同級生のみならず、先輩、後輩、先生、たくさんの人とコ

ミュニケーションを取る場が一気に増えます。自分以外の人が何を

思っているのか、一人で出来ることは限られているということを知る

非常に貴重な時間です。そして何よりも人生の中で大切な思い出が

いっぱいできます。

　私は宮崎大学での経

験を糧に、大好きな乗り

物の開発に携わるという

夢を実現しました。みな

さんも宮崎大学でたくさ

ん勉強して遊んで貴重

な経験をしてください。

　現在、私は県税事務所で県税の納税に関する仕事をしています。

県税の納付が滞っている方に納税を促すこと、また期間内の納税を

地域の方々に広報すること等が業務内容です。責任の重い仕事です

が、一方で県行政の根幹を支える仕事でもあるので、日々やりがいを

感じながら働いています。

　大学では講義や実習、ゼミ活動等を通して、地域に出て宮崎のこ

とを学ぶ機会、また地域の方 と々触れ合う機会を多く頂きました。こ

うした経験は、地域の方 と々接する機会の多い今の仕事に間違いな

く活きていると感じています。

　大学では講義や研究活動といった、高校までの生活にはなかった

活動が始まるため、戸惑うことや苦労することもあるかと思います。

ですが、大学生活ではそうした苦労以上の

学びや経験、そして楽しさがあります。是非、

皆さんも大学生活の中で、様々なことにチャ

レンジし、楽しい経験もたくさんしながら、思

い出に残る4年間を過ごしてください！
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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

が連携しながら教育を行ってきている点にあります。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

な学習を進めることはもちろんですが、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

富　清香  Sayaka Tomi
宮崎県　宮崎西高校出身

藏富幹瑛  Kanei Kuratomi
宮崎県　日南高校出身

　本学科は小、中学校両方の免許が取得でき、実習もどちらも体験してから就職に臨めるのが魅力です。「小
学校の先生を目指していますが、専門の教科を持てることが教える上で自信につながります。調査で地誌学演
習や農業について学び地域の人と交流したことが、今後生かせそうです」と話す富さん。同じく社会科を専門
とする藏富さんは、本学科で良かった点を「少人数での模擬授業は、自分の考え方をチームの中で問われるた
め、鍛えられます。また、授業づくりは実習前と後にあり、実習前後での自分の授業姿勢を比較でき、子どもを
意識した授業とは？をじっくり考えられます」と語ります。小中一貫教育を進める学校が増える未来にも通じ
るような、新しい教育を進めています。

子ども目線の授業ができる、教師を育てるカリキュラムが魅力。
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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。

本物の実力を持った教師になるた
めに。

中村周作
Shusaku Nakamura

小中一貫教育コース 小学校主免専攻（社会）教授

入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy
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　小中一貫教育コース小主免専攻では、おもに小学校

の教員養成を視野に、中学校、さらに小中一貫校での教

育も担うことができる本物の実力を持った教師の育成

を行っています。教育に関わる幅広く深い知識や教養

に裏打ちされた子どもたちがわくわくする、興味関心

をそそる授業のやり方を学ぶことができます。何より

子どもたちの先人として範を示すことのできる人間教

育こそが、教育学部の使命であると考えます。本学を巣

立った先輩方の多くが、教壇に立って意欲にあふれた

授業を行い、充実した教員生活を送っています。先生を

夢見る若者たち、本学の扉を叩けば、きっと明るい未来

が君たちを待っているでしょう。

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。

11

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

木場碧海  Aomi Koba
宮崎県　日南高校出身

　本学科の魅力は、中学免許を基にしていますが小学校の免許も取得
でき実習にも行けることです。実習が多いのはきつい部分もあります
が、子どもとの触れ合いで先生になりたい気持ちを強められます。模擬
授業では、パワーポイントでの資料作成や、どんな人でも読みやすいよ
うなユニバーサルデザイン、視線の配り方などを学び、どうすれば発達
や理解が異なる子どもたちに話を聞いてもらえるかなど、実践的な指
導もあります。中学生から英語が好きで、将来英語教師になりたくて志
望しました。アメリカ留学などを通して海外への興味が深まった経験も
あり、英語が苦手な子にも楽しさを伝えて、広い視野を持てる指導をす
るのが夢。人と関わる仕事だからこそ、ボランティアなどを通じて、人と
出会う機会もつくっています。

英語が苦手でも好きになるよう指導して
視野を広げられる教師に。
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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。

大野　匠

美術を通して、考える力や発想力
を身につけて欲しい。

　私は美術を担当しており、中でも彫刻が専門です。美
術教育講座では教育の専門性に加え、作品制作にも力
を入れています。造形の本質に触れながら、モノづくり
を通して、物事の幅広い見方や考え方を身につけられ
るような教育を行っています。カリキュラムは初心者
にも対応しつつ、1・２年次に基礎的な学習を行った
後、3年次から美術教育・美術理論・平面造形・立体造形
の4分野に分かれます。私が担当する立体造形では、作
品制作が授業の主となります。モノづくりの中では、一
つの作品を作る際に色々な問題に直面します。はじめ
に想定した答えとは違うものが出てくることもあるた
め、考える力や自分で面白いと思うものを見つける力
が試されます。単なる技術の習得に終わることなく、素
材とのやり取りの中で、机の上だけでは分からないこ
とを試行錯誤し、自分で学ぶことの大切さを知っても
らいたいです。

Takumi Ohno

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

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU



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

岩切香楠子  Kanako Iwakiri
宮崎県　宮崎北高校出身

　宮崎が好きだからこそ地元で小学校の先生になりたいと思いまし
た。進学先を考えていたときに先生から勧められたこともあります
が、教育学を学べて、現場に行く機会も多いと聞いたことも決め手に
なりました。コース全員でも10数人程度のため、実際に小中学校に
行く機会が多く、実践的に学べます。また、本学には地域デザイン棟
という場で、月に1回ほど、宮崎の企業人による講座があり、自分の
専門に関わらず宮崎の現状に触れられます。総合大学だからか、留
学生や県外から来る学生も多く、さまざまな人から話を聞くことで
宮崎の良さを再発見できます。3年生からは小規模校・へき地の学校
の研究をしたいです。小規模校にどういう課題があるかなどを知っ
て、将来自分が教師になったときに生かしたいと思っています。

実習や座学を通して“教えること”を
突き詰められる。
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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。

小林博典
Hironori Kobayashi

教職実践基礎コース 講師

　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工学に関する授業では、教
育における情報メディアを活用した取組について、教
員として求められる授業構想力を磨いていきます。ま
た、理論だけでなく、宮崎県教育委員会や県内市町村教
育委員会との連携のもと、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。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

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU



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

金丸愛海  Narumi Kanemaru（右）
宮崎県　宮崎南高校出身

西賀陽菜  Haruna Saiga（左）
宮崎県　宮崎西高校出身

　専門の教科を持たず子どもの心理学を主に学ぶのが本専攻の一番の特長。幼児教
育や小学校など幅広い学校現場において、本専攻で学んだ知識を活かせます。金丸
さんは「不安症など誰にも起こりうる障がいを持つ子どもが、どんな行動を取りがち
かなど学べ、広い見解で子どもを見守れるようになれます」と語ります。また保育園
で働くことを考えているという西賀さんは「保育園などには、まだ障がいが確立して
いない子どももいます。学んだことを生かして、早い段階での関わり方で改善するこ
とができるよう、子どもたちの力になりたい」と話します。１クラス10人と少人数制。
学生たちは保育園や幼稚園教諭という同じ夢を目指す人が多く、支え合って学べる
場所です。

子どもの心理と行動を学ぶことが
多様な学校現場で力に。
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心理学の知識と技術を使って、
子どもの学校生活を支える。

　子どもの心と体の健康，学業を支えていく教師には、
心理学の知識と技術が非常に役に立ちます。学校現場
では、何らかの問題を抱える子どもだけでなく、全ての
子どもが発達過程に応じた心理的な支えを必要として
います。その全ての子どもに必要な支えについて、科学
的・実証的に有効性が証明されたな知見を学び、実践で
きることを目指します。

【研究内容】
　学校現場において心理学の知見を活用したメンタル
ヘルス研究を行なっています。とくに認知行動的な技
法を活用したメンタルヘルスの問題を予防するための
実践研究を行なっています。この研究では、何らかのメ
ンタルヘルスの問題がある子ども（たとえば、ストレス
が強い）にはその改善効果があり、現在メンタルヘルス
の問題がない子どもには将来的に心の健康を保つため
の予防効果が期待できます。また、幼児とその保護者を
対象にして児童思春期・青年期のメンタルヘルスの問
題を予防するための実践研究も行なっています。

髙橋高人
Takahito Takahashi

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

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU



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

津曲菜美  Nami Tsumagari
宮崎県　宮崎学園高校出身

中山由基  Yuki Nakayama
宮崎県　宮崎大宮高校出身

　児童・生徒を指導する立場にあるすべての先生が特別支援教育を正しく理解し
てこそ、あらゆる児童・生徒の発達を支援することができると思います。そんな先
生になるために、宮崎大学で特別支援教育を学び、理解を深めています。宮崎大学
を選んだのは、将来、宮崎県の特別支援学校教員として働くことを目指しているの
で、大学生のときから宮崎県の教育現場の実際を知っておきたかったからです。
　特別支援教育専攻の授業では、教育実習とは別に、実際に学校で児童・生徒に
授業をするといった実践的な学びの場があり、一人ひとりに合った対応をするこ
との大切さを実感することができます。また、１年生からボランティア活動に積極
的に参加することができ、子どもだけではなく、さまざまな年齢の障がいのある人
と関わりながら、学びを深めることができます。

大学での学びを実践できる場が
たくさんあります。

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、
大学院進学

■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。

　特別支援教育専攻では、「専門性」と「人間性」の両方
を育成することを重視しています。特別支援学校教員
は、児童・生徒一人ひとりに対して誠実に向き合い、た
だ寄り添うだけではなく、教育的に関わります。そのた
めには、児童・生徒の実態を適切に理解すること、将来
を見据えて今どのような教育的関わりが必要かを見出
すこと、そして自分の教育的関わりを省察して次につ
なげることが求められます。
　大学生の4年間で、「特別支援学校教員として活躍す
る自分」になるために必要な学びをしましょう。特別支
援学校とは？障がいとは？そもそも教育とは？…身に
つける知識はたくさんありますが、用語を覚えるだけ
では「専門性」は身につきません。多様な知識に基づい
て自分の考えを深め、その深めたものを目の前の児童・
生徒との関わりに活用することが「専門性」といえま
す。また、人を教え育てる職業であるからこそ、あなた
自身の「人間性」が問われます。たくさんの夢を思い描
ける人であってください。
　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なので、大学院
で学ぶ先輩や現職の先生と一緒に学ぶ機会もありま
す。このような学びの環境の下、あなたらしい特別支援
学校教員を目指しましょう。

「特別支援学校教員として活躍
する自分」を本気で思い描こう！

中井　靖
Yasushi Nakai

発達支援教育コース特別支援教育専攻　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

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU
「アクティブ・ラーニング」で
学びの本質に迫る

特別支援教育専攻では、特別支援教育の知識をしっか
りと身につけることで基礎力を固め、その基礎力を土台にしたアクティ
ブ・ラーニングの積み重ねによって実践力を磨く「学びの環境」があり
ます。例えば、「障がいのある当事者やその支援者」と共に、宮崎の特
別支援教育に関する現状と課題を考え、課題解決に向けて取り組む授
業を展開しています。また、発達障がいのある子どもとその保護者を対
象とする教育プログラム「チャレンジ教室」には、学生もプログラムの
計画や実践に参加しています。初めは子どもとの関わりに戸惑っていた
学生も、経験を重ねるごとに自然な関わりを身につけていきます。

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。

先輩から後輩へ 「みんなで学び合う」
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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 フロンティア科学総合研究センター 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  4年

濵川晃輔  Kosuke Hamakawa
宮崎県　宮崎西高校出身

　幼少期に身内を亡くし、自分が医師だったら役に立てたのにとい
う思いがあります。本学は、入学してすぐに早期体験実習があるた
め、大学病院での医師の動きを垣間見ることができます。また私は
地域特別枠で入学しているため、1、2年生時に市外にも実習に行き
ました。そこで都城市の病院での実習だけでなく、地域を見学する
時間もあり都城弓の製作所を訪問する機会をもらえましたし、地域
実習では島浦診療所で地域に支えられている医療の状況を目にす
ることができました。部活でラグビーをしていますが、集団スポーツ
をすることでコミュニケーション能力が鍛えられ、OBなどとの人脈
づくりにも役立っていると感じます。授業に部活動に充実した学生
生活を楽しんでいます。

地域特別枠として宮崎市外での実習を
経験でき、地域医療を肌で感じられる。
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■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。 

　また、宮崎の医療を担う若手医師の育成のため、宮崎県を始めと

する自治体、医師会、大学病院の三者が一致協力して、オール宮崎

体制を築いています。

　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・宮崎県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。

　近年、低分子有機化合物および抗体医薬などの分子

標的治療薬の開発が進み、患者さん個々により適した

医薬品を選択することが求められています。医薬品の

適正使用を実践するためには、薬剤の作用、副作用、体

内動態、製剤学的特徴、多剤併用時の相互作用、使用

上の注意などを把握しておくことが必要となります。

また、麻薬や処方箋記載方法などの理解も必要です。医

学の進歩に伴い、新しい治療薬が生み出されています

が、未だ病気で苦しむ患者さんは多く、薬物療法の有効

性と安全性に関する十分な知識を有する医師の育成を

目指しています。

薬物療法の有効性と安全性に関す
る十分な知識を有する医師の育成
を目指して

池田龍二
Ryuji Ikeda

宮崎大学医学部附属病院薬剤部部長　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



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

矢原亜李奈  Arina Yahara
宮崎県　高鍋高校出身

　本学科は附属病院に隣接しており、臨床経験豊富な先
生方をはじめ、現場で働く皆さんから最新の宮崎の医療
の状況を聞くことができます。私が特に助けられたのが、
学科独自の取り組み「グループ担当教員制度」で、勉強や
生活面の悩みを気軽に相談しやすい雰囲気があります。
また、学年間のつながりが盛んですが、部活動をすれば医
学科の学生とも交流可能。年齢や学科を超えた付き合い
の中で礼儀礼節も学べます。実習は緊張しますが、附属病
院であるため、実習に入る前から看護師長の講義や認定
看護師から専門的な話を聞けて、1、2年生から病院の様
子を感じることができ、実習に取り組みやすいです。将来
は救急看護師を目指していますが、経験を積んで知識を
吸収したいです。

グループ担当教員制度で、勉強
や日常のことなど相談しやすい。



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

　“Quality of Life (QOL)”とは生活の質のことです

が、看護職は人々の健康に関するQOLの向上に貢献で

きるやりがいのある職業です。

　看護学科は、専門職育成のための質の高い教育はも

ちろん、さまざまな研究によるエビデンスの構築、人々

のQOLの向上にむけた社会貢献など多様な役割を担

っています。

　いまや人生100年時代であり、サクセスフルエイジン

グによる元気な宮崎に貢献することも可能です。高齢

化に伴いがんに罹患する方もますます増えています。私

は、がんの予防から患者・家族のQOLの向上にむけた

支援について研究しています。隣接する宮崎大学医学

部附属病院は、特定機能病院、宮崎県がん拠点病院で

もあります。このような恵まれた環境で、“世界を視野

に地域から”人々のQOLの向上に貢献できる看護職者

や研究者を目指してみませんか。

人々の“Quality of Life”の向上
を目指して。

木下由美子
Yumiko Kinoshita

教授
看護学科統合臨床看護科学講座
成人・老年看護学領域

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。

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

　工学部は、宮崎県唯一の工学部として、地域に根差し、世界に

羽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。

2021年、工学部が変わる。

7学科から1学科6プログラムに変わります
ジェネラリティを持つスペシャリストを養成します
データサイエンス分野を強化します
環境・エネルギー工学研究センターを機能強化します

新しい工学部の特徴

設置申請中であり、変更の可能性があります。
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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）

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。

2021年、工学部は
7学科から1学科6プログラムに変わります。 ●応用物質化学プログラム

●土木環境工学プログラム

●応用物理工学プログラム

■工学科

新・工学部

●電気電子工学プログラム

●機械知能工学プログラム

●情報通信工学プログラム
設置申請中であり、変更の可能性があります。
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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、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 3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
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社会環境システム工学科
工学部
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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  3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 3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 3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

35

　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 3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。

アン  ユーヤン  ANG YU YANG
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 3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 3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、以下の素養を身につ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・
食品科学・動物資源科学の5分野に関する基礎およ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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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。

白石麗依奈  Reina Shiraishi
熊本県　八代高校出身

　本学科の良い所は、大学に隣接して木花フィールドがあ

るため、自分で育てて収穫するなど植物のことを体で体験

できることです。宮崎は農業が盛んな県。大学のフィールド

だけでなく、さまざまな農家と交流する機会もあります。学

外体験実習では、夏休みを利用して農家に2週間住み込み

しました。肥料まきや定植、収穫など一通りの仕事をして、

農業の大変さを実感しました。3年生からは病理学の研究

をしたいと思っています。植物の病気のことを学び、地元で

農業関係の仕事に就き、植物のお医者さんのような存在に

なりたいと思っています。本学科は、3年生時に成績上位者

が海外留学するチャンスもあり、私も行けるよう狙ってい

ます。いろいろな可能性や学び方が広がっていますよ。

植物生産環境科学科  3年

植物にすぐに触れられる恵まれ
た環境で、学び方は無限大。
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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。

世界・日本・地域の農作物を病害か
ら守り、植物生産の強化・生産環境
の保全に役立てる。

　本学科は、農学を基本とした植物生産、生産環境、お
よび環境調和型農業に関する専門的知識と国際的視
野を身に付けた人材育成を目標に掲げています。また、
GAP(農業生産工程管理)教育では全国的に高い評価
を得ており、短期海外インターンシップを実施するグロ
ーバルアグリ体験講座では、農業分野における国際感
覚の醸成に努めています。そのような本学科の活発な
研究・教育活動の中で、私は植物病理学研究分野を担
当しています。本研究分野では、特に植物病原ウイルス
が引き起こす病害の防除に焦点を当てており、植物ウ
イルス感染に対する宿主防御応答に関する最先端の基
礎研究や地域貢献を重視したウイルス病害の遺伝子診
断法開発等を行っています。本学科には作物学、園芸
学、応用昆虫学、植物生理学等の植物環境領域と農政
経済学、農業工学等の生産環境領域に関する魅力的な
研究分野が揃っています。是非、植物生産環境科学科に
来て下さい。

竹下　稔
Minoru Takeshita

植物生産環境科学科 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

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU
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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。

中山葉月  Hazuki Nakayama
福岡県　北筑高校出身

　学科名の通り森林や緑地、自然環境が学べるのは
もちろん、国土管理や砂防、治水などの防災関係や農
業土木まで幅広く学べるのが本学科です。植物が好き
で、高校時代に樹木医の人と話す機会があってから、
造園業者や樹木医のような仕事がしたいと思ったの
が志望動機です。入学して植物の知識が広がっただ
けでなく、多様な林業に関する講義を受けて興味を持
ちました。今は造林学の研究室に入り、林業を始める
際のコスト削減の研究をしています。苗木は雑草より
も生育が遅いと負けてしまう。雑草の種類によって苗
木の成長がどう変化するかなどを研究しています。林
業を研究していますが、造園についても学んでみた
い。先々は緑地や造園に関する知識を深めるため、大
学院に進みたいです。

森林緑地環境科学科  4年

植物はもちろん、林業や森林
などの知識を広げてやりたい
ことを模索中。
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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。 2019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」

原田栄津子

“きのこ”の秘密を一緒に探って
いきましょう！

　森林緑地環境科学科は、森林の維持に関わる全ての

生物（植物・動物・菌類）を大きな視点で学ぶことができ

る学科です。このため、地球全体の生態系を通して持続

可能な社会を考えたいという学生にはとても良い環境

だと感じています。私が担当する“きのこ学”は、全国の

大学でも珍しいきのこに着目した学問です。きのこは、

分解者として木材を分解する唯一の生物であり、地球

の生態系を維持するためにも重要な役割を持っていま

すが、それと同時に、我々人間にとっては、美味しく健康

を維持するためにも欠かせない食材です。このような

多彩な能力を持つきのこを社会に役立てるために、基

礎研究と応用研究を行っています。光るきのこ、虫と共

生するきのこ、香るきのこなど様々な面白いきのこの秘

密を一緒に研究してみませんか？

Etsuko Harada
森林緑地環境科学科 助教

アドミッション・ポリシー
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応用生物科学科
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　化学が得意だったことで、高校の先生から本学科を勧められ
ました。そして同じ頃、筋トレに夢中になり、筋肉と食事・栄養の
関係を調べていくうちに、自分で研究してみたいと思いました。
本学科の授業では、食品だけでなく植物全般を扱い、加えて土
壌、微生物、魚、畜産分野など多岐にわたっています。当初は食品
を学びたいと思っていましたが、土壌や微生物にも関心が向いて
います。講義では「キンカンたまたま」の種をなくすには？という
今の研究の話も織り交ぜてくれ、興味が深まります。本学では
「宮大探検隊」という地域と交流する地域デザイン棟の企画など
があり、旅行を楽しみながら県内の地方都市への提案をするこ
とにも参加。専門だけでなく、大学が幅広い活動を企画している
ので、充実した大学生活をおう歌できます。

応用生物科学科  3年

篠原涼乃  Suzuno Shinohara
宮崎県　宮崎東高校出身

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。

筋トレに夢中になったことから、体と
栄養の関わりや植物全般に関心。



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

48

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。

広い視野で物事を捉える力を養
おう。

　生命・食料・環境に関する複雑な問題を解決するため

には、様々な角度から問題を分析する必要があります。

応用生物科学科では、幅広い学問分野の知識を学ぶこ

とができる教育プログラムが組まれていますので、問

題解決に必要な広い視野で物事を見る力が養われま

す。私は、「新しい植物を創る」ことを目指して、植物の

隠れた力を引き出す研究を進めています。現在では、植

物に関する知識に加えて、分子生物学や情報科学、物理

学などの知識も必要になってきています。一人でできる

ことにも限界がありますので、自らの視野を広げるのと

同時に、幅広い専門分野の研究者と共同で課題に取り

組むこと、つまり人との繋がりも重要だと考えていま

す。皆さんも本学科で幅広い知識・技術を身に着けて、

我々が直面している課題を一緒に解決に導きましょう。

平野智也
Tomonari Hirano

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
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海洋生物環境学科
農学部
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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。

高木ゆり  Yuri Takagi
宮崎県　都城西高校出身

　もともと深海魚が好きで、海洋生物のことが学べる学科を探したら本学
を見つけました。乗船実習や浅海実習など、大学とフィールドが近いため実
習が多いです。採集した海洋生物で自分たちの水族館を作るという実習も
ありました。大学から海まで車で15分程度の距離です。講義終了後にちょ
っと足を延ばして釣りや潮遊びなど、学んだことをすぐ見に行ける環境の
良さは抜群です。途上国の養殖業の活性化に今は興味が向いており、成績
上位学生には補助金がある留学も挑戦します。希望者のみの韓国研修もあ
り、そこでは研究内容を英語で発表する機会にも恵まれました。語学を学
び世界に出る大切さも知りましたし、自分次第でいろいろなチャンスをつ
かめる場所です。

海洋生物環境学科  4年

フィールドはすぐ近く。海の生物について
環境まで含めて幅広く学べる。
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あらゆる方向から海と生命の謎を
解き明かす！海洋生物環境学科。

　海洋生物環境学科は、十数名の教員で構成される、

比較的コンパクトな学科である一方で、海洋生物の生

態、生理、病理、および成分等、多分野にわたって研究を

行っています。そのため、野外調査から食品成分分析ま

で、様々な海洋生物の理解・応用に関するカリキュラム

や卒業研究に取り組むことができます。私は生態学を

専門としており、アユやスズキ類など、海辺で生活する

魚の生息に適した環境の策定を行っておりますが、生

理学分野の教員は、海水と淡水で生きることのできる

魚の生理機構の解明、これを応用した養殖技術の開発

を行っています。生化学の分野では、私たちが普段目に

する魚介類の栄養成分を調べ、高品質の食材分析への

貢献や、海洋生物由来のバイオ燃料の開発も行ってお

り、まさに海と生命のあらゆる側面が学べる学科とな

っています。

村瀬敦宣
Atsunobu Murase

海洋生物環境学科 准教授

https://www.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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畜産草地科学科
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Department of Animal and Grassland Sciences

全国から動植物に興味のある学生が集まり、自給飼料に立脚した家畜生産や、安全で美味しい畜産物を食卓に提供するた
めの研究を行っています。対象となる分野は幅広く、野生生物・環境保全の場としての草地生態、遺伝資源利用、地球環境
の保全、フードチェーンにおける衛生管理等、多岐にわたります。学んだことは実験動物や展示動物の管理にも応用できる
でしょう。畜産と草地の両方の視点を身につけて、将来に活かしたい人を歓迎します。

松浦千聖  Chisato Matsuura
大阪府　大阪府立農芸高校出身

　宮城県で開催された全国和牛能力共進会で、学生の審査競技に代表として
参加しました。そのときに見た宮崎の牛が輝いて見えて…。宮崎県勢の熱意や
牛の立ち姿に感動し、牛やその周辺のこと、草地について学べる本学を志望し
ました。大学から少し離れてはいますが、住吉フィールドで牛や豚の実習がで
きますし、大学周辺にある農家で研修もできるなど学ぶ環境に恵まれていま
す。また、口蹄疫のときに対応した職員から当時の体験を聞くことができるの
は、ここでしかできないことです。豚を飼養管理するサークル“ Be-Corns!
（ベーコンズ）”にも参加していますが、専門以外の分野も学ぶ機会が豊富。牧
場を持ち、宮崎らしいエコフィードを開発したいなど、今から夢がふくらんで
います。

畜産草地科学科  3年

輝いて見えた宮崎牛の本場で、牛に関わる
仕事に就きたい。



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

ました。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）！

畜産・草地の将来を担いたい！
世界に広げたい！君たちへ。

　畜産草地科学科では家畜生産に必要な飼料作物や
牧草の生産、飼養管理、草地生態、環境保全や遺伝資源
管理および利用、野生生物、フードチェーンにおける衛
生管理など多くの事を学び、研究しています。
　また本学科では、西日本最大級の大学附属牧場・住吉
フィールドも活用し、教育・研究を行っています。このフ
ィールドでは、放牧も活用して100％の粗飼料自給を
行い、和牛繁殖・子牛育成・肥育及び酪農・乳加工施設
を持つ他、養豚も行っています。
　私は暖地型イネ科牧草の育種利用に関する研究を通
じて、西南暖地での自給粗飼料の生産向上および、海外
からの濃厚飼料の輸入依存の脱却を目指しています。
　日本の畜産・草地の将来を担いたい、世界に広げたい
と熱い志を持つような頼もしい学生の皆さんと学んで
いけることを楽しみにしています。

石垣元気
Genki Ishigaki

畜産草地科学科 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!

KOKOCHUKOKOCHU



獣医学科
農学部
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　獣医師は犬猫のようなペットだけでなく、野生動物にも仕事によっては関われると
知って目指しました。宮崎は畜産県です。そのため本大学では小動物だけでなく大動物
についても深く学べます。また、1学年30人と少人数のため、同学年はもちろん先輩、後
輩、先生とのつながりが深いです。敷地が広く、畜舎も学内にあるので、すぐそばで牛
を見ることができ、実際に直腸検査や人工授精、妊娠検査など大動物の臨床に関われ
ます。また、小動物の手術や麻酔の方法なども学べます。病理学研究室に入っています
が、留学生が多く、英語で会話する機会に恵まれ、海外の獣医学生との交流も盛んで
す。病気は海外から来るものもあります。だからこそ、将来海外の獣医師と連携できる
技術と知識のある獣医師を目指したいです。

獣医学科  5年

川口虹穂  Nijiho Kawaguchi
愛知県　南山高校女子部出身

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。

海を越えて来る病気もあるからこそ、
海外と連携して活躍できる獣医師に。



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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ウイルス？細菌？動物？ヒト？本当
の感染症って、どうなっているの？

　獣医微生物学研究室と聞くと「動物に感染する微生

物の研究」という印象を持たれるかと思います。当研究

室でも牛の風邪が、ウイルスと細菌の相互関係により

重症化する仕組みを明らかにする研究に取り組んでい

ます。でも、ヒトの感染症の研究にも取り組んでいるの

です。ヒトの感染症の多くは動物が関連していること

が分かってきているからです。このように「ウイルスと

細菌」「ヒトと動物」という垣根を超えた新しい取り組み

が「本当の感染症」の理解、それに基づく対策に繋がる

と考えています。

　獣医学科では、畜産県宮崎の地の利を活かして産業

動物を対象とした、基礎から臨床、そして防疫対策まで

を順序立てて習得できる実践教育にも取り組んでいま

す。獣医学が関わる幅広い分野を見渡せる「広い視野」

を持った若い力を期待しています。

岡林環樹
Tamaki Okabayashi

獣医微生物学研究室 教授

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

　経営を中心に農業や地域など幅広い分野を複合的に学べ、県内各地をフィールドにした実践学習が魅力の本学科。髙橋さん
は「市職員の話を聞く機会がありましたが、学生時代から社会の問題や地域に貢献できる機会があるのが良いです」と語りま
す。また甲斐さんは「先生方は、学生が何をするにも応援してくれます。ビジネスプランコンテストでは、いろいろな企業の人と
出会う機会をいただきました」と本学科の先生たちのサポート力のすごさを話します。福岡出身で地元が大好きという森園さ
んは「地域に入って農家の話を聞き、問題や現状を知りました。将来は壁面緑化などの緑化事業に関わりたいんですが、地域を
知ってどんな知識も後で役に立つと感じました」と語ります。在学中に地域や社会とつながり、多くの経験ができます。

地域資源創成学科  4年

視野が広がり、自分だけでなく地域にも、新しい芽を出す機会を作れる。

髙橋裕太  Yuta Takahashi
宮崎県　小林高校出身

（地域創造コース）

地域資源創成学科  3年

森園　花  Hana Morizono
福岡県　福岡海星女子学院高校出身

（地域産業創出コース）

地域資源創成学科  4年

甲斐彩花  Ayaka Kai
宮崎県　都城西高校出身

（企業マネジメントコース）



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。

■卒業後の進路
地方公務員（県庁、市町村役場）、小売業、ＩＴ業界、運輸業（航空業界、高速道路等）、団体職員、生活関連サービス業・
娯楽業、教育・学習支援業、金融業、不動産取引・賃貸・管理業、複合サービス事業、石油化学等製造・販売、食料品・飲料、
輸送用機械器具製造業、建設業、進学など

食の力を次世代へ。

　現在、日本は高齢化社会に突入しており、健康寿命の

延伸は喫緊の課題となっています。健康の維持・増進に

は、毎日の食生活が極めて重要です。当研究室では、地

域の「食」に着目した研究に取り組んでいます。

　食品には、栄養・嗜好・生体調節の3つの機能が存在

します。しかし、これらの機能を目で見て確認すること

はできません。私たちは、これらの機能を科学的手法を

用いて「見える化」し、その良さを「魅せる化」していま

す。魅せる化には食品分野以外の知識も必要となりま

すが、地域資源創成学部ならではの異分野の知識を結

集させて、地域性を生かした機能性食品の開発や幅広

い年代を対象とした食育活動等を通して、食の魅力や

重要性を発信しています。地域の食を基軸とし、その力

を次世代へと継承する研究を、進取果敢な学生さん達

と共に取り組むことを期待しています。

山﨑有美
Yumi Yamasaki

地域資源創成学科  准教授

地域資源創成学部の養成する人材像

　

高千穂郷・椎葉山地域の風景

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU

異分野融合研究をつうじて、
複眼的な視野を獲得しよう。

　宮崎県の高千穂郷・椎葉山地域（高千穂町、五ヶ瀬町、日之影

町、諸塚村、椎葉村）は、FAO（国連食糧農業機関）によって、世界

農業遺産に認定されています。この地域に暮らす人びとの農林業

を中心とした営みが世界的に価値がある、と認められたわけです

が、「価値がある」とはどういうことでしょう？

　この問いに答えるためには、複眼的なものの見方が必要になっ

てきます。細かいことは省略しますが、要約すると、この地域の価

値を評価するために「『人』と『自然』の関係」を読み解いていく必

要があり、それは一つの視点からのアプローチではなしえません。

　現在、地域資源創成学部の教員を含む異なる分野の研究者な

どで研究グループをつくって、この地域の実態を調査・研究してい

ます。異分野融合の

研究は、地域資源創

成学部での教育にも

反映されており、地域

資源の「理解」や「活

用」に必要な複眼的

な視野を養うのに、

大いに役立つことで

しょう。



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】

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

教職実践開発専攻（教職大学院・専門職学位課程）

●教職実践高度化コース ●教科領域指導力高度化コース
●特別支援教育コース 

　教育学研究科教職実践開発専攻では、学部における専門教育
又は教職経験の基礎の上に、確かな教育観と幅広い視野を持ち、
高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越
した能力を培い、小学校、中学校、中等教育学校、特別支援学校等
の高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員養成のため
の教育を行います。
　教職実践高度化コースでは、「教育行政・学校経営分野」、「生徒
指導・教育相談分野」、「教育課程・授業研究分野」の3分野から選
択し、各分野に関する教育理論を学修します。教科領域指導力高
度化コースでは、指導力の改善・検証のみならず、学校現場をフィ
ールドとした実地的・実践的な学びを通した教科領域の教育に関

する指導力の高度化を目指します。特別支援教育コースでは、「特
別支援学校教員の専門的指導力の向上」を目指して、医療、福祉
等の外部専門家と連携しながら、医学や科学技術の進歩に対応
した指導法や指導技術の習得、研究を推進することが可能となる
ような授業科目、実習科目でカリキュラムが設計されています。
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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　 地域資源創成学研究科 大  学  院
Graduate School

医学獣医学総合研究科
【専攻】

【専攻】

【専攻】農学専攻（修士課程）

農学研究科 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

地域資源創成学専攻（修士課程）

農学工学総合研究科

地域資源創成学研究科

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！

持続可能な地域社会を創造する高度専門人材へ

【専攻】

物質・情報工学専攻
●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

資源環境科学専攻 生物機能応用科学専攻
●生命機能科学教育コース
●水域生物科学教育コース

●環境共生科学教育コース
●持続生産科学教育コース

　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。

　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。

　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。

　地域資源創成学研究科は、地域社会の未来を構想し、地域課題
解決のソリューション、イノベーションを研究する異分野融合・複
合型の大学院です。地域学、地域資源論、地域資源利活用論の3
つの領域で構成される教育研究を通じ、地域に賦存する多様な
地域資源の利活用から新しい創造的価値の創出を行い、今後の
社会経済環境の変化に対応可能な強靭で持続可能な地域社会の
形成を推進・実現することが可能な高度な専門性を確保した人材
を養成します。



61

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

福利施設棟
（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
フロンティア科学総合研究センター
（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）
フロンティア科学総合研究センター
（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
農学部実験研究棟（北）屋上

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

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

K

L

M

N

O

〒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
フロンティア科学総合研究センター
（RI清武分室）
フロンティア科学総合研究センター（生物資源分野）
外来診療棟
ヘリポート（2ヵ所）
看護師宿舎・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

実験廃水
管理棟
実験廃水
管理棟

O

Q

農学部附属フィールド



●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 機械設計システム工学科3年　愛媛県　愛媛県立松山中央高校出身

アカペラ部B.O.I（ボイ）　部長  實藤 宏貴

11
12

10

4

1 2 3

5

6
7

8
9
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男子バレーボール部　主将  森元　雄大

女子バレーボール部　主将  酒井　陽菜

工学部 電子物理学科3年　宮崎県　都城泉ヶ丘高校出身

教育学部 学校教育課程小中一貫教育コース小学校主免専攻3年
長崎県　島原高校出身

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。

　私たちアカペラ部は、部員約80名、いろいろな学部・学科のメン

バーで活動しています！メンバーの殆どが初心者ですが、自分たち

でアカペラについて学びながら

日々練習などに取り組んで

います。

　活動はバンド単位なので人

によってそれぞれです！

夏合宿や学祭での演奏、その他

地域のお祭り、イベントなどへ

の出演もあり様々な人と交流で

きます！

　歌うのが好きな人、人とふれあ

うのが好きな人はぜひB.O.Iへ！

　私たちバレー部は、現在男子13人、女子7人で基本的に週3から4で

練習しています。監督コーチがいない中ですがお

互いに厳しく先輩にアドバイスを

していただきながら、上位リーグ

を目指し、日々練習に取り組んでい

ます。練習後に一緒にご飯を食べに

行くことがあり、先輩後輩の仲もと

ても良く楽しい部活です。実際、大学

からバレーを初めた部員もおり、初

心者でも大歓迎です。マネージャー

も募集しています。気軽に体育館

に足を運んでみてください。皆さ

んと会えるのを楽しみにしてい

ます。私たちと一緒に楽しい大

学生活を送りませんか？？

歌うのが好きな人、人とふれあうのが
好きな人はぜひB.O.Iへ！

初心者でも大歓迎!
気軽に体育館に足を運んでみてください。

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。

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

対象：住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生（留学生や大学院生は対象外）
支援内容：入学料・授業料の免除/減額＋日本学生支援機構 給付奨学金の支給
支援額：※世帯収入に応じた3段階の基準で支援額が決定

対象：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者
支援額等：

上記以外にも、地方公共団体および民間育英事業団体等の奨学金（給付又は貸与）があります。

平成27年度から設けられた本学独自の奨学金制度です。
・成績優秀者奨学金（2年～6年生のうち、前学年次の成績が極めて優秀な者）：10万円
・ＴＯＥＩＣ・ＴＯＥＦＬ成績優秀者奨学金：ＴＯＥＩＣやＴＯＥＦＬ試験の成績が優秀な者：5千円～5万円　等

申込み時期：高校3年生の夏頃（予約採用）又は大学進学後の4月（在学採用）
支援期間：入学年の4月～最短修業年限（初回奨学金振込日は予約採用が5月、在学採用が7月）

※生活保護を受けている生計維持者と同居している人、児童養護施設等から通学する人は（）内の金額
※高等教育の修学支援新制度と日本学生支援機構の第１種奨学金を併給する場合、第１種奨学金の月額が減額調整されます。

※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。

（2019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

47,440円

 50,440円

48,330円

48,760円

64,190円

48,470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

52,620円

52,960円

47,120円

47,350円

 53,930円

43,980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

受験から入学までの費用 学生寮

地域別居住費比較

■高等教育の修学支援新制度

■日本学生支援機構奨学金

■地方・民間団体の奨学金

■宮崎大学「夢と希望の道標」奨学金
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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

経済支援 http://gakumu.of.miyazaki-u.ac.jp/gakumu/campuslifeinfo/campuslifeinfo.html

区　分

種　類 月　　　　額

日本学生支援機構給付奨学金（月額）
自宅通学
29,200円

（33,300円）
886,200円
（935,400円） 1,336,200円

891,200円

446,200円

591,200円
（623,600円）
296,200円
（311,800円）

全額免除
267,900円

全額免除
282,000円

2/3免除
178,600円

2/3免除
188,000円
1/3免除
94,000円

1/3免除
89,300円

66,700円

44,500円

22,300円

19,500円
（22,200円）
9,800円

（11,100円）

自宅通学自宅外通学 自宅外通学
年間支援額（給付奨学金＋授業料免除）授業料免除額

（半期）

給付・貸与始期
（初回奨学金振込月） 給付・貸与期間

入学料免除額
（新入生のみ）

Campus Life
キャンパスライフ

第Ⅰ区分

第Ⅱ区分

第Ⅲ区分

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：2万円、3万円、4万5千円から選択
自宅外通学：2万円、3万円、4万円、5万1千円から選択

2万円～12万円（1万円刻み）から選択

上記「高等教育の修学支援新制度」を参照

※高等教育の修学支援新制度と併給する場合、第１種奨学金の月額が
減額されます（自宅：第Ⅰ区分及び第Ⅱ区分：0円、第Ⅲ区分20,300円）
（自宅外：第Ⅰ区分及び第Ⅱ区分：0円、第Ⅲ区分13,800円） ※第二種奨学金の（在学採用）に

ついては、4～9月の間で希望す
る月分～最短修業年限

（予約採用）5月
（在学採用）7月

（予約採用）5月
（在学採用）7月以降

4月分～
最短修業年限
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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 250円

送　　料資　料　名

6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

インターネットなら

※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　インターネット、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

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3～5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1週間以上（予約発送の資料は発送開始日から1週間以上）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。

※

※

3～5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

資　　料　　名 料金（送料含）

215円

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

資料請求番号

入学者選抜要項

一般選抜学生募集要項

学校推薦型選抜学生募集要項（大学入学共通テストを課さない）

学校推薦型選抜学生募集要項（大学入学共通テストを課す）

医学部医学科（地域枠・地域特別枠学校推薦型選抜）学生募集要項

教育学部総合型選抜学生募集要項（大学入学共通テストを課さない）

教育学部総合型選抜学生募集要項（大学入学共通テストを課す）

工学部総合型選抜学生募集要項

農学部総合型選抜学生募集要項

帰国子女入試学生募集要項

社会人入試学生募集要項

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 資　　　　料　　　　名

７月中旬

11月中旬

9月中旬

9月中旬

9月中旬

７月中旬

9月中旬

７月中旬

７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 公表時期

　個別学力検査の実施教科・科目、入試方法（小論文の出題や面接の実施等）、その他入学者選抜に関する基本的な事項は、入学
者選抜要項で発表します。また、アドミッション・ポリシー、募集人員、出願要件、出願手続、試験期日、試験方法、試験場、入学検定
料その他入学に要する経費の種類・額やその納入手続・期限など入学志願者が出願等に必要な事項は学生募集要項で発表しま
す。下記の入学者選抜要項及び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・地域特別枠学校推薦型選抜）学生募集要項及び畜産
別科学生募集要項を除く。）また、公表時期は予定であり、変更になる場合がありますので、本学ホームページで確認してください。

入学者選抜要項及び学生募集要項（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

入学者選抜要項及び学生募集要項について

※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支
払い方法をご確認の上、資料到着後2週間以内に表示料金をお支払いくだ
さい。料金のお支払い方法は「コンビニ支払い」「LINE Pay請求書支払い」

「ケータイ払い」「クレジットカード払い」がご利用になれます。なお、支払い
時に手数料として、コンビニ払いとLINEPay請求書支払いは88円、ケータ
イ払いとクレジットカード払いは50円が別途必要です。ケータイ払い、クレ
ジットカード払い、コンビニ払いは、1回分の手数料で、複数資料の料金を
同時に支払うこともできます。ゆうちょ銀行・郵便局での通常払込み
（ATM・窓口）もご利用になれます。
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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。

　募集要項に記載している期日までに、インターネット出願システム
の「申し込み一覧」から受験票の印刷が可能となります。
　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2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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