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「世界を視野に 地域から始めよう」

　宮崎大学は、5学部と7研究科を持つ総合大学で、宮崎県の高等教育の中核を担っていま

す。学部には、教育学部、医学部、工学部、農学部、地域資源創成学部があり、それぞれ独自に、

また分野によってはお互いに協力・融合して、特色ある教育、研究、人材育成、地域社会貢献を

行っています。

　宮崎大学のスローガンは「世界を視野に　地域から始めよう」です。常に世界の動き、時代

の要請を念頭に置いて世界レベルの教育や研究を行うことは、大学に課せられた重要な使命

です（グローバル・ビジョン）。それと同時に、軸足をしっかり地域社会に据えて、身近な地域の

問題を着実に解決することも重要です（ローカル・アクト）。地域の、一見些細と思われる問題をとことん追求すること

で、それが実は世界に通用する重要な問題提起である、あるいは重要な発見に繋がる、ということは多くの先人が認め

るところです。宮崎大学が宮崎に存在する意義は、ここにあります。

　宮崎大学は地域の産業界、行政、高等教育機関、自治体と良好な連携を築いています。学内には、教育マインドに富

んだ多くの教員、素晴らしい研究者、特色ある研究施設や充実した教育施設が整っています。立地条件も、明るい太

陽、鮮やかなグリーン環境、海も川も山も一級品が揃い、持続可能な自然豊かな環境に恵まれています。人間性溢れる

教職員と、人情味豊かな宮崎県民とで、この地では着実に豊かな多様性のある人間関係が築かれています。この優れ

た条件のもとで、学生の主体性を重視した数多くの取り組みに是非、参加していただきたいと思います。

　明るく楽しい宮崎大学で、有意義な学生生活を過ごし、社会に飛び立ってください。「世界を視野に　地域から始め

よう」のスローガンのもと、グローバルな視点を持って、世界や地域で活躍できる人材を輩出しながら、発展し続けてい

る宮崎大学が、皆さんを待っています。

宮崎大学長　鮫 島　 浩
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　宮崎大学の教育
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小学校主免専攻
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教育方針（教育理念、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー）
■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。

2. 社会性・国際性の教育

●地球規模の視野に立ち、社会の多様な要請に対応して、柔軟で論理的な思考力をもって、社会の発展に積極的に貢献で

　きる社会性・国際性を涵養する。

3. 専門性の教育

●新たな知の創造につながる専門教育を実施し、獲得した知識・技能を総合的に活用して、自ら発見した課題に適用し、解

　決する創造的思考力や態度を育成する。

■ディプロマ・ポリシー〔卒業（修了）認定・学位授与に関する方針〕
　 （学士課程）
　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、主体的に学ぶことができる。
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、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〕
　 （学士課程）
　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・データリテラシー、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。

【学修成果の評価】
1.学修目標の達成水準を明らかにするために、成績評価基準・方法を策定・公表する。
2.個々の授業科目においては、成績評価基準・方法に基づき、定量的又は定性的な根拠により厳格な評価を行う。
3.学修成果を把握するために、教育活動、学修履歴、及び学生の成長実感・満足度に係わる情報を適切に収集・分析する。
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。
5.GPA制度を導入し、客観的で透明性の高い成績評価を行う。
6.学生が学修目標の達成状況をエビデンスを持って説明できるよう学修成果の可視化を行う。

■アドミッション・ポリシー 〔入学者受入・選抜の方針〕
　 （学士課程）
　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育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、多様な入学者選抜方法により多面的・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。



－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・データリテラシー

　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

　宮崎大学に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取り組みを進
めてきました。引き続き、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・データリテラシーや学
士力発展科目などに動画コンテンツ教材や演習を導入し、文・理を問わないリテラシーレベルでの数理・データサイエンス・AI教育
を充実させる教育プログラムを全学的に進めています。

宮崎の産業を広く学び、地域を支えたい

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
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宮崎大学のキャリア支援

主な就職先企業・団体

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

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

順不同、敬称略

熊本県経済農業協同組合連合会、熊本県森林組合連合会、全国森林組合連合会、大分県農業協同組合、日鉄鉱業、三井住友建設、
九電工、大成建設、伊藤ハムウエスト、日本ハムファクトリー、東レ、丸東産業、久光製薬、パナソニック、TOTOアクアテクノ、タカ
ラスタンダード、住友電気工業、京セラ、九州電子、シャープセンシングテクノロジー、ソニーLSIデザイン、ダイハツ工業、西部ガス
エネルギー、九州電力、シャノン、ダイレックス、コスモス薬品、デリカフーズ、南九州ファミリーマート、イオン九州、ネクステージ、
西日本シティ銀行、肥後銀行、日本貿易振興機構

JA宮崎中央、JA宮崎経済連、宮崎県漁業協同組合連合会、児湯食鳥、宮崎県農協果汁、南国興産、霧島酒造、南日本酪農協同、
霧島ホールディングス、MFE HIMUKA、ホンダロック、興電社、共立電機製作所、日本情報クリエイト、ケーブルメディアワイワイ、
MJC、デンサン、MANGO、ハンズマン、高鍋信用金庫、宮崎銀行、キャデック、植松商事、国立大学法人宮崎大学

厚生労働省、農林水産省、国土交通省中部地方整備局、国土交通省九州地方整備局、防衛省、林野庁、労働基準監督署、熊本国税局、
宮崎県庁、宮崎県警、宮崎市役所、都城市役所、延岡市役所、日南市役所、川南町役場、西都市役所、福岡県庁、熊本県庁、大分県庁、
鹿児島県庁

宮崎県小学校、宮崎県中学校、宮崎県高等学校、宮崎県特別支援学校、宮崎県内幼稚園、福岡市小学校、福岡市小学校、北九州市
小学校、熊本県小学校、熊本県中学校、熊本県特別支援学校、熊本市小学校、鹿児島県中学校、長崎県小学校

（2021年度卒業生実績）

4

学生のキャリア自律を図るため、就職活動の時期だけでなく、在学中から自分の将来を見据えて、大学生活を
有意義に過ごすことができるよう、全学生へのキャリア形成支援の取組を実施しています。

【2021年度】

学部卒業生  就職率（速報値）

98.1％
2017 2018 2019 2020 2021

98.1 98.5 98.8 98.6 98.1
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Faculty of Education

教育学部は、学校の教員を目指す学部です。

1．現代のニーズに対応、 2．進路のサポートが充実、 3．多様な入試
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
る教員を育成。

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、教科教育学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
えた教員を養成します。

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
養成します。

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指導・支援ができる教員を養成します。
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https://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・認定こ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・認定こ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〕

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。本専攻は小学校教員と
しての基本的な資質を高め、同時に１0の専修（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

瀬戸口彩花  Ayaka Setoguchi
宮崎県　宮崎大宮高校出身

　私は、英語を学ぶ楽しさや魅力を宮崎の子どもたちに伝えたいと
いう思いから、本学へ進学しました。本コースは、学生同士の仲が良
く、互いに協力し合える環境にあります。また、異なる科目を専修す
る学生が集まり、多様な視点から意見交換ができるのに加えて、実
習が多いのも魅力です。実際に、子どもたちを前にするとうまくいか
ないこともたくさんありますが、新たな課題を見つけ、成長につなげ
ることができます。英語科では、英語教育学、英語文学、英語学、英
語コミュニケーションの授業があり、高校までとは違った英語の魅
力が再発見できます。今後は大学院へ進学し、より高い専門性をも
った教員を目指していきたいと考えています。

目標をもって頑張れば、自分らしく
輝ける場所がココにある。
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学校教育課程教育学部



■卒業後の主な進路
小学校教諭、中学校教諭、高等学校
教諭、特別支援学校教諭、幼稚園教
諭、保育士、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

●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。

時間割等の条件が合えば努力次第で取得できる

可能性のある免許。

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
になるためだけではなく、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。小主免専攻の学生は附属中学校に、中主免専攻

の学生は附属小学校で、実習を行い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。

専門教科の指導力を極め、
小中一貫校に対応できる、
小学校教員に。

山元宣宏
Nobuhiro Yamamoto

小中一貫教育コース 小学校主免専攻（国語） 准教授

入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy
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　本コースでは、10教科のうちの1つに専修として所属し、

教科の学びを体系的に理解しながら、指導力を身に付けて

いきます。小主免専攻であっても、専修教科については中主

免専攻と同じ講義を受講し、教職の進路の選択肢が多いこ

とも魅力の1つです。小主免専攻では小学校の全教科に関

する学習と指導法を学んでいきます。

　私が担当している国語の授業では、宮崎でしかできない

学びとして郷土の偉人である安井息軒の学問を授業で取り

上げることもしています。国語科の授業では、専修での学び

を活かした独創的なものもあり、専門教科で深めた授業づ

くりのノウハウを教科の枠をこえた実践にも生かす取り組

みも行っています。また学生同士が助け合い、教育実習、卒

業論文と一つひとつ階段を踏みしめながら成長していく姿

は感動的です。先生になりたいと考えている方は、ぜひこの

宮崎大学で一緒に学んでいきましょう。

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU



児童期から青年期にかけての発達過程はたいへん多感な時期にあたり、その人の将来に大きな影響を与えます。本専
攻はこうした発達過程を幅広い視野を持って見通す能力と、10専修（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教科を専修として高い専門性を併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〕
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  3年

黒木ひなた  Hinata Kuroki
宮崎県　聖心ウルスラ学園聡明高等部出身

　子どもと関わることや教えることに興味があり、宮崎で教職を目指
すなら本学が良いと勧められました。このコースの魅力は、小中どちら
の免許も取れるところです。附属小・中学校とのつながりも強いため、
実習の場も豊富です。専門は社会科ですが、一般的に暗記科目というイ
メージがあります。しかし、子どもたちには資料から読み取ることを知
ってもらいたい。事実だけを見るのではなく、背景を知り学ぶことで世
界が広がると知ってほしいです。私自身は不器用で、少しずつ積み重ね
ることで達成する「コツコツは勝つこつ」をモットーにしています。同じ
目標を持つ仲間と切磋琢磨できる環境が、ここにはあります。

“コツコツが勝つこつ”
一対一で子どもの成長を見守りたい。

学校教育課程教育学部
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■卒業後の主な進路
中学校教諭、小学校教諭、高等学校
教諭、特別支援学校教諭、幼稚園教
諭、県職員、市町村職員、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。

時間割等の条件が合えば努力次第

で取得できる可能性のある免許。

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）、小学
校教諭二種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

ためだけではなく、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「教育法」、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。

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

　中学校主免専攻では、10教科から1つを専修し、その

教科の専門性を高めながら、指導力を磨いていきます。

本専攻の魅力は、同じ専修に所属する小主免専攻の学生

とともに学び合う機会に加えて、異学校種の教育実習

等、小中一貫校の教員養成を視野に入れた学修機会が

整備されている点です。

　英語科の場合、英語教育学、英語学、英語文学、英語コ

ミュニケーション学を専門とする教員の指導の下、学生

同士が学び合いながら教科の専門性を深め、小中連携

を意識した新たな授業づくりを探求しています。その成

果が教育実習、卒業論文研究で実を結ぶ瞬間は、充実し

た教員生活に向けての貴重な一歩となります。あなた

も、宮崎大学で教員を目指す仲間とともに学んでみませ

んか。

新たな授業づくりへの
探求心を備えた教員に。

本多正敏
Masatoshi Honda

小中一貫教育コース 中学校主免専攻（英語） 准教授



教職実践基礎コース
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

学校教育課程教育学部

学校教育課程  教職実践基礎コース  3年

福原陸斗  Rikuto Fukuhara
宮崎県　日向学院高校出身

　本コースでは教育学をベースに学校教育について理論的・実践的
に学びます。県の教育委員会とのつながりも持てるし、学生時代に教
師としての資質や能力をやしなっていきたいと志望しました。本コー
スは1学年に約10人。県内と県外の学生がちょうど半分ずつぐらい
で、すごく仲が良いです。同じ志を持ちながらも、それぞれ違う教育観
があるため、議論することで自分自身も新たな発見や気づきを持てま
す。自分の固定観念も結構覆されました。学外ではさまざまな子ども
の支援を行うNPOに入り、学習支援をしています。子どもを取り巻く
環境を考慮し、支援の仕方を工夫することが求められています。社会
で生きる力となるようなサポートをする教師になりたいです。

仲間とお互いの教育観を議論しながら、
教職についてしっかり学べる。
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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。

時間割等の条件が合えば努力次第

で取得できる可能性のある免許。

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。

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

　本コースでは、現代の子どもや学校を取り巻く課題に

対応できる実践力の高い小学校教員を養成します。そ

のため、教育の歴史や教育制度、学級づくりや情報メデ

ィア活用など、教育学をベースに幅広い視点を育む授

業を用意しています。また、宮崎県・市町村教育委員会

との連携のもと、学校や子ども支援の現場でのフィール

ドワークを多く取り入れ、より具体的・実践的に学びま

す。例えば私の場合、中山間地域や小規模校を学生と一

緒に訪問し、宮崎県の課題でもある人口減少地域にお

ける学校や授業のあり方を探っています。

　教職大学院への進学を前提にした6年間を見通した

カリキュラムを通じ、学年を超えて活動や議論が活発な

教職実践基礎コースで、一緒に学んでみませんか？

教育学をベースに、
現代の教育課題に向き合う
教員を目指して。

遠藤宏美
Hiromi Endo

学校教育課程教職実践基礎コース 准教授
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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

　本専攻は子どもの心理学を学べるのが最大の特徴。子どもが自発的に学校
に通いたくなる環境をつくるために、心理学を学べる本専攻を志望した奥村さ
ん。「ほめて伸ばす教育に魅力を感じます。行動には意図があるなど理論的に
学べるのが良いです」と語ります。また大越さんは、同級生それぞれが自身の
教育論を持っており、多様な意見を受け入れることの大切さを学んでいるそ
う。「コロナ禍でオンラインでの授業が増えました。しかし、学生同士コミュニ
ケーションが取りやすいように、さまざまな工夫が図られ、より充実した学生
生活になりました」と大越さん。小学校と幼稚園の教員免許の取得ができるの
も魅力と教えてくれました。

学校教育課程教育学部

子どもの心理学を学んで、
不登校やいじめの背景を理解したい。

大越海侑  Miyu Ogoshi
広島県　広島なぎさ高校出身

奥村優音 Yune Okumura
宮崎県　都城西高校出身
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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。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、認定こど
も園職員、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。

時間割等の条件が合えば努力次第

で取得できる可能性のある免許。

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

心理学の知識を学校で活用できる
小学校、幼稚園教諭を目指そう。

境  泉洋
Motohiro Sakai

発達支援教育コース 子ども理解専攻 教授

　義務教育はすべての子どもたちが受ける教育です。義

務教育の中で、心理学を活かした教育を実践することは、

すべての子どもたちの将来とって心の財産になります。

本専攻では、子どもたちの心を育てる専門的な知識を持

った小学校、幼稚園教諭を養成しています。

【研究内容】

　幼稚園、小学校から始まる心理的不適応に関する研究

を行っています。幼稚園、小学校での心理的不適応は、将

来の社会適応にも大きな影響を与えます。幼児、児童の心

理的要因をはじめ、幼稚園、学校の教職員がどのように関

わるのが有効なのか、さらには家庭での接し方について

臨床心理学の観点から研究を行っています。幼稚園、小学

校での予防教育も重視した実践研究を行っています。



発達支援教育コース〔特別支援教育専攻〕
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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指導や支援促し、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

伊達成美  Narumi Date
宮崎県　宮崎大宮高校出身

　将来は地元宮崎で特別な支援が必要な子どもと共に学びたい
と思いました。本専攻は、宮崎で暮らす障がいがある人と、ボラン
ティアなどで関わる場が用意されていることが強み。そこで、障が
いの有無や年齢を問わず学外の人と交流する機会も持てます。講
義で得た知識とボランティアでの経験を絡めて、学びを深めてい
くことができます。知見を広げるため課外活動として、自主的に地
域の活動に参加しています。本専攻は一学年10人と少人数です。
同級生はもちろん先輩・後輩とのつながりが強く、学生同士で意
見を交わしたり教えあったりして、高め合うことができるのも良い
です。先生方も私たちの将来まで見据えて、熱い指導をする方ば
かり。頑張った分だけ得られることが多い本専攻にぜひ！

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

学校教育課程教育学部

ボランティアを通して
学んだことを実践できる環境が充実
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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
特別支援学校教諭、小学校
教諭、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。

時間割等の条件が合えば努力次第で取得できる可能性のある免許。

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。

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。

若林上総
Kazusa Wakabayashi

発達支援教育コース 特別支援教育専攻 准教授

　特別支援学校は、障がいのある子どもが学ぶ場です。子

どもの障がいの状態は、一人ひとり異なります。その子ど

もたちの学びや生活の充実には、障がいの状態を考えて

指導する先生、障がいによる困難に寄り添い支援する先

生が必要です。

　特別支援教育専攻の４年間では、そのような特別支援

学校の先生に必要な「専門性」と「人間性」を身に付けま

す。カリキュラムは、特別支援教育の歴史、概念から、障が

いのある子どもの心理、生理、病理、指導法、教育課程、学

級・学校経営まで詳しく取り上げます。学修の過程は実際

的で、講義内容をもとにしたディスカッション、知識を活

用して参加する演習・実習、体験から得た学びの省察、と

いったものが取り入れられています。

　加えて、本学は、宮崎県で唯一、大学院にも特別支援学

校教員の養成課程があります。学部での学びを一層深め

るには、十分な環境です。特別支援学校の先生を本気で目

指す皆さんの入学をお待ちしています。

特別支援学校の先生を
本気で目指す

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

菱川善隆

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」のもと、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

体制を構築しており、新型コロナ禍においても、県内医療機関

の最後の砦として貢献しています。このような環境のもとで医

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

医学研究者を育成します。

School of Medicine

医学科  5年

西田航太朗  Kotaro Nishida
宮崎県　宮崎第一高校出身

　両親共に医師で、働く姿を幼い頃から見ていました。中学生
のときに父が開業し、仕事の話などを聴く機会も増えて、自然と
この道に進みたいと思うように。本学は縦のつながりが強いで
す。所属する部活のバレー部をはじめ、さまざまなきっかけで知
り合いができ輪が広がります。4年次の後期から臨床実習に入
りますが、本学では実習前に臨床に不可欠な知識や技能が習得
できているか、試験を受けてから臨みます。知識を身に付けて
実習に出ることで、より深く学べていると感じます。将来は父の
跡を継ぐつもりです。オペの経験を多く積み、技術という強味が
ある医師になりたいですね。

縦のつながりの強さが魅力。
将来はオペ経験豊富な医師に。

医学部
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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。

VITA BREVIS, ARS LONGA

　医学部の象徴ヒポクラテス像の箴言で、「医学を習得

するには人生は短い」という意味です。時機は逸しやす

い、経験は危うく、判断は難しい、と続きます。医療は日

進月歩、昨日正しかったことが明日は間違いかも、とい

う世界。医師である限り、常に学びが続きます。医学部

医学科では、医師国家試験合格までの教育課程におい

て、基礎医学・臨床医学の体系的な学びを中心としなが

ら、医学の域を超えた幅広い視野での学びを深め、自ら

考え・探求することの喜びを経験していきます。英語教

育プログラムを通した海外協定校への研究・臨床留学

のチャンスも。宮崎の暖かい日差しの下、地域に根ざし

た医学部キャンパスで、あなたの色に輝く医師を目指し

ませんか。

渡邉　望
Nozomi Watanabe

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

機能制御学講座循環動態生理学分野

地域に根ざし、かつ
国際的視野に立つ、
輝く医師像を目指して。



看 護 学 科
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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

長尾夏奈  Natsuna Nagao
宮崎県　宮崎西高校出身

　母が看護師ということもあり、自然と目指すように。地元で高
い知識や技術を身に付けるならここだと志望しました。本学科
は大学病院に隣接するため、実際に働く人を招いての講義があ
り、臨床で活躍するための知識を徹底して叩き込まれます。また
現役の看護師や医師、医学科で講義をする先生から話を聞く機
会もあります。座学でしっかり学んでから、学生同士で患者役を
しながら技術演習を行います。実習では学んだことが生かせず
落ち込みましたが、先生が即アドバイスし、足りない部分をカバ
ーしてくれ助けてくれます。しっかり学んで患者さんに寄り添う
看護師になりたいです。

医学科の先生の講義も参加でき
高い技術や知識が身に付く

医学部



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 選抜制、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

　我が国では急速な人口構造や疾病構造の変化に伴

い、看護の対象やニーズ、療養の場、そしてケアのあり方

が多様化しています。未来を担う看護職者・教育研究者

には、人々の暮らしや環境を包括的に捉えながら、多元

的かつ高度なケアを実践・創造する力がこれまで以上

に求められています。

　当学科では令和2年度から、看護の対象や療養の場

の多様化に対応できるよう、対象を「生活者」としてと

らえ、地域に暮らす人々の理解とそこで行われる看護に

ついて学ぶ「ひむか看護論」と「ひむか看護実習」が新設

されました。

　看護学は、人を多様な観点から追究できる学問です。

宮崎大学でこのような観点を育み、地域社会に貢献で

きる看護職者・教育研究者を目指しませんか？

看護の対象を「生活者」としてとらえ、
活躍できる人材を育成する。

吉永尚紀
Naoki Yoshinaga

教授
看護学科生活・基盤看護科学講座
基礎看護学領域

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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　　工学部は、ジェネラリティを持つスペシャリストの養成を

めざして、これまでの各専門分野からなる学科の壁を無くし

て、専門分野の異なる6つの教育プログラムからなる1学科で

構成されています。ジェネラリティとは、広く一般的な知 識や専

門的な基礎知識のことです。スペシャリストとは、専門分野に

特化した知識・技術を備えた人です。工学部では、両方を兼ね

備えた人材の育成を目指します。これからの50年先、100年先

を見据えると、工学部は、なくてはならない学部の一つです。

　工学部の学生は、就職には全く困りません。社会・企業から

のニーズが極めて高いので、全国の大企業でも地元の企業で

も、希望する業界・職種に、ほぼ全員が就職できます。学部の4

年間と大学院工学研究科修士課程の2年間は、安心して学業

や研究に集中できる環境が整っています。太陽と海と山に囲ま

れたこの自然豊かな宮崎の地から、世界を視野に一緒に学ん

でいきましょう。

■工学部工学科 各プログラム

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

鈴 木 祥 広 P29

P37

P35

P33

P31

P29

P27

　工学部は、宮崎県唯一の工学部として、宮崎に根差し世界に

目を向けた工学部を目標に、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。

7学科から1学科6プログラムに変わりました

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した

新しい工学部の特徴

応用物質化学プログラム
化学の力で持続可能で豊かな生活の実現を目指す

土木環境工学プログラム
地球環境と調和した土木技術を目指して

応用物理工学プログラム
物理と数学で新たな価値を創出する

電気電子工学プログラム
最先端の電気電子テクノロジーで
世界をビリビリさせよう

機械知能工学プログラム
人類の幸福のために「ものづくり」を極める

情報通信工学プログラム
情報通信技術で未来を創る
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https://www.miyazaki-u.ac.jp/tech/

■ 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）

　本学部では、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、人間性が豊かで、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。そこで、以下に示す「入学後の学修に必要な能力・適性」を多面的かつ

総合的な評価手法によって選考し、受け入れます。

1) 工学技術者を目指し，地域社会や国際社会の発展に貢献する意欲がある人（主体性）

2) 自ら考え、主体的に学修する目的意識を有する人（主体性）

3) 大学での学習の効果を高め、充実した学生生活を送るために必要な協調性及びコミュニケーションの基本的なスキルを身に付けた人

　　（協働性、表現力）

4) 工学における多様な分野にも興味を持ち、創造性豊かな技術力と問題発見・解決能力を身に付けて社会に貢献する意欲のある人（学問

　  への関心、思考力）

5) 工学専門分野を修得できる基礎学力を有する人（知識・理解、思考力）

　宮崎大学工学部では、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、学士（工

学）を授与します。　　

工学技術者としての高い意識を持ち、人類の文化、社会、自然、及び専攻する学問分野における知識を理解し、社会の発展のために積極
的に関与できる。

1.

自ら学修計画を立て、主体的な学びを実践できる。2.
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。3.
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。4.

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。5.



応用物質化学プログラム
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　化粧品に興味があり、将来はその業界に行きたいという岡元さんと神戸さん。化学を専門的に勉強することが夢につながると考えた
そう。「本学のCMを見て、化学を専門に学ぶけど、他の専門も気になれば見ることができる、変更もできる点も魅力だと思います」と語
る神戸さん。村社さんは、エネルギー問題に対応する分野で活躍する夢があるとか。「実験をした後はレポート提出をしますが、自分で
もまだ稚拙だと感じます。考察力が向上するよう学生時代に頑張って研究者になりたい」と村社さん。最後に岡元さんは「専門以外に好
きなことが見つかってもできる環境があるのがココ。自分の可能性を伸ばせるからお勧めです」と教えてくれました。

応用物質化学プログラム  2年

Applied Chemistry Program

応用物質化学プログラムでは、化学、数学、情報などの基礎から先端的な応用化学、生命、材料等にわたる専門知識を学

ぶことができます。持続可能で豊かな生活を実現するための物質・エネルギー生産ならびに地球環境および生態系の

保全に貢献できる人材を育成します。

化学を専門に学べるのが魅力。エネルギー問題や化粧品など好きを仕事に。

岡元仁胡 Niko Okamoto
宮崎県　都城泉ケ丘高校出身

神戸彩葉 Iroha Kobe
宮崎県　宮崎大宮高校出身

村社隼太郎 Shuntaro Murakoso
宮崎県　宮崎南高校出身

工学科工学部



https://www.chem.miyazaki-u.ac.jp/
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（1）

（2）

（3）

（4）

■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・医薬・食品に関連す
る産業、電気・機械・情報に
関連する産業、教職、公務員、
大学院等進学

必要な「時に，場所へ，量を」。 
－副作用のない薬を目指して－

　ドラッグデリバリーシステム（DDS）、それは薬を必

要な時に、必要な場所へ、必要な量だけ届け、その効果

を発揮させるシステムです。DDSをうまく使えば、薬を

狙った患部にのみ届けることができるため、副作用を

極限まで抑えることができます。私は、DDSに用いるキ

ャリア（薬物運搬体）として、金属有機構造体という新

材料に着目して研究を行っており、特に、抗がん剤は強

い副作用をともなうため、これらのキャリアで副作用の

ない抗がん剤治療を目指しています。

　当プログラムでは、物理化学、分析化学、無機化学、有

機・高分子化学、生命化学、化学工学を基幹とした技術

者の育成に取り組んでいます。化学の知恵を駆使し、あ

らゆる事象を考え、応用できる人材を目指しませんか。

稲田飛鳥
Asuka Inada

応用物質化学プログラム 助教

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。地球温暖化、海

洋プラスチックごみ問題など国際社会が協調して

取り組まなければならない問題が多数あります。工学部の応用化

学分野では、海外からの研究者や学生の受け入れや国際共同研

究などの海外との連携を活発に行っています。特に、独自の取り

組みで10年前からモンゴル国立大学の化学系の教員、学生との

交流を行っており、地下資源と大自然が豊かなモンゴルで、環境

保全と開発を同時に進めるための教育、研究プログラムを連携し

て推進しています。毎年、モンゴルの学部学生、大学院生らとの

合同学生会議が開催されています(写真)。在籍する応用化学分野

の学生も、海外への関心が高く、短期海外研修や海外の大学と

の研究交流に積極的に参加しています。現在のところ国境を越え

た人の移動が難しくなっていますが、インターネット回線は遠隔

での国際交流を可能にしています。化学という世界共通の言語を

身につけ、宮崎から世界へ羽ばたいてみませんか。

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU

応用物質化学プログラムは、化学を含む自然
科学に対して幅広い興味や好奇心を持ってい
る人、それらを化学あるいは生命化学などの
分野で生かしたいという情熱を持っている
人、実験や観察が好きで科学現象や実験につ
いて考察したり工夫できる人、数学および化
学を含む理科についての基礎学力を有しそれ
を身近な問題に応用できる人材を求めます。

化学の知識・技術・考え方を学び、将来、応用化学、材料化学あるいは
生命化学などの分野で活躍したいという情熱を持っている人。
実験や観察が好きで、科学の様々な現象について考え、それを表現す
ることに情熱を持っている人。
化学、材料、および生命化学に関連する自然科学に対して幅広い興味
を持ち、好奇心豊かな人。
数学、化学を含む理科、情報技術および語学の基礎学力を持ち、それ
らを身近な問題に応用できる人。

求める学生像



土木環境工学プログラム
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Civil and Environmental Engineering Program

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。

工学部  3年

　道路や橋など社会インフラの設計をしたいと思っていま
す。宮崎で生まれ育ったので、地元での就職を視野に入れ、将
来的に地域に貢献できるのはこの分野が一番だと考えていま
す。高校時代にインフラに関わる会社でインターンシップを
経験したことが、この方面で活躍したいと考えるきっかけでし
た。本学科は教えることに真摯な教授陣ばかり。コロナ禍でオ
ンラインが多い中でも、疑問や質問に細やかに対応してくれ
不安なく学べます。先々は構造物を専門にする研究室に入っ
て、橋梁などのインフラの知識を深めたいです。また、大学院
まで進学して将来は知識豊かな技術者になりたいですね。

道路や橋、インフラに関わる
技術者になりたい。

森本　菖  Ayame Morimoto
宮崎県　宮崎東高校出身

工学科工学部
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https://www.miyazaki-u.ac.jp/civil/

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

■取得可能な免許、資格
●修習技術者資格※1

●測量士補※2

●学芸員資格※3

本プログラムの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。

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
　建設・環境・インフラに関連する
産業、建設コンサルタント、地方・
国家公務員、大学院進学

求める学生像

　本プログラムでは、安心・安全な生活基盤を提供する

構造工学、水工学、地盤工学、環境工学等に関する教育・

研究を行っています。一方、私の専門は河川環境工学・

生態工学ですが、「土木」という言葉と結びつかない人も

多いかもしれません。土木工事は環境に与える影響が大

きく、特に河川は、ダムや川底の掘削など、人の手が大き

く入っています。さらに、昨今では気候変動への対応が

求められていますが、更なる防災・減災のみならず環境

への配慮も重要な課題です。責任ある土木技術者とし

て、自然生態系とその豊かな恵みを未来に残しつつより

良い社会を創っていく、そんな学問に興味が沸いたら、

ぜひ本プログラムで一緒に学んでみませんか？

Kei Nukazawa
土木環境工学プログラム 准教授

『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。本プログラムでは、

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。

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU

土木環境工学プログラムでは、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人材の育成を目指していま

す。また、地球的視点から多面的に物事を考える

能力を身に着けた人材の育成を目指しています。

生活・生産基盤の建設や維持管理、防災、都市計画、環境保全に興

味がある人。

土木環境分野に興味を持ち、それらに関し本を読むなど、積極的に

自己学習できる人。

自然科学の基礎学力（数学、物理、化学）を有している人。

日本語と英語を基礎とした表現力を持っている人。

学習を通して獲得した知識・スキル・行動力を社会に還元できる人。

糠澤　桂

自然と共生可能なまちづくり・
川づくりのために。



応用物理工学プログラム
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これからの超スマート社会の実現のために、AIやIoTなどの情報科学技術、光・量子技術、半導体技術の飛躍的進化が必

要です。本プログラムでは物理学や数学などの基礎科学と他の専門分野も融合させた教育を行い、習得した知識を実用

技術へと発展できる能力や課題解決能力、高い倫理性を持った技術者や研究者を育成します。

Applied Physics and Engineering Program

工学科工学部

星を見るのにうってつけ。
趣味の魚釣りもできる最高の環境。

応用物理工学プログラム　2年

　太陽光発電の発展的な研究に興味があります。国内でも
トップクラスの研究をしている本学なら、未来のインフラ
に関わる学びができるのではと考えました。本プログラム
は、半導体などの最先端のことに触れられます。また、獣医
学科や医学科もある総合大学だからこそ、学科を超えた
学びもあります。友人と協力する授業や実験は、特に楽し
いですね。卒論作成に必要な、プレゼン資料作りや発表を
する授業では、仲間と一緒につくる喜びを感じました。私
が関心を持つ太陽光発電は大阪大学と連携した研究もあ
るようです。今後は、大学院に進んで深める道も視野に入
れて頑張りたいです。

細越裕太 Yuta Hosokoshi
大分県　佐伯豊南高校出身



求める学生像

https://www.miyazaki-u.ac.jp/apphys/
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（1）

（2）

（3）

（4）

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、本プログラムが専門とする半導

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

　応用物理工学プログラムは、力学、電磁気学、量子力

学などの物理科目をベースに、量子・計測技術分野と新

材料・半導体分野の両方を学べるプログラムです。量

子・計測技術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。宇宙から届くさま

ざまなエネルギーの宇宙線を画像としてとらえる特殊

なカメラの開発や、それらを人工衛星に搭載して得ら

れたデータの解析を行なっています。また新材料・半導

体分野は高効率太陽電池、熱電変換素子やレーザーの

研究を行う分野です。太陽電池の効率をさらに高める

ための新材料の結晶成長や評価、携帯端末に搭載可能

な超小型ガスセンサーや新型レーザーの開発を行なっ

ています。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科学

技術者を一緒に目指してみませんか？

応用物理工学プログラム 准教授

　電気・半導体に関連する産業、各
種製造業、ソフトウェアに関連する
産業、教職、公務員、大学院進学

応用物理工学プログラムでは、物理学や数学など

の基礎科学を系統的に学びながら現代物理学に対

する素養を身につけ、光センシングやエネルギー

変換、エネルギー計測などの最先端工学技術の開

発を加速させ、来たる超スマート社会実現に寄与

できる高度専門技術者・研究者の育成を目的とし

た教育研究を行います。そこで本プログラムでは、

次のような人を求めています。

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。
物理学や数学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、課題の解決へ向け主体的に行動できる人。
実験や観察において深く考察する思考力と、その結果の表現力を
有し、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
きる人。
光センシングやエネルギー変換、エネルギー計測などの最先端工
学技術開発に寄与できる高度専門技術者・研究者の育成を目的と
した教育に興味をもっている人。

物理好きな人集まれ！
応用物理工学プログラム

鈴木秀俊
Hidetoshi Suzuki

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU



電気電子工学プログラム
Electrical and Electronic Engineering Program

電気電子工学プログラムでは、再生可能エネルギー、医療・生体工学、スマートエネルギーソリューションをキーワードに

現代社会を支える基盤技術の基本原理と基礎知識を習得させ、社会の変化や要請に対応できる電気電子工学分野の専

門技術者・研究者を育成します。

　もともとプログラミングを学びたかったのですが、入ってみて自分がやりたか
ったことと重なる部分や面白そうと思える授業があることが分かりました。電
気電子でもプラグミングは学べるし、関心のある違う分野まで幅広く受講でき
るんです。学部の体制が変わり、2年次に上がる際に転プログラム制度を利用
することができます。入学後に興味関心が変わっても良いのは魅力です。入学
して1年ですが、良い意味で慣れることなく、常に学びに新鮮さを感じていま
す。スペシャリストなゼネラリストをつくるという言葉の通り、良いところ取り
で学べるのも本学部ならでは。電気やプログラムを学びたいならぜひ。

電気電子工学プログラム  2年
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スペシャリストなゼネラリスト。
社会で役立つ人材になりたい。

川口礼徒 Ayato Kawaguchi
宮崎県　宮崎西高校出身

工学科工学部



求める学生像
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https://www.miyazaki-u.ac.jp/feee/

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

■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
　電気・半導体に関連する産業、
ソフトウェアに関連する産業、各
種製造業、公務員、大学院進学

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。

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU

電気電子工学プログラムでは、数学、電気回

路、電磁気学を基礎とし、太陽光発電、再生

可能エネルギー、医療工学、集積回路、電力、

プラズマ、制御、レーザー、センシング技術、

半導体材料、電磁波の各専門分野の考え方

を習得するため、講義、実験、演習を体系的に

編成した教育研究を行います。したがって、

本プログラムでは、次のような人材を求めて

います。

人類が持続的に発展することに貢献しようとする意思をもつ人。

問題解決へ向けて、自ら積極的に目標と計画を立てることができる人。

日本語および英語を用いた基本的表現力をもつ人。

問題解決へ向けて、強い意志をもって持続的に取り組むことができる人。

電気電子工学分野（数学、電気回路、電磁気学を基礎とし、太陽光発電、再

生可能エネルギー、集積回路、電力、プラズマ、制御、レーザー、センシン

グ技術、半導体材料、電磁波などの各専門分野）に強い関心をもつ人。

電気電子工学分野を学ぶための数学、理科、英語などの基礎学力をも

つ人。

電気電子×AIで各種産業分野で
デジタル変革を。

　私は主にセンサーからの信号を活用して、医療・生体

工学に生かす研究をしています。そのためには、センサ

ーの知識、電気電子回路の設計、デジタル化やAI（人工

知能）を含んだ信号処理の技術が必要となります。本プ

ログラムではこれらの分野をしっかり学ぶことができま

す。他にも再生可能エネルギー、スマートエネルギーソリ

ューションなど、幅広い分野を学べる環境があります。

実際の研究では、医工連携、農工連携など異分野と融合

するスキルも必要になりますが、それらのスキルもしっ

かりと身に付けられる教育プログラムになっています。

　ぜひ、本プログラムで学び、各種産業分野をデジタル

改革できる“今までなかった新しい技術”を一緒に研究、

開発しましょう。

田村宏樹
Hiroki Tamura

電気電子工学プログラム 教授



　ものづくりが好きで、将来は電車をつくりたいと思
うように。それには機械系の勉強が必要だと思ったん
です。本学は先生たちが熱心。学生の興味があること
は、背中を押してくれ、自分の専門外でも真摯に対応し
てくれます。だからこそ、どこで学ぶかではなく、自分
が何をするかだと実感しています。授業では材料力学
が気に入っています。材料の曲がり具合などを学ぶの
が面白いです。鉄道に限らず、好きなことは限界を決め
ずにやるようにしています。論文も無理と思わずに読
むと、気づくことが多くためになります。“好き”を追求
する学生を、強く応援してくれる宮大だから成長でき
ます。

工学部  3年

機械知能工学プログラム
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Mechanical Engineering Program

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。

興味を後押しする最高の環境。
将来は電車をつくる仕事に。

髙　敬一郎 Keiichiro Ko
京都府　京都先端科学大学附属高校（旧京都学園高校）出身

工学科工学部



https://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
ンジニアリングに関連する産
業、公務員、大学院進学

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。本プログラムでは、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。

長瀨慶紀

超スマート社会に向けた
人と自然に優しいものづくり。

　機械知能工学プログラムでは、ものづくりの基盤とな

る機械工学の専門知識を重点的に、その周辺の工学分

野に関する知識も修得させる教育を行っています。機

械工学は、ロボットなどの産業機械、自動車などの輸送

用機械、時計などの精密機械といった機械をつくるため

の基盤となる学問です。また、機械工学の周辺分野の一

例として、ビッグデータやＡＩを機械に取り入れるため

に必要な情報数理があります。機械の専門知識を身に

付けた卒業生は、機械技術者や研究者として国内外で

活躍しています。地域の特性を活かし世界を視野に入

れた「人と自然に優しいものづくり」や「超スマート社会

の実現に向けたものづくり」に関連する技術開発や研

究に興味のある人をお待ちしています。

Yoshinori Nagase
機械知能工学プログラム 教授

（1）

（2）

（3）

（4）

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU

機械知能工学プログラムでは、ものづくりの基盤となる機
械工学の専門知識を習得させるとともに、情報数理などの
他の工学分野にも理解を広げる教育を行います。さらに、地
域の特徴を活かした「人と自然に優しいものづくり」や、地
域社会に貢献する「超スマート社会の実現に向けたものづ
くり」に関連する研究を通して、高い創造力と実行力を持っ
た人材の育成を目標としています。したがって、本プログラ
ムでは次のような人を求めています。

｢人と自然に優しいものづくり｣や「超スマート社会の実現

に向けたものづくり」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む人。

数学及び理科の基礎的な知識･理解を有する人。

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。

求める学生像

本プログラムのJABEE認定プログラムは2022年度入学生までを対象としています。



情報通信工学プログラム
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Information and Communication Technology Program(ICT Program)

　最近注目されているIT系の仕事に興味がありました。入学当
初はコロナ禍もあって、リモートでの授業がほとんど、しかし、
教授陣が質問などにも丁寧に答えてくれて不安なく授業が受け
られます。1年次にグループに分かれて課題に取り組むことが
あり、プログラミングを体験しました。それからさらに気になる
ように。ゲームをしているときも、どんなプログラミングされて
いるかを考えることも。私は知識や経験がないまま入学しまし
たが、同級生もほとんど未経験者。1年のうちは専門の授業は
少ないですが、途中で変更することもできます。ハードルは低い
から気にすることなく志望してほしい。

情報通信工学プログラム  2年

宅間千隼  Chihaya Takuma
宮崎県　日向高校出身

IT系や情報系の仕事に進んで、
最新技術で社会に貢献する人に。

情報通信工学プログラムでは、情報工学および通信工学の専門知識と実践能力を身につけ、その技術を活用して社会の

持続的発展と問題解決に貢献する、自立した専門技術者や研究者の育成を目的として教育研究を行います。

工学科工学部



https://www.miyazaki-u.ac.jp/ict/
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大切なモノを守るセキュリティ技術

　クラウド事業の拡大やIoT（モノのインターネット）

機器の普及、5Gによる通信速度の高速化によってイン

ターネットが便利になる一方で、それらを悪用するサ

イバー攻撃はますます拡大すると考えられます。例え

ば、自宅に帰る前に、外からエアコンのスイッチを入れ

ることもできます。ただ、便利な半面、その安全性が心

配です。それらを守るのがセキュリティ技術になりま

す。今、インターネットは社会インフラのひとつです。

そのインターネットを安心して使えるようにするセキ

ュリティ技術は、私たちの生活に不可欠なものです。本

プログラムでは、プログラミングやネットワーク、セキ

ュリティなど、情報通信技術について学ぶことができ

ます。あなたも一緒に学んでみませんか。

油田健太郎
Kentaro Aburada

情報通信工学プログラム 准教授

（1）

（2）
（3）

（4）

（5）

■取得可能な免許、資格
●学芸員資格※1 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

■卒業後の主な進路
　ソフトウェア、システム開発、情
報・電子機器製造、情報通信に関連
する産業、大学院進学

人工知能ブーム

　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

情報通信工学プログラムでは、情報工学

および通信工学の専門知識と実践能力

を身につけ、その技術を活用して社会の

持続的発展と問題解決に貢献する、自立

した専門技術者や研究者の育成を目的と

して教育研究を行います。したがって、本

プログラムでは次のような人を求めてい

ます。

情報通信技術者をめざし、情報通信技術（ICT）を通じて、人類の幸福と地域
社会や国際社会の発展に貢献する意欲がある人。
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。
日本語と英語を基礎とした表現力を持ち、チームの一員として自分に与えら
れた役割を理解してチームワークのもとで様々な問題を解決し、目的を達
成する意欲がある人。
学修を通して獲得した情報通信技術の知識やスキルを活かし、社会が抱え
る課題の発見とその解決に取り組む意欲がある人。
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
通信工学の学修に必要な数学、理科、英語についての基礎学力を持つ人。

求める学生像



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、「持続可能な地域社会の構築と世界への発信

-SDGsへの取り組みとデータサイエンスの融合-」というスロー

ガンのもと、南九州の温暖な自然や地域社会と調和した農林水

産業・獣医療の推進を通して、持続可能な社会の構築と、それを

担う人材の育成を目指しています。また、植物生産環境科学科、森

林緑地環境科学科、応用生物科学科、海洋生物環境学科、畜産

草地科学科および獣医学科の6つの学科で構成されており、お互

いに連携しながら、皆さんの新たな興味や好奇心を引き出すよう

にカリキュラムが構成されています。

　農学部の前身である宮崎高等農林学校が1924年に設置され

て以来、時間と共に伝統と革新が融合した教育・研究組織とな

り、同窓生はまもなく2万人となります。記念すべき100周年を迎

える農学部で共に学び、地球環境と食料生産の未来を創造しまし

ょう。
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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、森林緑地の機能の解
明と管理技術の確立を通してSDGsに貢献する。

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

海の生物や環境の未来を柔軟に考え、無限の可能性を秘めた「海の力」
を暮らしのイノベーションに変える。

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

P41

P43

P45

P47

P49

P51

農 学 部

農学部長

國 武 久 登
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■施設紹介

https://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、総合型、学校推薦型、帰国生徒、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。（獣医学科は学士（獣医学）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
●数学および自然科学に関する基礎知識：数学および化学、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。



植物生産環境科学科
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Department of Agricultural and Environmental Sciences

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

山田千鶴  Chizuru Yamada
福岡県　福岡雙葉高校出身

　幼い頃から自然が好きです。それに関わる仕事は農業だと
思いました。また、進学先を決める際に、自然について学ぶなら
と両親から本学を勧められました。実際、大学内にフィールド
がある絶好の環境です。2年次に行う農場実習では、作物の成
長を毎日見守れます。また、先生たちとの距離が近く、親身に
相談に乗ってくれます。配属された研究室では、植物ウイルス
間の干渉効果に関する卒業論文研究を始めました。干渉効果と
は植物にワクチン効果のあるウイルスを予め感染させておく
と、病原性の強いウイルスによる感染から守ってくれるという
現象です。将来は研究者になりたいと考えているので、これか
らが楽しみです。自然豊かな本学で、一緒に植物ライフを満喫
しましょう。

植物生産環境科学科  3年

自然が豊かな宮崎で
大好きな植物ライフを満喫。

農学部
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■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

人工知能（AI）で未来の農業を変える！

　最近よく話題になる「人工知能（AI）」。AIは未来の
農業を大きく変えると予想されます。本学科では、AI
を活用した野菜や果物の栽培・品質診断なども研究

しています。具体的には、温室内の気温や日射量、養液濃度などを
測るセンサーと手のひらサイズのコンピュータを組み合わせてデ
ータを集積し、過去のデータから未来の植物の成長・状態を予測
します。そして、ベテランの経験や過去の研究が反映された高品質
な農業生産システムを作ろうとしています。また、果物をカメラで
撮影し、過去の情報に基づき画像で果物の内部の品質を予測診断

する技術も研究しています。あなたもこれらの機器を使えばアイ
ディア次第で農業×AIが始められますよ。近い将来、だれでも身近
で楽しいAI時代が来るかもしれません。

全国有数の農業県で学び、
研究しませんか？

　宮崎大学は全国有数の農業県にあり、農業を学び、

研究をするのに最適な環境です。植物生産環境科学科

では、単に国内の植物生産にスポットを当てるだけで

はなく、激動する世界の変化に対応できるようにグロ

ーバルな視点で捉え、基礎から応用まで幅広く教育・研

究しています。例えば、私は農業害虫を防除する研究を

していますが、宮崎県内のお茶やブドウの農家のご協

力のもと、アメリカの研究者らとともに、新種の天敵（＝

益虫）を発見することができました。このように、様々な

研究者が宮崎県内にとどまらず、九州、日本、海外の研

究者とネットワークを持ち、共同研究を進めています。

皆さんもこの恵まれた立地条件やネットワークを生か

し、一緒に学び、研究しませんか？

安達鉄矢
Tetsuya Adachi

植物生産環境科学科 准教授

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

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。

●自然環境に配慮した農業生産や自然科学に対する関心をもっている人
●大学での学修の基盤となる幅広い知識や理科の基礎学力をもっている人
●自然科学をはじめ、世の中の様々な事柄をよく観察して深く考察し、それを
　表現する力をもっている人
●学業をはじめ、学校内外の活動に、積極的に取り組むことができ、国際的な
　視野と責任感をもっている人
●学業や学校内外の活動をはじめ、様々な場面において、他者との協力を厭
　わない人間性をもっている人

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU
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Department of Forest and Environmental Sciences

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

嘉月理子  Noriko Katsuki
大分県　竹田高校出身

　自然が大好きで、その分野を学べるところを探していました。参加したオー
プンキャンパスで、森林と防災のつながりについての模擬授業を受け、もっ
と深く知りたいと思ったんです。入ってみると、先生との距離が近く、学内も
自然豊かでのびのびと勉強できました。また、分野の幅が広く総合的に学べ
ます。演習林が近いのも魅力です。授業では、木の組織を顕微鏡で調べる木
本植物組織学実験が面白かったです。樹木の細胞まで見え、普段見えている
ものとは違うことを自分で確認できたのがうれしかったです。将来は民間の
企業で働きたいです。本学科で得た知識を生かせればと考えています。

森林緑地環境科学科  4年

オープンキャンパスで知った、
森林と防災のつながりを深く学びたくて。

農学部
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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・緑地の諸問題の解決に向けて熱意を持って自ら取り組む人
●森林・緑地に関連する自然科学と社会現象に幅広い興味と探究心を
　有する人
●環境問題をはじめ、世の中の様々な事柄をよく観察して深く考察し、
　その結果を表現する力を有する人
●大学での学修の基盤となる幅広い知識や言語力、森林・緑地に関する
　基盤学力を有する人
●様々な活動において他者と協力しながら課題解決を図るとともに、自
　らの能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有
　する人

■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。 2021年度も、林野庁・各県の林業職・農業

土木職を中心に17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。さらに本学独自の「公務員就職説明会」、

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」

多炭雅博

データサイエンスの力で
豊かな森林や緑地環境を育もう。

　私たちの学科は、森林や緑地、環境、生態系について、

地球規模のマクロスケールから細胞レベルのミクロス

ケールまで学べる学科です。国の共同利用拠点として

指定されている素晴らしい演習林での実習、また県内

のユネスコエコパークやFAO世界農業遺産も貴重な教

育研究の場です。豊かな自然を未来につなぐため、そし

て人々が将来にわたり安心安全に豊かに生活できるた

め、森林や自然環境と人間活動の相互関係を学びます。

ここで重要なのが科学的データに基づく論理的意思決

定。ドローンなど様々な観測機器も使いつつデータを集

め、論理的に分析して、課題解決や政策立案につなげま

す。地域から世界まで、持続性の達成に貢献できる専門

家を目指して、共に学びませんか？

Masahiro Tasumi
森林緑地環境科学科 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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　高校時代に発酵食品の健康効果に興味を持ち、調べたことがあり
ます。そこから、本学科なら微生物をはじめ機能性食品なども含めて、
幅広く学べると思い受験しました。本学科に入ってみると、微生物の
培養や分析化学、有機化学での物質合成など、さまざまな実験を１、２
年生のうちから行います。レポートは大変ですが、実験が多いのが楽
しいですね。入学当初は機能性食品に興味がありましたが、今は焼酎
の醸造が盛んな本県のことを知り、微生物の機能を調べたいと思って
います。勉強の傍ら、アカペラサークルにも入っています。歌うのが好
きで、中庭や外で仲間と歌っている時間が楽しいです。

応用生物科学科  3年

植木ほのか  Honoka Ueki
大分県　大分西高校出身

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。

発酵食品や植物の健康効果に興味。
在学中に選択肢を広げたい。

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

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

■取得可能な免許、資格
●高等学校教諭一種普通免許状（農業、理科）※1

●学芸員※2

●食品衛生監視員※3    ●食品衛生管理者※3

●普及指導員※4

●毒物劇物取扱責任者※5

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

※1

※2

※3

※4

※5

応生発！最先端研究の紹介

カルサイトが蛍光を発する様子

根粒菌がダイズに感染する様子

世界初！好熱性細菌のバイオミネラリゼーション
　高温にて有機性

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

微生物起原の石灰岩が作られているのかもしれないですね。またこの

カルサイトには蛍光特性があるので希土類を使わない蛍光体としての

応用が期待されています。

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

根粒菌は大気窒素を利用して生育することができます。共生窒素固定と

して有名なこの生物機能を農業生産に応用するために、ダイズの形質

と共生窒素固定細菌の

分子生態研究を行って

います。近年、ダイズと

根粒菌の親和性を支配

する宿主遺伝子や根粒

菌の地理的分布が明ら

かとなってきました。こ

れらの研究を通じて生

物の生態機能をダイズ

生産へ応用できるよう

になりつつあります。

生物と化学で未来を変える。

　私は微生物を利用し、より美味しく機能性のある発

酵食品や、廃棄物を有用物質へと発酵できる微生物に

ついて研究しています。食品では発酵することを醸造や

醸成と表現するのですが、よりよい醸造・醸成には色々

な要素を多角的に観察し調整することが不可欠です。

これは人においても同様で、教育はその軸だと私は考

えています。本学科では「生命・食料・環境」をテーマと

し、タンパク質の様な分子から植物・動物といった生物

まで幅広い専門分野の教員が所属することで多面的な

教育プログラムを準備しています。「生命・食料・環境」

は全てSDGsに含まれ、将来に向けて解決が必要な課

題となっています。本学科で現代社会が直面する課題

解決に向けた観察力と実行力を醸成してみませんか？

清　啓自
Keiji Kiyoshi

応用生物科学科 助教

●化学をはじめとする自然科学に対して強い興味と探究心をもって
いる人

●化学や生物などの理科（自然科学）や数学、英語などの基礎学力を
備えている人
●自然科学をはじめ、世の中の様々な事柄をよく観察して深く考察
し、それを実現する力をもっている人

●学業をはじめ、学校内外の活動に、積極的に取り組もうとする人
●学業や学校内外の活動をはじめ、様々な場面において、他者との協
力を厭わない人間性をもつ人

緑色の部分が根粒菌

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

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU



海洋生物環境学科
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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。

鎌田真壽  Masumi Kamata
福島県　安積高校出身

　海の生き物や海中の景色が好きです。以前から興味があった、サン
ゴの研究ができると知って志望しました。サンゴの生態系を授業で
学べたときはうれしかったですし、延岡フィールドで実際に生き物を
採集した授業も楽しかったです。今は希望していたサンゴの研究室
に入ることができ、海に潜っての調査やオニヒトデをサンプリングし
て解析に出すなど、充実した日々を過ごしています。調査で海に潜る
ことも多いですが、プライベートでは生物研究部や漫画研究部、ウミ
ガメ調査のサークルにも所属。興味があることは何でも挑戦してい
ます。青島のボタニックガーデンで過ごすのもリフレッシュできま
す。本学は知りたいことを深める教授陣と環境が整っています。

海洋生物環境学科  4年

サンゴを研究できる幸せ。
海にまつわる幅広い分野も学べる。

農学部
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海を感じ、海を学ぼう。

　本学科は、学生数が30名程度と小規模ながら、最先

端の研究を行っている教員が揃っており、海の生物や

環境について、分類、保全、生理、病気、化学など多種多

様な分野を学ぶことができます。野外での実習も多く、

6日間の乗船実習や、スノーケリングでの生物観察も行

っています。また水族館学では、学生が小規模の水族館

を準備し一般向けに公開し、いつも大盛況です。私も野

外に出ることが多く、日本を含め世界中の海に潜って

色々なサンゴの種の分類や進化について研究していま

す。宮崎でも実は非常に多くのサンゴが生息しており、

よく海に潜ってサンゴの調査や保全活動をしています。

海にはサンゴを含め多種多様な生物が生息しており、

海に入るたびに新しい発見があります。この素晴らしい

海や生物を学生さんにより深く学んでほしい。この思い

で私たちは日々教育と研究を続けています。

深見裕伸
Hironobu Fukami

海洋生物環境学科 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、現場と食糧生産の諸問題に関する分析力・解決能

力、特に海洋環境学分野における課題解決能力を重視

し、学習を通して獲得した知識・スキル・行動力を海洋環

境学分野の技術者として社会に還元することのできる

人材の育成を目標としています。更に地域社会や国際社

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ている人

●海洋環境と生物生産の諸問題の解決に熱意もって取り組むこと

　ができる人

●実験や観察において深く考察し、その結果を表現する力がある人

●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

■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

●潜水士※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。
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。在学中に受験し、資格を得ることが
できます。

※1

※2

※3

※4

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
入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy
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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。

　私には畜産の経験はありませんが、幼少期から牛が好きで牛舎に遊びに行
っていました。そんな環境で育ったからか、将来は地元・奄美大島で畜産関係
の仕事で役に立ちたいと考えるように。本学科は基礎から畜産を学べますし、
幅広い分野を教えてくれるため、興味が広がります。また、女子学生が多いの
も私には良かったです。コロナ禍で実習が少なくなり、残念に思っていました
が、学内で企画されたインターンシッププログラムに参加。今は牧場で働く機
会を得られて、充実した日々です。やりたいことに対しては、大学も全面的に応
援してくれ、学びたい人には最高の場所です。

畜産草地科学科  3年

学科の講義以外でも
インターンシップなどで学生を応援。

当田香涼 Kosuzu Toda
鹿児島県　大島高校出身

農学部



　農学部附属住吉フィールドは、宮崎市中心部の北

約10kmに位置し、交通の便利な市街地にありながら総面積50 

haの敷地と約240頭の家畜（乳牛30頭、繁殖母牛55頭、子牛60

頭、肥育牛35頭、豚60頭）を有する西日本最大級の大学附属牧場

施設です。住吉フィールドでは、広大な敷地を利用した粗飼料自給

率100%の実績を活かして、家畜生産のみならず飼料生産から畜

産物利用、防疫や衛生管理など、食と農の安全に関する総合的な

知識・技術を実践的に学習することができます。牧場実習や動物

環境管理学実験など、本学科のさまざまな実習・実験で利用する

だけではなく、学生の卒業論文や各種研究を行うための拠点にも

なっています。また、大学独自ブランドとして、「宮崎大学Milk」や

「宮崎大学Beef」の生産・販売を行っています。

https://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。

●動植物に対する幅広い興味や関心を有する人
●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

●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をも
っている人

●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
築に熱意をもって取り組むことのできる人

●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
に還元できる資質を有する人

■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。学科および実地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

西日本最大級の大学附属牧場施設での
実践教育

動物の行動や生態、動物を取り巻
く環境をじっくり調べてみよう！

　動物環境管理学分野では、家畜、動物園動物、野生動

物、実験動物の行動や生態を調べ、これらの動物のより

良い飼養環境や生息環境を考えていきます。そして、家

畜の生産性や飼育動物の動物福祉、野生動物の保全や

個体群管理における課題への応用を試みます。当学科

は、飼育環境と野外調査フィールドが充実しています。

特に、暖地での動物生産上の課題や哺乳類・鳥類の研

究に興味がある人には、ユニークな教育研究環境を提

供できると思います。海も山もあり、気候も穏やかで

す。キャンプをしながら小型哺乳類を調べる教員やサ

ーフィン後に家畜の観察をする学生もいます。気楽に、

けれど、今までになくじっくり、動物や環境、餌である植

物に向き合ってみませんか。

坂本信介
Shinsuke Sakamoto

畜産草地科学科 准教授

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

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU



獣 医 学 科
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　本学は都会などの獣医学科にはない、ウシやブタなどの大動物を
使った実習があるのが特徴です。また1学年が30人程度のため、学
生同士の仲が良いです。宮大は大動物が得意というイメージが強い
かもしれませんが、小動物を目指す人にもお勧めです。実際、私は小
動物の臨床系の研究室に所属しており、動物病院を受診した患者
の臨床データをまとめたり、先生方と一緒に問診や検査をしていま
す。また手術で機械出しをすることや助手をさせてもらうこともあ
り、良い経験となっています。先生方も学生の将来を見据えて様々
な経験を積ませてくれていると感じています。将来は手術もこなす
小動物系の臨床獣医師になりたいです。

獣医学科  6年

松永美咲  Misaki Matsunaga
熊本県　熊本北高校出身

Department of Veterinary Sciences

獣医師国家試験に対応する獣医学教育を基本として、動物の疾患の予防・治療に関わる獣医師、動物と人の共通感染症の防
御を通じて動物と人の健康・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。

大動物にも興味があって、
小動物を学びたい人はぜひ。

農学部



　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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宮崎で、楽しく獣医学を学んで
みませんか?

　獣医師の社会的な役割はとても広く、畜産業や感染
症対策など、皆さんの生活に関わる様々な場面で、獣医
師が必要とされています。そのため、獣医師には幅広い
知識や能力が求められます。
　本学科のカリキュラムは畜産県である「宮崎」の特徴
を活かし、実践型教育を多く取り入れています。実際の
現場に近いところで学ぶからこそ、論理的な思考力や
柔軟な対応力、自ら課題を発見して行動できる力など
「社会で活躍するための基盤的な能力」が養われます。
　本学科は比較的小規模だからこそ、教員の目が行き
届き易く、皆さんの成長をしっかりサポートすることが
できます。是非、本学科で6年間学んで、獣医師になって
みませんか?

丸山圭介
Keisuke Maruyama

獣医学科 准教授

https://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。

●自然科学に対する幅広い興味や関心を有している人
●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
　をもっている人
●自然科学をはじめ、様々な事柄をよく観察して深く考察し、それを表
　現する力がある人
●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
●学業や学校内外の活動をはじめ、様々な場面において、他者との協
　力を厭わない人間性をもつ人

「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56ページ

地域資源創成学部長

桑 野 　 斉

　我が国では人口減少・少子高齢化を背景にさまざまな課題

が山積し、持続可能なまちづくりが困難になった地域が増大し

ています。このため、地域資源の積極的な活用を通じ、地域課

題の有効な解決策を創出していくことが極めて重要なテーマ

になってきています。「地域資源創成学」は、こうしたテーマを

総合的・学際的に研究する新たな学術分野であり、本学部で

は、地域が抱えるさまざまな課題解決に向け、新たなソリューシ

ョンやイノベーションに関する研究を積極的に進めています。

　この「地域資源創成学」には、異分野を融合し、学術と実務の

垣根をこえた視点や取組が必要になります。このため本学部で

は、宮崎県内の地域社会や地方自治体と連携し、地域資源や

地域課題の実態に即したダイナミックな教育プログラムを提供

しています。地方創生や地域課題解決に関心・意欲・熱意をも

った方に入学していただき、将来の地域を支える人材として、高

い専門的能力を培っていただくことを期待しています。

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・技能）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。

https://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
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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

地域資源創成学科  4年地域資源創成学科  4年 地域資源創成学科  4年

　地域に出て、実際に足で歩いて五感を使って学ぶフィールドワークがあるのが本学部の特徴。荒田さんは「実家が自営業で、将来を考え
て経営を学びたいと思ったし、幅広い分野の講師陣がいるから、専門の方向転換もしやすい」と話します。また、観光に興味があるという
天神さんは「地元の当たり前だと思っていた魅力を授業やフィールドワークを通じて再発見できるのがこの学部ならでは」と教えてくれま
した。小金丸さんは「研究室では自分の知識以上の高度な分野を扱える。自分を高めるスキルを大学時代に身に着けたい」と意欲を燃やし
ます。地域の良さや課題を探求し、解決への提案や活動もできる、将来を見据えた学びをここでしてみませんか。

座学だけでなく、地域に出る機会も地域の課題解決や経営まで幅広く学べる。

荒田芽依 Mei Arata
鹿児島県　出水高校出身

（企業マネジメントコース）

天神美胡 Miku Tenjin
宮崎県　宮崎南高校出身

（地域産業創出コース）

小金丸拓哉 Takuya Koganemaru
福岡県　九州産業高校出身

（地域創造コース）

地域資源創成学部
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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）、国家公務員、IT業界、放送局、運輸業（航空業界、高速道路等）、電気・ガス・水道業、
卸・小売業、製造業（食品・飲料、繊維、化学工業、自動車部品等）、団体職員、生活関連サービス業、大学職員、教育・学
習支援業、金融業、不動産業、複合サービス業、専門技術サービス業（士業、コンサルタント業等）、建設業、進学など

　地域資源創成学部では、地域資源の価値に気付き、地

域活性化を企画・実践できる人材の育成を目指してい

ます。地域社会には様々な資源がありますが、例えばコ

ミュニケーションの研究の視点から見ると、地域の人々

の相互行為も地域資源と捉えることができます。社会に

生活する人々の日常は、自分を理解して貰う、他者を理

解するというやりとりを通じて成り立っていると考えら

れるからです。世界中のどの地域がフィールドであって

も、人と人との結びつきに目を向け、多様な価値観を持

った人々の相互行為の現場を観察・分析する方法を学

ぶことで、今まで気がつかなかった社会の仕組みを理解

できるようになります。地域学部での学びを通して沢山

の新しい視点を手に入れましょう！

福島三穂子
Mihoko Fukushima

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

　

ウェブサイト「みやざき伝承プラットホーム」

ココに
注目!

KOKOCHUKOKOCHU

　次代型の地域づくりのためには、今、何が必要とされているの
でしょうか？これまで地域づくりの進展をはかる尺度は量的成
長、即ち「経済成長率」でした。しかしその一方で、成長を推し進め
た1970年代より「生活の質」論が高まり、「豊かさの中の貧困」が、
さらには「生きづらさ」が課題となり続け、究極的には自然と人間
の存亡に関わる問題となっています。
　そこに欠けていた視点とは何か。それが「伝承」です。伝承は工
業経済体制を導入する以前の人々が地域存在と共に生きることの
全体を形づくる社会・文化的なシステムでした。
　地域資源創成学研究科は「伝承」からの地域づくりを見据え、
地域と機関のプラットフォームとなる地域資源情報活用センター

を創設しました。センターを通じて地域づくり・人づくりに不可欠

な「伝承」の力を再発見していきましょう。
「伝承」からのアプローチで
地域の総合デザインを拓く！

多様な視点を持てる人に！



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】

人々の健康と保健医療福祉の向上に貢献する

　少子高齢多死社会を迎え、医療は「治す」から「予防し、治し、支
える」への転換が図られています。それに伴い、看護職の活躍の場
も医療現場だけではなく、地域の保健医療福祉分野など多岐に
渡ってきました。さまざまな領域で看護職が専門職としてさらに
活躍していくためには、効果的・革新的な看護実践は不可欠です。
　看護学研究科では、そのために必要となる研究能力とともに高
度な看護実践能力を培う教育を行います。
　①「研究者育成コース」では、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い、次世代までも視野に入れた看護学
に貢献できる人材を養成します。②「実践看護者育成コース」で
は、批判的思考力と高度な問題解決能力を有し、国際的視野を持
ちながら、地域特性に対応した看護実践者の育成を行います。

●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（専門職学位課程）〔教職大学院〕

●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を創出することを目指
します。こうした価値創出を通じて、人口減少社会等の今後の社
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人材の育成を図り、実践
研究による成果を基に実際の社会に適用できる社会実装を目指
します。
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木花
キャンパス

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

17

18

19

20

21

22

23

24

25

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、
産学・地域連携センター  地域人材部門、
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
（連携研究設備ステーション施設）
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

26

27

28

29

30

31

32

33

34

36

35

37

38

39

41

42

43

44

40

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
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
（NSCエネルギースクエア）
（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
農学部講義棟屋上

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K 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

L

M

N

O

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。

2022年4月1日現在

〒889－2192
宮崎県宮崎市学園木花台西
1丁目1番地

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

13

14

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

P

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

P

Q

農学部附属フィールド

宮崎大学医学部附属病院患者付添者等宿泊施設
「宮崎ドライビングスクールpresents THE CROSS ROADS」

小
戸
之
橋

2022年4月1日現在

多用途型トリアージ施設

14



●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

11
12

10

4

1 2 3

5

6
7

8
9
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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。

　ウインドサーフィンは風の力を利用して海上を滑走するマリンス

ポーツです。普段は土日をメインに活動し、

青島・大淀川で練習していま

す。現在の部員は工・農学部の

15名ですが、学部学科問わず

に募集しています。部員は全員

大学から始めているので海と関

わった事がまったく無い人でも

練習すれば誰でも自由自在に海

上を滑走し楽しめます！もちろん

男女関係なく楽しめます！

　ウインドサーフィン以外

にもキャンプ、BBQ、合宿

などの部員との交流を深

めるイベントも行い"The｠

大学生"を楽しんでいま

す。試乗会でお待ちしてい

ます！

　生物研究部（通称なま研）では週1回の部会の他に生き物の

飼育や野外での生物観察などを行って

います。現在はミシシッ

ピアカミミガメ、ジュウ

シマツ、ウーパールーパ

ー、メダカ、シマヘビを飼

育しています。生き物が

活発に動き出す春～秋は

野外での生物観察も計画

しています。

　また、今は休耕していますが

生物研究部が所有する畑もあ

り、好きな植物を育てること

も可能です！部員は農学部も

多く、生き物・植物に興味が

ある、好きだ！

という方を大

募集していま

す。一緒にゆ

るりと楽しい

なま研ライフ

はいかが？

ウインドサーフィン部　部長　山川 里玖
工学部 機械設計システム工学科3年　長崎県　長崎日本大学高校出身

練習すれば誰でも自由自在に
海上を滑走し楽しめます！

生物研究部　部長　池亀 麗香
農学部 畜産草地科学科2年　鹿児島県　鹿児島玉龍高校出身

生物研究部が所有する畑もあり、
好きな植物を育てることも可能です！

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。

（全国大学生協連2021年度学生生活実態調査より）

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

1都3県

東 　 　 　 　 海

48,830円

 48,280円

48,160円

48,590円

66,170円

 49,000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

54,260円

 51,670円

47,560円

47,690円

 53,920円

40,790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

62

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）

（東京・神奈川・
埼玉・千葉）

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

宮崎大学へ 請求する場合

入学者選抜要項・大学案内

入学者選抜要項

大学案内 250円

250円

390円

送　　料資　料　名

7月上旬

7月上旬

7月上旬

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

※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。

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　テレメールのサイトに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

テレメールで請求する場合

テレメール

入学者選抜要項・大学案内

大学案内

入学者選抜要項

資　　料　　名 料金（送料含）

215円

215円

250円

567990

587990

568000

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（大学入学共通テストを課さない）学生募集要項

学校推薦型選抜（大学入学共通テストを課す）学生募集要項

医学部医学科（地域枠学校推薦型選抜）学生募集要項

総合型選抜学生募集要項

帰国生徒選抜学生募集要項

社会人選抜学生募集要項

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月上旬

11月中旬

9月中旬

9月中旬

9月中旬

7月上旬

9月中旬

9月中旬

9月中旬

7月上旬

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） https://www.miyazaki-u.ac.jp/exam/department-exam/
畜産別科学生募集要項 https://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

https://telemail.jp
2次元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］

インターネット

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。

※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」「スマホアプリの請求書支払
い（LINEPay、PayPay、au PAY）」「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、コンビニ払いとスマ
ホアプリの請求書支払いは118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。



64

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以降に、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
https://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
https://www.miyazaki-u.ac.jp/exam/department-exam/Internet-apply.html

3

8

3
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［編集発行］宮崎大学学生支援部入試課
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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。
https://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

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

小
戸
之
橋

教育学部　教務・学生支援係

医学部　医療人育成課　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
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