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学 生 募 集 要 項

【欠員補充第２次募集】

募集を行う学部・学科
農学部
植物生産環境科学科
森林緑地環境科学科
畜産草地科学科

宮 崎 大 学



宮崎大学の教育理念とアドミッション・ポリシー(入学者受入・選抜の方針)

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。

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。

宮崎大学ではこのような教育理念を各学部，学科，課程において達成するた
めに，それぞれアドミッション･ポリシー（入学者受入・選抜の方針）を掲げています。
したがって，本学に入学を希望する人は，基礎教育及び学部専門教育の内容

や各学部，学科，課程のアドミッション・ポリシーを十分に理解した上で志願
してください。



 

各学科のアドミッション・ポリシー 

 

 

学科 学科のアドミッション・ポリシー 

植物生産

環 境 科 

学  科 

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。 

１．求める学生像 

植物生産環境科学科では，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（主体

性），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（学問への関心）を有する

人，実験や観察において深く考察（思考力）し，その結果を表現する力（表現力），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（知識・理解）を有する人，また，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（協調性），国際的な視野と責任感を有する人を求めています。 

２．入学者選抜の基本方針 

1) 一般入試（前期日程・後期日程） 

高等学校までに修得した基礎的な学力と理数系科目など大学の学習で必要となる発展的な学力について，大学

入試センター試験と個別学力検査によって，知識・理解，思考力，表現力を総合的に評価します。 

2) 推薦入試 

高等学校での学業成績が優秀な者に対して，大学入試センター試験を免除する代わりに，面接及び書類審査に

よって多様な能力を総合的に判断します。 

面接では主体性，協調性，学問への関心について評価します。 

書類審査では推薦書，調査書，志望理由書を審査します 。それによって，知識・理解，思考力，表現力，主体

性，学問への関心を評価します。 

3) 帰国子女入試 

帰国子女に対し，面接と小論文，出願書類によって，思考力，表現力，主体性，協調性，学問への関心，知識・

理解を評価します。 

4) 社会人入試 

社会人に対し，面接と書類審査によって，思考力，表現力，主体性，協調性，学問への関心，知識・理解を評

価します。 

5) 私費外国人留学生入試 

外国人留学生に対し，面接，小論文，日本留学試験，出願書類によって，知識・理解，思考力，表現力，主体

性，協調性，学問への関心を評価します。 

３．入学までに身に付けてほしいこと 

数学，理科，英語など，高校で履修した科目に関する基礎学力を十分に身に付けると同時に，主体性，協調

性，コミュニケーション能力など，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対人スキ

ルを身に付けておくことが望ましい。 

森林緑地

環 境 科 

学    科 

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。 

１．求める学生像 

森林緑地環境科学科では，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（主体性），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（学問

への関心）を有し，実験や観察において深く考察（思考力）し，その結果を表現する力（表現力），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（知識・理解）を有する人，また，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（協調性）人材を求めていま

す。 

２．入学者選抜の基本方針 

1) 一般入試（前期日程・後期日程） 
高等学校までに修得した基礎的な学力と理数系科目など大学の学習で必要となる発展的な学力について，大学

入試センター試験と個別学力検査によって，知識・理解，思考力，表現力を総合的に評価します。 
2) 推薦入試 

高等学校での学業成績が優秀な者に対して，大学入試センター試験を免除する代わりに，面接及び書類審査に

よって多様な能力を総合的に判断します。 
面接では主体性，協調性，学問への関心について評価します。 
書類審査では推薦書，調査書，志望理由書を審査します。それによって，知識・理解，思考力，表現力，主体

性，学問への関心を評価します。 
3) 帰国子女入試 

帰国子女に対し，面接と小論文によって，表現力，主体性，協調性，学問への関心を評価します。 
 

 



 

学科 学科のアドミッション・ポリシー 

森林緑地

環 境 科 

学    科 

4) 社会人入試 
社会人に対し，面接と書類審査によって，主体性，協調性，学問への関心，知識・理解，思考力を評価します。 

5) 私費外国人留学生入試 
外国人留学生に対し，面接，小論文，日本留学試験によって，知識･理解，思考力，表現力，主体性，協調

性，学問への関心を評価します。 

３．入学までに身に付けてほしいこと 

理科，数学，外国語など，高等学校で履修した科目に関する基礎学力を十分に身に付けると同時に，勉学にお

いて自ら興味を深め課題を発見する姿勢，多様な意見を聞きながら課題解決を図る態度を身に付けておくことが

望ましい。 

畜産草地

科 学 科 

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。 

１．求める学生像 

畜産草地科学科では，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

（主体性）を持って取り組み，動植物に対する幅広い興味や関心（学問への関心）を有し，実験や観察において

深く考察する能力（思考力）を有し，その結果を表現する力（表現力），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（知識・理解）を有する人，また，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（協調性）を有する人材を求めています。 

２．入学者選抜の基本方針 

1) 一般入試（前期日程・後期日程） 

高等学校までに修得した基礎的な学力と理数系科目など大学の学習で必要となる発展的な学力について，大学

入試センター試験と個別学力検査によって，知識・理解，思考力，表現力を総合的に評価します。 

2) 推薦入試 

高等学校での学業成績が優秀な者に対して，大学入試センター試験を免除する代わりに，面接及び書類審査に

よって多様な能力を総合的に判断します。 

面接では主体性，協調性，学問への関心について評価します。 

書類審査では推薦書，調査書，志望理由書を審査します。それによって，知識・理解，思考力，表現力，主体

性，学問への関心を評価します。 

3) 帰国子女入試 

帰国子女に対し，面接と小論文によって，表現力，主体性，協調性，学問への関心を評価します。 

4) 社会人入試 

社会人に対し，面接と書類審査によって，主体性，協調性，学問への関心，知識・理解，思考力を評価します。 

5) 私費外国人留学生入試 

外国人留学生に対し，面接，小論文，日本留学試験，出願書類によって，知識・理解，思考力，表現力，主体

性，協調性，学問への関心を評価します。 

３．入学までに身に付けてほしいこと 

生物，化学，英語など，高校で履修した科目に関する基礎学力を十分に身に付けると同時に，主体性，協調性

など，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対人スキルを身に付けておくことが望

ましい。 
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入試日程の概要（欠員補充第2次募集）

出願受付期間

３月２９日（日）～３０日（月）

９時～１７時

※本学に持参

受験票交付

（出願受付時に交付）

合否判定基準に基づき

選抜

合格発表

３月３１日（火）１５時

入学手続き

４月１日（水）

※本学に持参

入学式

開催時期未定



１．募集人員
農学部

植物生産環境科学科 １６名

森林緑地環境科学科 ８名

畜産草地科学科 ８名

２．出願資格
出願できる者は，下記の(1)～(3)のいずれかに該当し，令和２年度（2020年度）大学入試セン

ター試験のうち本学が指定した教科・科目（本要項｢４．入学者選抜方法｣に記載）を受験した者

で，かつ，令和２年（2020年）３月２４日の時点で令和２年度（2020年度）入学試験において，

いずれの国公立大学・学部（独自日程で入学者選抜を行う公立大学・学部を除く。以下同じ。）

にも合格していない者（いずれの国公立大学にも出願していない者を含む。），あるいは合格した

が欠員補充第２次募集出願時にいずれの国公立大学にも入学手続を行っていない者とします。

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び令和２年（2020年）３月卒業の者

(2) 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者及び令和２年（2020年）３月修了の者

(3) 学校教育法施行規則第150条の規定により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある

と認められる者及び令和２年（2020年）３月３１日までにこれに該当する見込みの者

※上記（３）に該当する者のうち，学校教育法施行規則第１５０条第７号の規定により個別の入学

資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で，１８歳に達し

た者には入学資格を認めます。本学の個別の入学資格審査により入学資格の認定を受けようとす

る者は，宮崎大学学生支援部入試課にお問い合わせください。

【留意事項】

①欠員補充第２次募集への出願をすることができるのは，１つの大学・学部のみです。

②欠員補充第２次募集出願後，他の国公立大学へ追加合格等により入学手続を行った者は，

受験しても入学許可は得られません。

③合格者は，入学手続を完了したときは，それ以後にこれを取り消して他の国公立大学へ入

学手続を行うことはできません。

３．出願手続き

（１）出願期間
令和２年（2020年）３月２９日（日）～３０日（月）９時から１７時まで（必着）

※出願は持参のみです。持参以外は受け付けませんのでご注意ください。

（２）出願方法
①２ページの（３）にある出願に必要な書類をすべて取り揃え，以下の出願先へ持参してください。

②出願書類等に不備等がある場合は受理できませんので，十分点検して提出してください。

③受験票は，出願書類受付後にその場で直接交付します。

≪出願先≫

〒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

TEL：0985-58-7138

FAX：0985-58-2865
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（３）出願に必要な書類
①出願時に作成するもの

出願書類 摘 要

入学志願票・ 志願票・受験票・写真票は，出願（来学）時に配付しますので，係員の指示に従

受験票・写真票 って記入してください。

②出願時に持参するもの（下記の書類が全て揃っていない場合は，出願を受理しません。）

出願書類 摘 要

写 真 上半身無帽正面向きで出願前６か月以内に撮影したもの（縦４㎝×横３㎝）２枚

センター試験受験票 令和２年度（2020年度）大学入試センター試験の受験票（原本のみ。コピー不可。）

文部科学省所定の様式により，出身学校長が作成し，厳封したものとし，「校長

名」及び「記載責任者職氏名」は必ず明記し，押印（写しは不可）してください。

出身高等学校等において指導要録が保存年限を超え，調査書を発行できない場合

には，その旨を記した証明書，単位修得証明書及び卒業証明書の３つの提出をも

調 査 書 って，これに代えることができます。

高等学校卒業程度認定試験等に合格した者は当該試験の合格成績証明書をもって

代えることができます。ただし，高等学校等での取得単位を有する場合は当該高

等学校等の成績証明書を添付してください。

注意：調査書，証明書等は平成３１年（2019年）４月以降に発行された

ものを提出してください

検定料 現金（１７，０００円）で釣銭のないようご用意ください。

センター試験成績請求票 ２募令和２センター試験成績請求票（国公立第２次募集用）(原本のみ。コピー不可｡)

注意事項

○出願書類受付後の記載事項の変更および出願書類の返還は認めません。

○納入後の検定料は，次の場合を除き，いかなる理由があっても返還いたしません。

1) 出願しなかった場合，又は出願書類の不備等で出願を受理しなかった場合
2) 出願書類受付後，大学入試センター試験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した場合は，
１３，０００円を返還します。

なお，返還請求の方法については，後日連絡します。

○センター試験成績請求票は必ず「国公立第２次募集用」を貼付してください。
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４．入学者選抜方法

（１）選抜方法・合否判定基準
個別学力検査は課さずに，大学入試センター試験の成績により順位付けを行い，合否を決定します。

また，同点の場合は，次に示す教科・科目等の優先順位により順位付けを行います。

学 科 優 先 順 位

①大学入試センター試験の理科の合計得点

植物生産環境科学科 ②大学入試センター試験の数学の合計得点

③大学入試センター試験の外国語の得点

森林緑地環境科学科
①大学入試センター試験の理科の合計得点

②大学入試センター試験の数学の合計得点

畜産草地科学科
①大学入試センター試験の英語の得点

②大学入試センター試験の理科の合計得点

（２）実施教科・科目等

大学入試センター試験の利用教科・科目名 大学入試センター試験の配点等
学

科 教科 科 目 名 等 試験の 国語 地歴 数学 理科 外国 配点
区 分 公民 語 合計

植 国 国語 センタ 100 200 300 200 800
物 ー試験
生 数 数Ⅰ・数Ａ と（数Ⅱ，数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報から１）の２

産 個別学
環 理 物，化，生，地学，（物基，化基，生基，地基から２）から２（注☆） 力検査
境

科 外 英(ﾘｽﾆﾝｸﾞを含む)，独，仏，中，韓 から１

学 計 100 200 300 200 800
科 〔４教科６科目又は４教科７科目〕

国 国語 センタ 100 100 300 300 200 1000
森

ー試験

林
地歴 世Ａ，世Ｂ，日Ａ，日Ｂ，地理Ａ，地理Ｂ

から１

緑
公民 現社，倫，政経，｢倫・政経｣ 個別学

地
力検査

環
数 （数Ⅰ，数Ⅰ・数Ａから１）と（数Ⅱ，数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報から１）の２

境

科
理 物，化，生，地学，（物基，化基，生基，地基から２）から２（注☆） 計 100 100 300 300 200 1000

学

科
外 英(ﾘｽﾆﾝｸﾞを含む)，独，仏，中，韓 から１

〔５教科７科目又は５教科８科目〕

国 国語 センタ 200 100 200 200 200 900
ー試験

畜
地歴 世Ａ，世Ｂ，日Ａ，日Ｂ，地理Ａ，地理Ｂ

から１

産
公民 現社，倫，政経，｢倫・政経｣ 個別学

草
力検査

地
数 （数Ⅰ，数Ⅰ・数Ａから１）と（数Ⅱ，数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報から１）の２

科

学
理 物，化，生，地学，（物基，化基，生基，地基から２）から２（注☆） 計 200 100 200 200 200 900

科
外 英(ﾘｽﾆﾝｸﾞを含む)

〔５教科７科目又は５教科８科目〕

（注☆）次の①②よりいずれかを選択。

①基礎を付した科目２科目と理科の基礎を付していない科目１科目（同一名称科目（物基と物，化基と化，生基と生，地基と地学）

の選択は不可）

②基礎を付していない科目２科目
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注意事項

①地歴・公民及び理科の基礎を付していない科目を２科目受験している場合は，解答順に「第１
解答科目」及び「第２解答科目」として取り扱います。

②地歴・公民を２科目受験している場合は，「第１解答科目」の成績を採用します。
③英語は，筆記試験，リスニングの両方を受験していることが条件となります。（大学入試センタ
ーからリスニングを免除された者を除く）。筆記試験のみ受験した者（免除者以外）及びリスニ
ングのみ受験した者は英語を受験しなかった者として取り扱います。
大学入試センター試験の外国語において英語（250点満点）とその他の外国語（200点満点）

で配点が異なっているため，英語を選択した場合は，200点満点に圧縮後，各学科の配点に換算
します。

④大学入試センター試験の成績は，令和２年度（2020年度）のものに限り採用します。
⑤教科・科目名は，次のように表記しています。

教科名 科 目 名

国語→国 「国語」→「国語」

地理歴史→地歴 「世界史Ａ」→「世Ａ」,「世界史Ｂ」→「世Ｂ」,「日本史Ａ」→「日Ａ」,「日本史Ｂ」→「日Ｂ」
「地理Ａ」→「地理Ａ」,「地理Ｂ」→「地理Ｂ」,

公民→公民 「現代社会」→「現社」,「倫理」→「倫」,「政治・経済」→「政経」,
「倫理,政治・経済」→「倫・政経」

数学→数 「数学Ⅰ」→「数Ⅰ」,「数学Ⅱ」→「数Ⅱ」,「数学Ａ→数Ａ」,「数学Ｂ」→「数Ｂ」,
「簿記・会計」→「簿」,「情報関係基礎」→「情」，「工業数理基礎」→「工」

理科→理 「物理基礎」→「物基」,「化学基礎」→「化基」,「生物基礎」→「生基」,「地学基礎」→「地学基」
「物理」→「物」,「化学」→「化」,「生物」→「生」,「地学」→「地学」，

外国語→外 「英語」→「英」,「ドイツ語」→「独」,「フランス語」→「仏」,「中国語」→「中」,「韓国語」→「韓」

５．修学上の配慮を必要とする志願者の事前相談

障がいがある等の理由で，入学後，修学上の配慮を必要とする者は，令和２年（2020年）３月２６日

（木）までに下記の事項を記入した申請書（本学ホームページからダウンロード）に，医師の診断書を

添えて入試課に提出してください。

①志願者氏名・志望学部・学科

②障害等の種類・程度

③受験上・修学上の配慮を希望する事項

④出身学校でとられていた配慮事項

⑤日常生活の状況

⑥住所及び連絡先の電話番号

※相談申請書ダウンロード先：http://www.miyazaki-u.ac.jp/exam/admission/1789-2.html

（「宮崎大学」→「入試情報」→「受験に関する情報」→「障がい者支援」）

６．合格者発表

（１）発表日時：令和２年（2020年）３月３１日（火）１５時

本学ホームページ上で発表し，合格者へは本学から電話連絡します。

（２）合格通知書及び入学手続関係書類は，入学手続当日に入試課で交付します。

（３）入学辞退等で欠員が生じた場合は，追加合格者を決定し，電話により直接本人あてに連絡し

ますので，本学からの連絡が確実に受けられるよう待機しておいてください。

（４）電話等による合否の照会には一切応じられません。
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７．入学手続

（１）手続期間 令和２年（2020年）４月１日（水）（受付時間：９時～１７時）

入学手続きは持参のみです。

手続場所 農学部教務・学生支援係

【注】４月１日（水）１７時までに入学手続を行わなかった場合は，

入学を辞退したものとして取り扱います。

（２）提出書類

①本学受験票及び大学入試センター試験受験票

②入学料

③顔写真１枚（縦３㎝×横２.４㎝）
④その他，本学所定の入学手続関係書類

（３）入学料・授業料

①入学料 ２８２，０００円

②授業料 前期分 ２６７，９００円 後期分 ２６７，９００円 年額 ５３５，８００円

※授業料は，入学後にお支払いいただくことになります。

※在学中に授業料の改定が行われた場合は，改定時から新授業料が適用されます。

（４）詳細については，合格発表の電話連絡時にお知らせします。

８．個人情報の取扱いについて

（１）個人情報については，「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「国立

大学法人宮崎大学個人情報保護規則」に基づいて取り扱います。

（２）出願にあたってお知らせいただいた氏名，住所その他の個人情報については，①入学者選抜

（出願処理，選抜実施），②合格発表，③入学手続業務を行うために利用します。

（３）入学者選抜に用いた試験成績は，今後の入学者選抜方法の検討資料の作成のために利用します。

（４）上記（２）及び（３）の各種業務での利用に当たっては，一部の業務を本学より該当業務の委

託を受けた業者において行うことがあります。

（５）国公立大学の分離分割方式による合格及び追加合格決定業務を円滑に行うため，氏名，大学入

試センター試験の受験番号，合否及び入学手続等に関する個人情報に限って，独立行政法人大

学入試センター及び併願先の国公立大学に通知されます。

（６）出願にあたってお知らせいただいた個人情報は，入学者のみ①教務関係（学籍，修学指導等），

②学生支援関係（健康管理，就職支援，入学料免除，授業料免除，奨学金申請等），③授業料

徴収に関する業務を行うために利用します。

９．出願場所・入学手続場所

（１）出願場所

〒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（TEL 0985-58-7138）

（２）入学手続場所

〒889-2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地

農学部教務・学生支援係（TEL 0985-58-3834）
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