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宮大生はどんなキャンパスライフを
送っているのでしょう？
授業ではどんなことを学ぶの？
これからの夢は？
気になる大学生活に迫ってみました！

宮崎 大学
キャンパスライフ
宮大生２人 に聞きました
医学部
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ウィンドサーフィンで宮崎の海に魅了されています

夢はカヌーで世界を目指すことと小学校の先生

愛知県から宮崎大学に進学し、
「 宮崎の海を楽しみたい」
と考えて入部

「地元宮崎で先生になる」
という夢を持つ谷口さん。高校時代にカヌーを

したのが医学部ウィンドサーフィン部。晴れているときは、青島でひた

始め、現在は国際大会に出場する選手でもあります。バランスの取れた

すら自主練に励む日々です。4月から始めたばかりですが、5月末に福岡

食事のため、朝食と昼のお弁当は自分で作っているそうです。大学生活

4：00

であった1年生の九州大会で優勝。
ますますハマっています。

とトレーニングの両立は、
どうしているのでしょうか？

6：00

業

大学生活の楽しいところは？

ランチ

ウィンドサーフィンが楽しいです。部活の

先生になりたいという同じ目標を持ったクラス

授

練習は週1回ですが、授業の空き時間は、

メイトと一緒に勉強するのは楽しいです。一人

だいたい青島に通っています。今は先輩に

ひとり考え方が違うので、それを聞いて考える

連れて行ってもらっていますが、免許が取

のも面白いなぁと思います。それぞれ得意な科

れたら自分でも行けるようになりますね。

目が違うので、教え合うこともあります。昨年か

部活で水泳もやっています。社会人になる

らは附属小中学校で教育実習が始まっている

と時間が取れないと聞くので、今のうちに

ので、子どもたちと触れ合えるのも楽しいです。
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木花キャンパスではドイツ語など一般教養の授業、清武

校は保健体育、小学校は全教科つくっていま

0：00

キャンパスでは専門の授業があります。前期は医療倫理

す。
高校時代に隙間時間の使い方を徹底して教

や医療社会史、
細胞生物学などを取っていて、
さらに後期

えられたので、今もそこは頑張っていると思う

は解剖学も入ってくるので、
いよいよ医学部らしい勉強が

のですが、時間の使い方は工夫したいと思いま

始まると思うと楽しみです。先輩からは2年生になったら

す。授業はかなり詰まっていますが、空き時間

してもらえるような医師になりたいと思っているので、
全

時々、自炊をしています。カレーやハン
バーグを作りました。あと、地元愛知の

かい

大瀬 快 ヘルマンさん
医学部医学科1年
愛知県名古屋市出身。大学から自転車で
10分ぐらいのアパートで一人暮らし。現在
は免許取得に向けて、
自動車学校に通って
います。
「宮崎はご飯がおいしくて、
いい人ば
かり。特にチキン南蛮が大好きです！」。

ようになりました。夜は友達の家に集
まってホラー映画を一緒に見ることも
あります。睡眠時間がいつのまにか減っ
てしまって、寝不足になるのを気を付け
ないといけないぐらい、毎日、とにかく
自由ですね。

は指導案を書くか、
トレーニングをしています。

これからの夢

た に ぐち

ゆ

い

小学校の先生になりたいです。体育に苦

谷口 夢結さん

手意識がある子どもたちに、好きになっ

教育学部小中一貫教育コース3年

てもらえるような授業をしたいと思って

宮崎県出身。
実家から約1時間かけて車で通
学。
専門は保健体育。
今年5月にオーストラリア
で行われた国際大会では女子U-21カヤック
ペア200mで2位に輝きました。
トレーニング
の日々ですが、
コブクロの曲を聴きながら運転
する通学時がリラックスタイムだそうです。

います。カヌーの方は、国際大会を経験
して、日本代表になりたいと思うように
なりました。国際大会では悔しい思いもしましたが、ワクワクする
気持ちが大きかったです。これからも世界で闘っていきたいです。
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16：00

どんな勉強をしているの？

大変だと聞きますが、将来は、患者さんからなんでも相談
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大変なところは？

味噌カツが恋しくて、味噌カツも作れる
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スポーツをいっぱいやっておきたいです。

力でがんばろうと思います。
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お問合せ先

事前申込制

プラザ
１３：３０〜 宮崎市ト民
ホール [定員450名]
土１
７：３０ オルブライ

新しい時代に挑戦する

鼓動を感じろ！

第2回 宮崎大学

宮崎大学ビジコン事務局 TEL：0985-58-7951

宮崎大学MERAcademy特別セミナー

後期開催予定：2018.10〜2019.1
開催日程は決まり次第HPで告知します。
セミナーは無料でどなたでも受講できます。

宮崎TOPセミナー
宮崎の２６市町村長が地域の現在･未来を90分の講

五ヶ瀬町

美郷町

門川町

高原町

三股町

新富町

義で語ります。
ゆるキャラの登場､特産品の振る舞い､
伝統工芸の体験などもあり、県内市町村の魅力を
木花キャンパスにいながら深く知るチャンスです。

開催場所 : 地域デザイン棟（木花キャンパス）

お問合せ先

宮崎大学 産学・地域連携センター地域デザイン講座
TEL 0985-58-7884（平日9時〜16時まで）

OPEN CAMPUS 8 /10 11
FRI

2018
オープンキャンパス

SAT

(医学部は10日のみ開催)

見て聞いて体験して宮崎大学を知る
※事前申込が必要な体験コースもあります。

-

詳細はHPから

平成31年度入学試験日程

一般
入試

お問合せ

4

出願期間

前期
後期

1月28日 月 〜2月6日 水

宮崎大学 学生支援部入試課

TEL 0985-58-7138

●大学入試センター試験
平成31年1月19日(土)・20日(日)

試験日

2月25日 月・26日 火
後期 3月12日 火 ・13日 水
前期

入試に関する情報を随時更新中！
h t t p : / / w w w. m i y a z a k i - u . a c . j p / e x a m /
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Information
まちなかカレッジ2018
第4回「オリーブを育てよう」

宮崎大学が支援する「バングラデシュICT人材育成プログラム」
第1期生の修了式を開催

おしえて宮大生！・シーズン２

ICT人材育成のためのB-JET（Bangla-

資格試験
（ITEE）
に沿った知識や技術の教育

desh-Japan ICT Engineers Training）
プログ

を行っており、今後3年間で計300人の技術者

宮崎大学生協学生委員会のメンバーが、受験生のために宮大の

ラムにおける3ヶ月の研修期間が終了し、
３月４

を育成する予定です。
これによって、ICTによる

日時：10/13(土)10:00〜12:00
場所：宮崎大学まちなかキャンパス(若草通りアーケード内)
お問合せ先：産学・地域連携センター TEL0985-58-7188

アレコレを紹介する「おしえて宮大生！」。シーズン２では、木花・

日に第 1 期 生の修 了 式が 開 催されました。

途上国の雇用拡大を支援するとともに、
バング

清武 両キャンパスの施設紹介や、
サークル体験レポ、
宮大生の１日

B-JETプログラムは、国際協力機構
（JICA）
が

ラデシュに拠点を持つソフトウェア開発企業や

に起床から就寝まで密着しています。見るしかないやろ!?

政府開発援助
（ODA）
の技術支援の一環とし

宮崎市なども協力し、高度人材不足に悩む日

宮崎大学まちなかカレッジ2018は「食と健康」をキーワードに、

動画公開は８月10日（金）です。お楽しみに！

て、バングラデシュ・コンピュータ評議会との協

本企業への技術者供給やICT産業による地

働で、昨年11月に首都ダッカで開始されまし

方創生も視野に入れています。

http://www.miyazaki-u.ac.jp/exam/oshiete/

6回シリーズで果実や植物に隠された健康機能性、育て方・食べ方
を学ぶことができます。今回は一度は育ててみたい「オリーブ」。

た。本学からは日本語教師3名を派遣し、
プログ
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ラムの運営に協力しています。第1期生のうち9

また、果実がつきやすい「珍品種アルベキナ」の苗をお持ち帰り

名は、4月から宮崎大学で短期留学生として日

いただけます。ぜひ、
ご参加ください。

本語を学習しつつ、宮崎市内の企業でインター
ンシップを経験。プログラムは、ICT（情報通信
技術）
技術者の育成を目的とし、本学から派遣
された教師らによる日本語教育のほか、
日本の

宮崎大学で起こった出来事をご紹介！

ICT技術の国家試験である情報処理技術者

Event
公開
講座
公開
講座

小学生のための楽しい夏休み
「算数自由研究」
親子で学ぶ天気と防災

日時：8/7(火)13:00〜15:00

初代「地域活性化・学生マイスター」
が誕生！
●日程等は今後変更になることがあります。
詳しくはHPをご覧ください。

http://www.miyazaki-u.ac.jp/event-calendar.html

お問合せ先：産学･地域連携センター TEL0985-58-7188

場所：日南市創客創人センター（宮崎大学日南デスク）
日時：8/18(土) 9:30〜11:30

お問合せ先：産学・地域連携センター TEL0985-58-7188

場所：宮崎大学まちなかキャンパス(若草通りアーケード内)

2018年3月〜

大型ディスプレイで
広告事業をスタート

硫黄山地域環境資源保全調査・
対策チームを設置

「地域活性化・学生マイスター」取得学生

霧島連山・硫黄山の噴火後にえびの市（宮

（初級30名、上級18名）
のうち上級資格取得

地元企業からの寄附により新設した
「地域デ

崎県）
の長江川が白濁、酸性化し、環境基準

ザイン棟」の半屋外スペースに、100インチモ

者5名に対し、
３月２２日に修了証を授与しまし

値を超える有害物質が検出されたことを受け、

ニター 活 用した 大 型 ディスプレイ（ 通 称：
MIYADAI DISPLAY）
を設置し、今年度から広

た。本資格は、平成25年度に文科省から採択

「硫黄山地域環境資源保全調査・対策チーム」

された
「地
（知）
の拠点整備事業
（COC事業）」

を設置しました。本学は、
高千穂町土呂久
（宮崎

告事業をスタートしました。地域デザイン棟は、

の中で構築した「地域志向一貫教育」におい

県）
で発生したヒ素公害の追跡調査やインドや

２４時間フルオープンの地域・企業・学生の交流

て、所定のプログラムを履修し、地域の課題解

バングラデシュ、
ミャンマーなどにおいて、地下水

の場として、木花キャンパスのコアエリアに位置

決策を企画立案するために基本的な能力を修

ヒ素汚染対策プロジェクトや健康診断などを

し、多くの学生・教職員等が行き交うため、企業

得した学生に付与される本学独自のものです。

実施してきたノウハウを有することから、県や関

や自治体は有償で地域の魅力や企業の強み、

延岡フィールド水族館2018

日時：8/25(土) 〜9/2(日) 9:00〜17:00 お問合せ先：農学部延岡フィールド TEL0982-37-0327

今年度の卒業生から初代学生マイスターが誕

係機関と連携しながら対応にあたることとして

イベントの告知を行うことが可能となりました。

〜大学生がつくるミニ水族館 in 宮大・延岡フィールド〜

場所：宮崎大学農学部延岡フィールド(延岡市赤水376-6)

生しました。

います。

宮大から地域活性戦略〜VRプロジェクト〜

お問合せ先：宮大から地域活性戦略 〜VRプロジェクト〜
vrmiyazaki@gmail.com
場所：宮崎大学まちなかキャンパス(若草通りアーケード内)

VRでフェニックス自然動物園を体験しよう！
公開
講座

韓国語基礎〜コミュニケーションコース〜

公開
講座

インフルエンザ・ノロウィルス
から身を守ろう

第14回 清花祭

日時：9 /2(日)12:00〜16:00

日時：10/10(水) 〜10/31(水) 全4回 お問合せ先：産学・地域連携センター TEL0985-58-7188
場所：宮崎大学まちなかキャンパス(若草通りアーケード内)
日時：11/10 (土)10:30〜12:00

お問合せ先：産学・地域連携センター TEL0985-58-7188

場所：宮崎大学まちなかキャンパス（若草通りアーケード内）

実演や試食を交えて
「本物のブルーベリー」を学ぶ
「宮崎大学まちなかカレッジ2018」
を６月２日

日時：11/16 (金)〜18(日)

お問合せ先：学生生活支援課 TEL0985-58-7135

場所：宮崎大学 木花キャンパス・清武キャンパス

共同研究成果のドリンクを
附属病院の入院患者へ提供
宮崎県農協果汁
（株）
と長年に渡って、
日向

大空から「しあわせの花
すずらん」
の贈り物
ANAグループの客室乗務員とスタッフが5月

に実施し、55名が受講しました。本講座は、
「食

夏の骨代謝改善機能性の共同研究を実施し、

31日、医学部附属病院を訪れ、
「しあわせ」や

と健康」
という観点に重点をおいた学び直しの

その成果として３月２６日に商品化された「毎日

「幸福の再来」
などの花言葉を持つすずらんと

場を提供し、産学官連携により開発された果樹

おいしく日向夏」
（日向夏ドリンク）
が、医学部附

「押し花」のしおりが入院中の方へプレゼントさ

の機能性とその育て方などを年間6回シリーズ

属病院の入院患者へ一般食として提供されま

れました。すずらんの鉢、切り花は、北海道新千

で一般向けに概説するものです。第1回目の

した。本ドリンクは、一般食の約３００食／１回に

歳空港近郊で採れたもので、
また、
しおりは、

「本物のブルーベリーを味わう」
では、県内外か

提供し、附属病院では月に２回の提供を行って

ANA宮崎空港職員が、阿蘇山に咲くすずらん

ら幅広い世代に受講していただき、
ブルーベリー

いく予定です。今後、機能性表示食品としての

を使って手作りで押し花にした心のこもったもの

の育て方や増やし方
（挿し木の方法）
について

認定取得を目指し、今年度より人臨床試験を

です。ANAグループの職員が入院中の方にや

実演を交えて講義を行ったほか、
キャンパス内に

展開していくこととしています。

さしく微笑みながら

ある実験圃場にてブルーベリー狩り体験を行

すずらんを手 渡す

い、受講者は多数の

と、辺りは和やかな

品種のブルーベリー

雰 囲 気につつまれ

を試食しながら、味の

ました。

違いなどを楽しんでも
らいました。

※この欄は、広告です。掲載されている広告の内容などのお問い合わせは、直接広告主へお願いします。
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宮崎大学の教育研究が地域に及ぼす経済効果

宮崎大学の研究設備

生産誘発効果

500万円以上の設備

402
6,038

生産誘発効果は、平成26年宮崎県観
光消費額1,502億円の27％に相当

雇用創出効果
雇用創出効果は、平成24年県内
従業者45万人の1.3％に相当

億円

その他
1%
医学部
フロンティア科学
15%
実験総合センター

16%
工学部

農学部
21%

24%

X線光電子分光装置

宮崎県シンボルキャラクター
「みやざき犬」

絵本の所蔵数

機器分析支援施設にある
高額設備はコチラ！

機器分析支援施設を含む

※ 宮崎大学財政学研究室による「宮崎大学
の教育研究が地域に及ぼす経済効果等
報告書
（2018年3月）
」
より

附属図書館本館

台

24%

産学地域連携センター

人

338

物質の構成元素の同定および化学
結合状態の解析を行う装置です。

1,722

冊

このうち、1,315冊は、本館1階絵本
コーナーに配架し、読み聞かせの実
習等に活用しています。
学外の方への
貸し出しもしています。
（2018年7月現在）

アレン・ハット旧蔵世界労働運動史コレクション
労働運動史家アレン・ハットが所蔵して
いた、イギリス並びに英露関係を中心と
した世界労働運動史の様々な文献です。
図書館ホームページで概要を紹介中。
（2018年7月現在）

996

点

核磁気共鳴装置

走査電子顕微鏡

共鳴現象を検知して物質の
分子構造を知る装置です。

電子線を利用して物質表面の形態
観察を行う装置です。

※このデータは2018年3月現在の共同利用調査対象設備のものです

まだまだ、
いろんな宮崎大学が発見できそう！
「数字で見る宮崎大学」
をチェック
https://www.miyazaki-u.ac.jp/data.html
数字で見る宮崎大学

広告
※この欄は、広告です。掲載されている広告の内容などのお問い合わせは、直接広告主へお願いします。

宮崎大学公式フェイスブック

Myaoh.TV

みなさんからのたくさんの「いいね！」をお待ちしております。

宮崎大学広報誌『宮崎大学MAGAZINE』2018 vol.29

公式Youtubeチャンネルで宮大がわかる動画が500本以上！

［発行日］平成30年7月31日

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

［編集発行］国立大学法人宮崎大学 広報企画室

〒889−2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地（0985）
58 -7114

本誌を読んでのご感想などご自由にメールでお寄せ下さい。

kouhou@of.miyazaki-u.ac.jp

＊この宮崎大学MAGAZINEは、一般の方々を対象に宮崎県庁や県内の各市町村役場、図書館、道の駅、銀行などで配布しています。
バックナンバーは本学ホームページをご覧ください。

大豆油を主成分としたインキを使用してます

＊本誌掲載の記事・写真・イラスト・ロゴ等の無断転載を禁じます。

