
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTED by生協学生委員会 

令和３年度 宮崎キャンパス情報誌 

Happy Style 
 

Welcome！ 
Enjoy your 
Campus life! 
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入学式について 

 

☆持っていくもの 

  ・筆記用具 ・携帯電話 ・財布 ・ストッキング（替え） 

  ・メモ用紙 ・ハンカチ ・ティッシュペーパー      ネクタイの結びかた(例) 

・時計 ・A4サイズのプリントが入るもの 

 

☆服装                        

 ～男性～ 

 ✧ スーツ 

   肩幅がフィットし、余分なたるみがないように。 

   裾の長さは靴を履いて採寸しましょう！ 

 ～女性～ 

 ✧ シャツ 

   いろいろな色・デザインから選ぼう！  

 ✧ スカート 

   膝が隠れる長さくらいがベストだよ！ 

   パンツもOK！ 

 ✧ 靴 

   ヒールの高さは 3～5ｃｍのものがオススメだよ 

  安定感があり、サイズの合ったものを選ぼう！ 

令和 3 年度南九州大学＆南九州短期大学合同入学式 

日時：4月 3 日（土）10時から 
場所：メディキット市民文化ホール 
アクセス方法：  
  ・宮崎市からタクシーで 10分 
  ・宮崎神宮駅からタクシーで 10分 
  ・文化公園前バス停から徒歩 1分 
  ・宮崎神宮バス停から徒歩 5 分 
  ・霧島 3丁目バス停から徒歩 4分 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止する場合があります。 

あらかじめご了承ください。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF5Nqy3IbRAhWKu7wKHX1ABSoQjRwIBw&url=http://www.tai-kobo.com/page/5&bvm=bv.142059868,d.dGc&psig=AFQjCNHtkzNMMBtA6sdanzk9j68qwfcPjQ&ust=1482458894139534


南九州学園ではスクールバスを無料で運行しています。
乗車の際は、学生証を提示してください。

学校へ行こう！

駐

輪

場

➀➁

駐輪場②・③には

原付バイク置き場もある

よ！



３階：コールラボ 
履修登録やレポート作成、 
インターネットを利用し 
調べ物などができます。 

 

 

 

宮キャンってなにがあると？ 

そんなあなたに宮キャン施設をご紹介します！ 

 

駐車場 
キャンパス内には無料駐
車場も完備しているので
マイカー通学も可能です 

１階：就職コーナー 
新施設学生会館 

(ひなた館)に移転 

１階：掲示板：食堂横の
出入り口付近休講・補講
情報はもちろん様々な情
報が掲示してあります。 

★ 

３号館（アリーナ) 
主に体育の授業や、サークルなどで

使用することが多いです。 
２階は講義室になっています。 

１階のラウンジでは勉強やレポート
をする学生もいます。 

１階：学生生協(売店) 
授業に必要な文房具はもちろ
ん、書籍や食品も購入できま

す。 

１階：学生食堂 
バイキング形式で量り
売りです。一般の方も

利用できます。 

2階：図書館 
学科に関する専門書 

小説・雑誌など豊富な種類
の 

書籍が揃っています！ 

１階：学生支援課 
奨学金の手続き
や、時間割の管理
などの仕事をされ

ています。 

新施設：学生会館（ひなた館） 

昨年まで１号館 1階にあった就職コーナーが移転

したほか、在学生の憩いの場となっています。 

また、就職コーナーには大学と短大両方の専門ス

タッフがいます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 南九州大学 

② コスモス 

③ ファミリーマート 

④ A コープ 

⑤ マックスバリュー 

⑥ 宮崎神宮駅 

⑦ ドンキホーテ 

大学近くのお店をピックアップ！！ 

友達とお気に入りのお店場所を見つけよう♪ 



食堂は第１棟北側入り口から入ってすぐ左にありますが、南九州大学の食堂は
セルフバイキング方式です。
野菜、お魚、お肉、麺類など多くのメニューがあります。とってもおいしいです(*^-^*)
バランスのとれた食事を考える機会にもなるので、ぜひ食堂を利用してみてください！

①並ぶ

②食器をとる

③料理をとる

④味付け

⑤完成

食堂へようこそ

お知らせ！

現在、新型コロナ感染拡大防止のため、セルフバイキング

を中止し「定食」の提供を行っています。

食堂ラッシュに注意して

ね！

かなり混雑するので、早め

に並ぶことをおススメしま

次にお盆とお箸とお皿を

完成です！

自分の好みにだけでなく、

全体のバランスを考えて食

お会計が終わったら飲み物

をついで、ドレッシングや

ソース、醤油などを使って

好みに合わせて味付けしま

好きな料理をとっていこ

う！

値段は１gあたり1.35円です。

・ミールクーポンあります

このミールクーポンがあると、

お得で並ばなくていいんです

よ～～！

時間がない人におススメ！

詳しくは売店で聞いてみてね

・パックもあります

お皿の代わりにパックもある

・日替わり定食

Ｓ ３９０円

Ｍ ４１０円

Ｌ ４３０円

・カレー

Ｓ ２４０円

Ｍ ２９０円

Ｌ ３６０円

・唐揚げカレー

Ｓ ３６０円

Ｍ ４００円

Ｌ ４４０円

・うどん

かけ ２２０円

ワカメ ２７０円

カレー ３３０円

☆夏季限定メニュー☆



収入　仕送り 支出　家賃

　　　　奨学金 　　　　食費

　　　　水道光熱費

　　　　雑費

一日の生活（二限１０：４０～四限４：１０）

　　AM　　９：００  起床 　　１４：４０　三限終了

　　　　　９：１０　炊事 　　１４：５０　四限講義開始

　　　　　９：４０　朝食 　　１６：２０　四限講義終了

　　　　　９：５０　洗濯・家事 　　１６：３０　帰宅

　　　　１０：２０　通学 　　１７：００　夕食

　　　　１０：３０　学校到着 　　１７：３０　アルバイト出勤

　　　　１０：４０　講義開始 　　１８：００　アルバイト開始

　　　　１２：１０　講義終了　 　　２３：４０　アルバイト終了

　　昼食 AM　　０：００　帰宅　入浴

　　　　１３：１０　三限講義開始 　　　０：３０　就寝

（熊本県出身アパート暮らし男性の場合）

　今までどれだけ親に甘えていたのかを痛感できます。
炊事、洗濯家事、すべて自分で行わなければなりません。

しかし、つらいいことばかりではありません。
毎日が自由です。友達と夜遅くまで遊んでも、誰にも怒られませ

ん。その分、自分の責任で行動しなければなりません。

合計 １００,０００円

アルバイト  ７０,０００円 １０,０００円

１０,０００円
合計 ８５,０００円

３０,０００円

０円 ３５,０００円

３０,０００円



 



 

大学生のカバンの中↓ 

 

携帯                       

USBメモリ             実験で使う白衣、実習で使う実習着 

筆記用具             など荷物が多いので大変！一つにまとめ 

スケジュール帳          ると、移動のときなど便利だよ!           

ノートやルーズリーフ        

その他、授業で必要な教科書類 

 

🌼POINT🌼 
授業で必要な教科書は売店で各自、期間内に購入しておく必要があ

るので注意！！！ 

教科書を必要とせず、配布プリント中心、板書中心の授業もあるの

で、教科書やノートの有無は一回目の授業までに確認しておこう！ 

 

 

課題はレポートで出されることが多いので、USBメモリはぜひ 

持っておこう!コールラボや食品開発科学科生は、 

学科専用のパソコン室、コピー機もあり、 

毎回家からノートパソコンを持ってくるのが大変な人は 

活用してね。 

 

Please make the most of 
your university life! 

 

大学で使用する教科書は一

冊一冊が重いので大きなか

ばんがおススメ! 



 

 

 



南九大生の一日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康栄養学部・食品開発科学科 ２年 

自宅生の M さん 

所属サークル 弓道サークル、生協学生委員会 

バイト 土日中心 

 

起床・朝ごはん 

    ６：００～ 

 

ある平日～ 

支度 

    ６：３０～ 

 

出発 

    ７：００～ 

電車通学 

8：30 頃登校 

１限目 ９：００～１０：３０ 

醸造学 
ビール・ワイン等の醸造技術、 

品質管理や発酵食品にまつわる法律について

学ぶよ！ 

 

 ２限目 １０：４０～１２：１０ 

食品加工学 
食品加工の意義・目的を踏まえて、 

加工・保存の原理や応用方法、 

各々の分類について学んでいくよ！ 

 

 

 

下校 

    １８：００～ 

電車通学 

19：30 頃到着 

お昼ご飯 １２：１０～１３：１０ 

 

主にお弁当 

たまに学食でバイキングも 

利用してるよ！ 

３限目 １３：１０～１４：４０ 

空きコマ 
レポート工房で実験の 

課題について取り組んだり、 

好きな本を読んでるよ！ 

 

 

 

４限目 １４：５０～１６：２０ 

食品衛生学Ⅰ 
食品の安全性に関する衛生の基礎 

を知り、病原微生物などの特性について 

学んでいくよ！ 

 

 

 

５限目 １６：３０～１８：００ 

栄養化学 
食べた食品の栄養が体でどう代謝されるのか。

また、栄養素が体でどのように働くのかを 

学んでいくよ！ 

 

 

 

夕食・自由時間 

    １９：３０～ 

 

 

就寝 

    ２２：３０～ 

 

 

新入生に一言！！ 

 

平日は先生の都合で授業の入れ替わり

があるため、バイトをするならシフトは土

日中心にして、学校に慣れてきてから平日

の余裕のある日に入れるといいよ。 

https://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2015/05/4b6e034f3a4da27b37e64b1edd8f3c8f.png


管理栄養学科について 
 

管理栄養学科では、最終目標である国家資格を取ることを目指します！ 

対策や復習も充実しているので安心して進路を決めることができます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理栄養士・栄養士になるための専門的な知識をより詳しく、初歩的なとこ

ろから始めていきます！最初は簡単な内容から進めるので焦らずじっくり

勉強していきましょう！ 

 

管理栄養学科 1 年生前期の時間割はこんな感じ！ 

 

 月 火 水 木 金 

1  食品衛生学 統計学  化学Ⅰ 

2 心理学 からだと 

疾病Ⅰ 

からだと 

栄養Ⅰ 

  

昼休み (12：10～13：10) 

3 調理学  からだと 

栄養実験 

 日本国憲法 

4 食品学 スポーツ 

プログラム 

からだと 

栄養実験 

 生物学Ⅰ 

5 フレッシュ

マンセミナ

ー 

 英語Ⅰ 有機化学  

管理栄養⼠国家試験受験資格

栄養⼠免許

栄養教諭Ⅰ種免許

⾷品衛⽣監視員

⾷品衛⽣管理者



 

 

食品開発科学科では食品について学習し、消費者・食品製造者の両方の視点に立って、食品の開発を行える ”

食のスペシャリスト” を育成しています！ 

とはいっても、実際の食品開発科学科の学生はどんな感じなの？という皆さんの疑問をここで解決します！ 

～とある食品開発科学科１年生 前期時間割～     は必修科目（現在は開講していない科目もあります） 

 

１年次は主に食品に関する基礎を学びます！ 

故に必修、座学が多くなりますヾ(｡>﹏<｡)ﾉ 

科学や哲学などの教養科目は、１年次に大半を履修する形になります！ 

主な必修科目！ 

 

 

 

 

取得できる資格：フードスペシャリスト、食品衛生管理者、高等学校教諭１種（理科・農業） 

中学校教諭１種（理科）、健康食品管理士 

 ※このほかにも取得できる資格はたくさんあります。いろんな資格にチャレンジしてみよう！ 

 

 

 

 月 火 水 木 金 

１ 地学Ⅰ  統計学  化学Ⅰ 

２  
スポーツ 

プログラム 
 

有機化学 

総論 
哲学 

３ 
食品開発 

科学概論 
微生物学 

食品基礎実験 

生物化学Ⅰ 日本国憲法 

４   フランス語 生物学Ⅰ 

５ 
フレッシュ 

マンアワー 
    

食品開発科学科 （通称：食開（しょっかい）） とは・・・？ 

微生物学 

バイオプラスチック等で注目を

浴びている微生物、これら微生

物一般の生態や種類について

理解していき、微生物と人間生

活の関係の理解を目的とします 

生物化学 

栄養素や酵素の構造などの基

礎的な知識を学ぶとともに、生

物の体内で起こる化学反応（代

謝）について説明され、理解を

深めます。 

食品基礎実験 

機器・器具の名称や特徴、基礎

的な操作、食品成分の定性及

び定量などの方法・原理につい

て実験を通して習得します。 



自由に選択できる科目が多いカリキュラム編成が特徴。 

それぞれの興味に応じて、ビジネス関連科目と英語関連科目の比重を変えることができる。 

こんな目標を持つ人へ 
 

 

 

目標達成に導く３つのポイント 

１、幅広い分野からカスタマイズできるカリキュラム 
 本学の卒業に必要な 68単位のうち、選択できる科目数の割合が多く、幅広い分野で学びを深める

ことができるとともに、資格取得に力を注ぐことも可能です。 

２、広汎な視野を持つ人づくり 
 グローバルな環境で働く社会人に求められるのは、ビジネススキルだけではありません。人文各

分野において知性を高め、自ら判断し積極的に動ける人材育成を目指します。 

３、多くの資格を取得して社会に翔く 
 ビジネスの世界で直接役立つ数々の資格を取得することができます。資格取得のために丁寧な指

導で手厚くバックアップします。 

授業の中身 

 代表的な社会の基本理論とその社会的背景を学ぶことで、近代社会の

特質を学びます。社会の中の自明のことに追従するのではなく、疑問に

持ち、客観的に社会を観察することで、社会をより深く理解し「思考す

る力」が養われます。 

 

 “グローバリゼーション”の特質を明らかにし、それが企業、労働、地

域社会にもたらす影響を具体的に見ていきます。労働市場のグローバル

化とイノベーションはどのような人材を必要としていくのかを知ること

で、学生の学習意欲を高めます。 

 

 社会で自分らしく生きるために必要な「教養」とは何かを問います。

教養にたしなみ・楽しみ・あそびなどのキーワードを組み合わせ、「教養

を身に着けることで自己肯定感や自信につながる」という気づきを期待

して組み立てられた授業です。 

取得できる資格  主な就職先 
<単位取得>で得られる資格 

上級情報処理士 

情報処理士 

秘書士 

実践キャリア実務士 etc.. 

<授業>で取得を指導する資格 

秘書技能検定 

簿記検定 

ワープロ検定 

コミュニケーション検定 

プレゼンテーション etc.. 

確かな英語力を 

身に着けたい 

将来を見据えた資格

の習得に努めたい 

幅広い知識の習得を

目指したい 

その他、農業・建

設・製造 

(株)ミヤチク 

(株)増田工務店 

ビジネス・キャリアコース 

卸・小売 

(株)コスモス薬品 

宮崎トヨタ自動車 

(株)スズキ自販宮崎 

金融・保険 

(株)宮崎太陽銀行 

第一生命保険(株) 

公務・団体 

日本郵便(株) 

宮崎県経済農業協同組

合連合会 



    昨今の時代の流れに応じて 2019年度からスタートした新たなコースです。 

全員がグローバルな体験をします。また、多様な学習ニーズに応えた英語科目が用意されてい

ます。さらに、充実した国内外での短期・長期犬種プログラムに参加することができます。 

・こんな目標を持つあなたにおすすめ！ 

・目標達成に導く 3 つのポイント 

 

・気になる授業の中身は？ 

本学の短期・長期研修プログラムで訪問する国・都市・大学などを中

心に学びます。また、日本文化について学び、それを英語で説明できる

ようになることを目指しています。アジアからの留学生が加わる場合も

あります。 

リサーチ＆プレゼンテーションを行う授業です。テーマに沿ってリ

サーチを行い、その結果を英語で発表します。大学生や社会人にとっ

て必須である「プレゼンテーション・スキル」を身に着ける、クリエ

イティブな授業です。 

・学生の声！ 

 

•学校内・外でのグローバルな体験を重視。普段の授業ではアジアからきている留学生と

一緒に学び、グローバルな視野を養います。また、２、3日程度の国内グローバル研修

や1週間程度の海外研修もあります。(自由に選べます！)

➀学校の内外で様々なグローバル体験をする

•就職活動や社会で活躍するために必要な英語力の習得を目指し、英検やTOEICなどの資

格取得に向けた指導を行います。また、コンピューターやプレゼンテーション、ビジネ

スマナーなど、社会人に求められるスキルを要請する授業もあります。

１②現代社会の一員として必陽な英語スキルと各種スキルを学ぶ

•ワシントン州にあるコミュニティカレッジに3カ月または6カ月間の単位認定留学をしま

す。現地では週5日、英語集中研修を受けます。参加は任意ですが、留学しても2年で卒

業が可能です。また、出発時には教員が引率しますので安心です。

１③アメリカに3か月または6か月、単位認定留学をする

グローバルな体験を

して、異文化への理

解を深めたい 

英検 2 級以上、

TOEIC500 点以上を

目指したい 

英語力や留学経験を

生かした仕事に就き

たい 

 留学して、多くの人たちと積

極的にコミュニケーションをと

るように努力し、海外にたくさ

ん友達が出来ました！ 

 

留学中はもちろん、学校に限らず私生活も

英語一色になりました。英語に集中できる

環境で、語学力の向上を感じることができ

ました！ 



宮崎県有数のホテルで実際に職務体験をしながら学び、 

在学中に旅行業への就職に必須となる国家資格の取得を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  国内旅行業務取扱管理者資格取得を目指す 

旅行業者の各営業所に必ず置かなくてはならない国内旅行業務取扱資格の保有者は、旅

行会社やその関連事業においては必要不可欠の人材です。 

  観光ビジネス事務士の資格が取得できる 

宿泊業や旅行業、交通業など観光にかかわる仕事の事務の知識のほか、ツアープランニング、コー

ディネイトや、添乗・接客の仕方、また英会話の習得によって観光業に必要な知識と実務スキルを身

に付け、単位取得で資格を獲得できます。 

  ホテル実務技能認定試験にも挑戦できる 

株式会社サーティファイのホテル事務能力認定委員会が行うこの試験は、ホテル業界に関する実践

的な専門知識・能力が評価されます。ホテル事務技能論等の授業を通して、ホテル事務技能認定試験

（初級・上級）の合格を目指します。 

 

 

ホテル業界で働く職業人としての専門知識を学び、地域社会に貢献しうる

人材を育成する授業です。ホテル実務認定試験上級合格を目指します。 

 

日本国内に点在する観光資源を 1年次は北海道・東北・東日本。2年次は西

日本・九州・沖縄と分けて学修していきます。国内旅行業務取引管理者（国

家試験）の出題範囲にもなっています。 

 

 

宮崎の観光事業・地方創生について何が必要かを探求し学修します。最終

的に学生自身が探求した、本件を含む全国の観光事業について発表します。 

 

 

 

 

旅行や観光の仕事に 

従事したい 

世界を行き巡ることを

生業にしたい 

卒業旅行で必要な国家

資格を取得したい 

目標達成に導くポイント 

気になる授業の中身は？ 

ホテル実務技能論 

[1年次・後期] 

観光地理 

[2年次・後期/ 

2年次前期] 

観光事業論 

[２年次・後期] 

国内旅行業務取扱管理者試験 「単位取得」で得られる 

・観光ビジネス実務士 

「授業」で取得を指導 

・国内旅行業務取扱管理者 

・総合旅行業務取扱管理者 

・旅行地理検定 

・世界遺産検定 

・ホテル実務技能検定 

     （初級・上級） 

旅行業の法律や国内の運賃・観光地理な

ど、初めは知らないことばかり。でも、コ

ースのみんなで同じ目標に向かって連帯

感をもって頑張れたことで、どんどん身に

ついていくのを実感できます！ 

こんな目標を持つあなたへ！ 



 

コンピューターや簿記などを基礎から学ぶことができ、個

別指導で難易度の高い国家資格に挑戦できるコースです。 

こんな目標を持つあなたに！ 

目標達成に導く 3 つのポイント 

〇スキルだけではなく、マナーも 

短大での 2 年間は大人になるための準備期間ともいえ、ただビジネススキルを学ぶだけではなく、

良識ある「大人」、信頼される社会人となるために必要な礼儀やマナー、モラルも身に付けていき

ます。 

〇自分の目標を実現することで自立心ある人間に 

各学年のはじめに取得したい資格や、学びの目標を設定することで、計画的に学生生活を組み

立てていく力を身に付けます。目標に向けた計画を遂行していく中で流されない自分を確立します。 

〇記憶のメカニズムを理解し、効果的に知識を得る 

忘れられるから生きていけるのが人間ですが、とはいえ学びに記憶はつきもの。なぜ忘れるかを

科学して、効率的に復習することで、学習効果をアップします。 

授業の中身とは 

 

 HTML やスタイルシートの気を学び、標準的な Web ページを作成し

たり、修正したりできるような技能を習得します。検定試験によって、学

んだ知識や技能の確認をします。 

 

 

 データベースソフトを使用して、データの保存、抽出や計算、入力や

印刷ページのレイアウト作成などの技能を習得します。検定試験によっ

て、習得した技能の確認をします。 

 

 

コンピューター系の資格も充実！ 

 

オフィス情報コース 

コンピューターのスペ
シャリストになりたい

企業で即戦力としての
力を身に付けたい

ビジネスで役立つ資格
を手にしたい

ウェブデザイン 

[1 年次・前期/後期] 

[2 年次・後期] 

「授業」で取得を指導する資格 

・Web クリエイター ・データベース検定 

・コンピューター会計検定 ・プレゼンテーション 

「単位取得」で得られる資格 

・ウェブデザイン実務士 ・上級情報処理士 

・秘書士   ・実績キャリア実務士 



スポーツの実技と理論を学びながら、英語・ビジネス・コンピュータをバランスよく学べるカリキュラム構成。

少子高齢化の今だからこそ、人と社会に貢献する新しいスポーツのあり方を探求します。 

 

 

 

 

 

 

一、多様なスポーツの魅力を知る 

本格的な競技スポーツ、楽しさを重視したレクリエーションスポーツ、健康を目的としたストレッ

チや簡単な筋トレなど、スポーツ全般を実施することでスポーツの楽しさ、魅力を再発見します。 

二、スポーツと運動を科学する 

スポーツは運動すること、そして運動することは筋肉を使うこと。筋肉はどのようなメカニズムで

動くのか、どうすればより良い動きにつながるのか、といった運動の謎を解明します。 

三、スポーツでつながる、つなぐ 

社会環境の変化の中で、スポーツが果たす役割は広がっています。年齢や性別、居住地域などの違

いを超えた出会いの機会を、スポーツを通じて作っていくことで実践力を身に付けます。 

 

 

 

「授業」で取得を指導する資格 

 スポーツリーダー 

 エアロビック技能検定 

 フィットネスインストラクター 

・ ストレッチ 

・ レジスタンス 

・ エアロビックダンス 

 トレーニング指導者 

 障がい者スポーツ指導員 

 医療事務技能審査試験（メディカルクラーク） 

 コミュニケーション検定 

 ホスピタリティ検定 

スポーツ健康コース 

こんな目標を持つ人へ 

スポーツの指導者の道

に進みたい 
 

スポーツを通して人や

社会に貢献したい 
 

スポーツ関連の仕事に 

就きたい 
 

目標達成に導く 3つのポイント 

授業の中身は？ 

筋力、持久力、柔軟性トレ

ーニングについて、理論と

実習の両面から理解を深め

ていきます。指導現場にお

いて、ここに応じたトレー

ニングプログラムを作成し、

指導できる能力を身に付け

ます。

警察、消防などの採用試験

において主要科目である

「判断推理」を、スタディ

サプリを使用して理解を深

めます。さらに、1年次・後

期に開講する「数的処理」

の受講により年間を通して

効率的に学力を高めます。

日本フィットネス協会のフ

ィットネスインストラクタ

ー(ストレッチ、エアロビッ

クダンスの指導者資格)を取

得することを目標とした授

業です。エクササイズの知

識、模範となる動き、指導

力を習得します。

実践トレーニング 
[1 年次・前期] 

判断推理 
[1 年次・前期] 

スポーツ指導理論 
[1 年次・通年] 

取得できる免許・資格 



 

 

 

大学編入試験を突破するための独自のカリキュラム編成で、一人ひとりの志望

校に合わせて手厚い指導や的確なアドバイスを行います。 

 

・編入試験のため万全のサポートを受けたい 

・短大で学びつつ 4年生大学へ編入したい 

・編入試験の英語や小論文に自信をもって挑みたい 

 

 

１、大学編入に関するノウハウを伝授 

公立大学や難関私立大学の編入試験についてその受験者数、合格者数をはじめ、実施スケジュ

ールや募集要項、試験内容の傾斜を把握した上で一人の学生に合わせて対策を行います。 

２、英語力を強力に押し上げる 

公立大学や難関私立大学の編入試験では、英語の成績が重要です。そこで本コースでは全英語

教員で、学生の学力に合わせて少人数での授業を実施、無理なく無駄なく英語力をアップします。 

３、小論文を書く力を鍛えぬく 

英語とともに必ず課される小論文試験に備えて、「小論文演習」のじゅぎょうで小論文の書き方

を基礎から押さえていくとともに、実践する中で徹底的に鍛えていきます。 

 

 

 

編入試験に備えて英語の基礎・基本の定着を図るための授業。編入試験に

不可能な単語・熟語・文法の基礎的な知識を取り扱います。同時に、今回一

定量の英文を読んでいくことで得分を正確に読む力を養います。 

 

 

まず、小論文の書き方について基礎・基本を学び、次に実際に様々なテー

マについて書いていきます。書いた小論文を学生同士で評価しながら、書く

ノウハウを身に着けます。さらに、各テーマごとにその内容について議論す

る時間も設けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学編入コース 

編入英語 

[１年次・前期/後期  

２年次・前期] 

 

小論文演習 

[２年次・前期] 

 

[国立] 

鹿児島大学 教育学部 

佐賀大学 文化教育学部 

愛媛大学 法文学部 

[公立] 

宮崎公立大学 人文学部 

[私立] 

大女子大学 文学部 

昭和女子大学 人間社会学部 

久留米大学 法学部 

講義ではマナーなども学び、礼儀作

法が身につくので、面接で自信をも

って振る舞えるようになりました。 

大学編入の問題では、時事問題について文章を

まとめたり、面接の練習をしたりするうちに、

どんどん力がついてきますよ。 



医療事務・医療秘書コース 
医療機関で求められる事務職や秘書を目指します。 

一般事務に必要な情報系やビジネス系のほか、語学系科目も充実しています。 

医療事務・メディカル秘書の資格取得を目指す 

診療機関での受付業務や保険点数の計算などは専門的な知識と能力が求められているため、1 年次後

期までに医療事務技能審査試験（メディカルクラーク）に合格し、さらに 2 年次前期までにメディカルオペレ

ータの資格も取得します。 

簿記や会計の知識を習得しコンピュータスキルも身に付ける 

医療事務の仕事においても簿記や会計についての知識能力、そしてそれらを現実の業務で扱っていくた

めにはコンピュータを使いこなすスキルが必要です。これらを自らのものとし、使いこなす人材を育成しま

す。 

外国語を含む、コミュニケーションスキルを身に付ける 

現代の医療はチーム医療、医師や看護師とともに患者様、そしてその後のご家族とも向き合っていかなく

てはなりません。海外からの患者様を迎えることもあるため、外国語を含む、質の高いコミュニケーション能

力を涵養します。 

 

 

 

専門的な知識と能力が求められる医療事務業務。医療費は医療行為ご

とに定められた点数によって算定されます。点数票の解釈や接遇マナー

まで、1年次後期までに医療事務技能審査試験に合格し、メディカルクラ

ークの資格を取得します。 

 

医療現場におけるカルテおよび伝票入力を行うための資格があります。

授業ではその技術・知識を養い医療機関特有のコンピュータスキルを習

得。試験に合格するとメディカルオペレータの称号が得られます。 

医療事務や医療秘書の仕事は、通常の事務職とは違い、医師や看護師、

薬剤師と連携して患者様の治療に携わる仕事です。そのために薬の知識

は必須です。授業では、医療現場で役立つ「薬」の知識を身に付け認定

試験合格を目指します。 

 

 

医療事務技能審査試験 

医事オペレーター技能認定試験 

調剤報酬請求事務技能認定 

授業の中身をチェック！ 

医療事務 

[1 年次・前期/後期] 

 

•医療機関で受付や事務の仕事に就きたい

•医療機関で求められる専門性のある事務資格を
得たい

•オフィス一般で求められるスキルやマナーを身
に付けたい

こんな目標を
持つあなたへ

目標達成に導くポイント 

コンピュータ医療事務 

[2 年次・前期] 

 

薬理の知識 

[2 年次・前期/後期] 

 

資格取得状況 「単位取得」で得られる 

・上級秘書士(メディカル秘書) 

「授業」で取得を指導 

・医療事務技能審査試験 

・医事オペレータ技能認定試験 

・調剤報酬請求事務技能検定 



 

 

 

 

ユニパ（UNIVERSAL PASSPORT）や南九大・短大のホームページに今

回取れる講義の開講が出ます。ここで取りたい講義を選ぼう！ 

 

時間割は自分で履修登録をして決めます。講義が開講したら大学の掲示板

や担任の先生から配布される各学年の開講情報を見ながら登録しましょ

う（‘・ω・） 

 

 とある学生の一年前期の時間割↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講義名に色が付いている科目は必修科目なので、必ず受けよう！ 

（必修科目は学科・コースによって異なるのでしっかり学生便覧を確認し

てから履修登録をしよう！） 

 

履修登録は、大学始まってすぐに担任の教授から説明があるので安心して

ね☆彡 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

大学の講義は、高校までのように決められた時間割の講義を受

けるのではなく、自分で講義を選択して時間割を作製するよ！ 

１年に 2回(前期と後期)、自分で履修登録をするよ！ 

入学後に、学生便覧という本が配布されるよ！ 

これには、抗議の種類や資格取得のために必要な講義などが

掲載されていて、この本をもとに履修登録するよ。 

4年間使用するから、なくさないように大切に使おう 

 

～履修登録に関する Q＆A～ 
Q:履修とは？ 

  A:単位取得のために定められた科目や課程などを学習して修める事！ 

Q:単位取得するには？ 

  A:講義に出席し、レポート課題や定期試験による 

評価によって取得が認められる！ 

～履修登録の流れ～ 

◎時間割り表を見て、履修する科目が何曜

日の何限目にあるかチェック！！ 

◎登録の期間が決まっているので登録漏

れがないように気を付けよう！！ 

◎履修登録はパソコンやスマートフォンからインタ

ーネットを使って行うよ！ 

◎大学のホームページより、ユニバーサルパスポート

にログインして、時間割表と照らし合わせて登録す

るよ！ユニバーサルパスポートでは、履修した広義

の成績や内容なども確認できるよ！ 

入学後に詳しく説明があります！！ 

ログインページ 



 

 

 

 

 

 

 

大学の講義は，高校までのように決められた時間割はなく，自分で講義を

選択して時間割を作る必要があるよ！ 

 １年に２回（前期と後期），自分で履修登録をします。 

 

 

 

～単位に関するＱ＆Ａ～ 

Ｑ．単位って？ 

単位とはその科目を修了（講義を受講し定期試験やレポートの評価によ

り），合格した証として貰えるものです。 

 例えば前期の「化学Ⅰ」という講義を 15 回受講し，定期試験に合格するこ

とで 2 単位修得することが出来ます。 

 ※科目ごとに単位は異なります。 

 

Ｑ．単位を修得するには？ 

 講義に出席し，レポート課題や定期試験による評価により取得が認められ

ます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★単位と履修登録については入学後に詳しい説明があります！  

～単位を修得するまでの簡単な流れ～  

② 履修登録を正しく行う。 

②授業に 3 分の 2（短大は４分の３）以上出席する。 

③定期試験を受ける。 

 合格→単位が認定される！ 

不合格→再試験に合格すれば単位が認定！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                   

高校 項目 大学 

指定 服装 自由 

あり HR・朝礼 なし 

学校が決めている 時間割 個人で決める 

クラスで決まっている 教室 授業科目ごとに決まっている 

50分 授業時間 90分 

あり 教科書 必要な場合がある 

週数回 1科目の授業回数 週 1回 

1限目 09：00～10：30 

2限目 10：40～12：10 

昼休み 12：10～13：10 

3限目 13：10～14：40 

4限目 14：50～16：20 

5限目 16：30～18：00 

高校と大学の違い 

南九大卒業について 単位とは？ 

南九州大学では卒業に必要な単位が各学部、学科

によって定められています。また卒業の単位の中

に必須科目・教養科目・選択科目など最低限取ら

なければならない科目があるので計画的な単位

履修が求められます。 

それに加え 1年間で取れる単位の上限が各学年で

定められているので、入学後のオリエンテーショ

ンでしっかり説明を聞こう。 

単位はその科目を修了(講義を受講して定期試験や

レポートの評価によって)合格した証としてもらえ

るものです。南九大は前期と後期の 2 期制になって

います。例えば前期の「化学Ⅰ」という講義を 15回

受講しテストに合格することで 2 単位修得するこ

とができます。 

※講義には座学・実習・課外授業などがあり、これ

は科目単位ごとに異なっています。 

 

時間割表 



《旧年度》　学年歴　大学編

春季休業 ４月　１日（水）～４月　２日（木）

在学生オリエンテーション ４月　３日（金）～４月　９日（木）

定期健康診断 ４月　６日（月）～４月　９日（木）

入学式 ４月　６日（月）　　中止

新入生オリエンテーション ４月２０日（月）～４月２１日（火）

前期授業開始 ４月２２日（水）

開学記念日 ５月　１日（金）　※通常授業

教育実習（教職課程４年生） ５月～６月　・　９月～１０月

臨地実習（管理栄養学科４年生） ６月～９月

校外実習（管理栄養学科３年生） ９月

前期授業終了 ８月１２日（水）

前期定期試験 ８月１７日（月）～８月２４日（月）

追・再試験 ９月　１日（火）～９月　４日（金）

夏季集中講義 ８月２５日（火）～８月３１日（月）

９月　７日（月）～９月２４日（木）

夏季休業 ８月２５日（火）～９月２４日（木）

※前期補講日　　７月１８日（土）、８月１３日（木）、８月１４日（金）

在学生オリエンテーション ９月２５日（金）

後期授業開始 ９月２８日（月）

大学祭 １１月上旬～１２月上旬

介護等体験（教職課程３年生） １０月～１２月

冬季休業前授業終了 １２月１８日（金）

冬季集中講義及び補講 １２月２１日（月）～１２月２５日（金）

冬季休業 １２月２１日（月）～　１月　４日（月）

後期授業再開 １月　５日（火）

大学入学共通テスト １月１６日（土）～　１月１７日（日）

後期定期試験 ２月　５日（金）～　２月１５日（月）

追・再試験 ３月　８日（月）～　２月１１日（木）

臨地実習（管理栄養学科３年生） ２月～３月

学年末休業 ２月１６日（火）～　３月３１日（水）

卒業判定会議 ３月　５日（金）

卒業式 ３月１６日（火）

管理栄養士国家試験 ３月上旬（予定）

※後期補講日

　宮崎キャンパス　１１月２０日（金）、１月２０日（水）、１月２１日（木）、２月３日（水）、２月４日（木）卒業式

　都城キャンパス　１２月１６日（水）、１２月１７日（木）、１月２１日（木）、２月３日（水）

前　　　　　　期

後　　　　　　期



《旧年度》　学年歴　短期大学編

春季休業 ４月　１日（月）～　４月　２日（木）

オリエンテーション（２年生） ４月　３日（金）

入学式 ４月　４日（土）　　中止

新入生オリエンテーション ４月　６日（月）～　４月　９日（木）

定期健康診断（２年生） ４月　６日（月

定期健康診断（１年生） ４月　８日（水）

前期授業開始 ４月２２日（水）

開学記念日 ５月　１日（金）

学生総会 ５月１６（土）　予定

オリエンテーション（１年生・２年生） ８月　４日（火）

前期授業終了 ８月１２日（水）

前期定期試験 ８月１７日（月）～　８月２４日（月）

夏季休業 ８月２５日（火）～　９月２４日（木）

追・再試験 ９月　１日（火）～　９月　４日（金）

オリエンテーション（１年生・２年生） ９月２５日（金）

※前期補講日　　７/１８（土）、８/１３（木）、８/１４（金）

講義振替予備日　７/１１（土）、８/１（土）

後期授業開始 ９月２８日（月）

学園祭（きりしま祭） １１月上旬～１１月下旬

冬季休業前授業終了 １２月２１日（月）

冬季休業 １２月２４日（木）～　１月　４日（月）

後期授業再開 １月　５日（火）

後期授業終了 ２月　１日（月）

後期定期試験 ２月　２日（火）～　２月　９日（火）

オリエンテーション（１年生・２年生） ２月　９日（火）

追・再試験 ２月２２日（月）～　２月２６日（金）

学年末休業 ２月１０日（水）～　３月３１日（水）

卒業判定会議 ３月　２日（火）

卒業式 ３月１２日（金）

※後期補講日　　１２/２２（火）、１２/２３（水）、１/２７（水）、１/２８（木）

※きりしま祭補講日　１１/２０（金）

前　　　　　　期

後　　　　　　期



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年、南九州大学・宮崎キャンパスでは 11 月に学園祭を開催し

ます！！ 

きりしま祭では友達同士で模擬店を出したり、ステージイベント

でゲストが来たりなどこの大学での1大イベントとなっています！ 

私たち生協学生委員会では今年は模擬店と健康フェスタを行い

ました(*´з`) 

 

 

そのほかにも新入生歓迎会でバーベキューがありスポーツ大会や他大学

との交流会なども行っています。また 12 月にはクリスマスパーティーな

どもおこないます！( ﾟДﾟ) 

 

大学では楽しいことがたくさんありまた高校とは違いと間立同士での旅

行など自分のしたいことが見つかるかも？( *´艸｀) 

 



～学生総合共済について～





CC(Coop Community)について 
CC(Coop Community)とは、ハッピースタイルを作成している私たち生協学生委員会のことです。 

ここでは、そんな私たち生協学生委員会の活動について少し紹介します。 

では、そもそも生協学生委員会とはいったい何者なのかというところから紹介します。 

みなさんは、これからこの南九州大学や南九州短期大学に入学し、南九州大学もしくは南九州短短期

大学の一員となります。そこで様々な問題や不安にぶつかると思います。 

そんな皆さんのために活動しているのが私たち生協学生委員会です。 

私たち生協学生委員会は、さまざまな活動を行い、皆さんの大学・短大生活が楽しくそして有意義な

ものになるように活動しています。 

それでは、私たちが具体的にどういった活動を行っているのか紹介します。 

 

１．新入生説明会 

新入生説明会では、入学前の皆さんに大学のことをハッピースタイルにそって紹介し、皆さんのわか

らないことを１つでも多くなくし、大学・短大生活への不安を少しでも減らす会です。この会のこと

を私たちは、「合格者の集い」と呼んでいます。また、別紙で新入生説明会について詳しく書いてある

ので、読んでみてください。 

 

２．オープンキャンパスのお手伝い 

ハッピースタイルを呼んでいる新入生の皆さんの中で、オープンキャンパスに参加してくれた人も多

いと思います。その中でオレンジ色の T シャツを着た人たちを見たことがある人も多いと思います。

実は、それが私たち生協学生委員会です。オープンキャンパス内で行ったキャンパスツアーで皆さん

に校内のことを紹介したり、食堂で学食体験のチケットを受け取ったりしていたのは私たち生協学生

委員会でした。このように、私たち生協学生委員会は入学する前の皆さんとの交流し、大学の魅力を

伝えるという仕事もしています。 

 

３．ハッピースタイルの作成 

このハッピースタイルを作るのも私たち生協学生委員会の活動の一つです。 

ページの構成から編集まですべて私たち生協学生委員会が行っています。少しでも新入生の皆さんに

この南九州大学や南九州短期大学のことがわかるようにできるだけわかりやすく作ることを心がけ、

作成しています。 

 

＜最後に＞ 

どうでしたか？ 

簡単ではありますが、少しだけ私たち生協学生委員会の活動を紹介しました。 

また、裏表紙に私たちの写真を掲載しているので、ぜひご覧ください。 

それでは、新入生の皆さん４月にお会いしましょう。           大学生協マスコット 

皆さんにお会いできるのを委員一同楽しみに待っています。           タヌロー 

最後まで読んでくれてありがとうございました。                

生協学生委員会一同 


