
農学部への質問 

・学校の施設やサークルなどについて学生の皆さんから聞いてみたいです。（実験、施

設） 

～農学部棟は改装工事がされたばかりで内観が非常にきれいで使いやすいです。 

～図書館が改装されたのできれいで、使いやすいです。 

～森林の実験設備は充実しており、分子生物学系（微生物関係や木材の分子構造）の実験に

不備を欠かないようです。 

～サークルについて。やったことのないアクティビティができることや、自分と似ている人

たちがたくさん集まるサークルもあるので、出会いの場であり経験の場でもあると言え

ます。大学生活を楽しくするための活動の一種といえます。 

～農学部棟の改修工事があり、順次、研究室のお引っ越しが行われています。皆さんが、研

究室配属される 3 年生頃には、きれいな実験室や休憩室で、研究室生活が送れると思いま

す！ 

～私たちが一年生前期の時は、対面授業がなかったため友達が出来ずに困っていましたが、

サークルや部活に参加することで学年や学科を問わず多くの学生と知り合えることが出来、

不安もかなりなくなりました。 

～私は 2 つのサークルに所属していますが、学年・学科を超えて知り合いが増えるのでお

すすめです。 

・各学科の様子を詳しく知りたいです。・大学の様子はどのような感じですか？ 

～植物生産：果樹・野菜・花卉などの生産から流通まで幅広い分野を学ぶことができます。

自然と気さくで多種多様な背景を持った人と関わることができます。 

～森林：同期の学生も自然が好きな人が多く、アウトドア系の趣味を持つ友人ができやすい

です。しかし、インドア系で実験やパソコンを扱う雰囲気もあるので多様で飽きない学科

です。 

～応用生物化学：1・2 年の頃は、午前に基礎科目＆午後に実験という感じです。実験期間

以外は、午後は自分の時間なので、勉強するもよし、友達と遊ぶもよし、家に帰ってお昼寝

するもよし！3 年で研究室配属されたら、午後も忙しくなるかも！ 

～海洋：私たちの学科は男子の割合が高いですが、それに問わず仲がいいことが特徴的です。

多くが釣りやダイビングといった海に関わる趣味を持っており、専門的な話で盛り上がる

ことも多々あります。 

～獣医：1 学年 30 人程度で、先輩との繋がりも深いです。6 年間の大学生活の後、国家試

験があるため、専門的な分野の勉強は大変ですが、友達と助け合いながら勉学に励んでいま

す。 

 

 

 



 

・宮大の魅力・大学に進学して良かったと思うこと、大学に入学して良かったことはな

んですか、宮崎大学にきてよかったこと、入学してよかったと思った点、入学できてよ

かったことって、なんですか？宮崎大学は、楽しいですか？入ってよかったこと・宮崎

大学のよいところ 

～フィールド(圃場)が構内にあること。農学に関する実習でも身近に圃場や整った施設が充

実していることは大きな魅力だと言えます。大学に入学したことで学ぶことはもちろんで

すが日常生活や人間関係も多様に広がり良い経験ができていると思います。宮大独自の雰

囲気はとても心地よくてここに入学して良かったなと思います。 

 

～学科専用の試験地がある事。また、森林に関して小さい視点から大きな視点まで幅広く学

べるので興味が広がる事。 

～宮大農学部の魅力は、豊かなフィールド&改装された実験室だと思います。 

～入学してよかった点は、海が近くにあるということです。全国でも海洋生物を学べる学校

数が少ないこともあり全国から海の生き物が好きな学生が集まってきているため、友人か

らもたくさんのとこを学ぶ機会があり、毎日楽しく生活することが出来ています。 

 

～畜産が盛んなため、宮崎県産の美味しいお肉を簡単に手に入れることができたり、大動物

（ウシなど）を用いた実習が行われたりします。私自身、将来、大動物臨床に興味があるの

で、宮崎大学に来てよかったな、と思います。 

 

・一人暮らしで必須のアイテムはありますか？ 

～除湿器。宮崎は特に湿気が多い。あと、家の中で洗濯が干せるように準備しておくと良い 

～イオンカード（近くのマックスバリュー【スーパー】で水が無料で汲めるようになるため）。

自転車か交通手段。 

～私は、電気ポットが大活躍してます！ 

～冬は思った以上に寒かったのでこたつが必須だと思います。 

～電気ケトルは必需品です！笑 

 

・食品開発の仕事につながりそうな研究室はありますか？ 

森林 

～食品開発のほうは、キノコに関する研究室があります。化粧品に関しては、あまり話は聞

きませんが、“専門的には取り組めないが、工夫次第ではできる”のではないかと思います。 

～食品関係の研究室は、栄養化学研究室や、食品機能化学研究室かなと思います。その他の

研究室でも、食に関連することをやっているようです。 

http://www.miyazaki-u.ac.jp/abs/staff.html  
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～まだ詳しい研究室の情報はわかりませんが、養殖や水産食品に関する授業を行っている

先生もいらっしゃるため、食品開発に携わる研究室も充実していると思います。 

 

・化粧品の研究はできますか？ 

農学部では化粧品に関わる研究を行っている教員はいません。(農学部からの回答) 

消費者がよく知る化粧品メーカーは、香料や油分などの原料を化学メーカーから購入して、

混ぜてブランドイメージをつけて販売するのが仕事なのですが、認知度が高すぎて就職の

志願倍率が極端に高く、競争倍率が千倍、一万倍にもなることがしばしばです。 

農学部では物質の生物への効果・影響を学べますし、工学部などの化学を学べる学科では、

化粧品を構成する物質の製造を学べます。化学、生物など基礎学問を通じてどのように化粧

品に関われるかを考えることが進路検討において重要と思います。(工学部からの回答) 

 

・実習はどのくらいありますか。実験、実習、フィールドワークの頻 

（・獣医学科の実習は週にどのくらいありますか） 

（・フィールドを使った体験学習はどれくらい行われますか？from 畜産草地） 

～週に 2～4 回程度。だいたい木金の午後に行われます。 

～1 年生では、1 年を通して毎週一回の実習があります。2 年生からは実験も選択履修する

ことが可能になり、授業の組み方次第では、実験と実習が 1 週間にたくさんあるかもしれ

ません。 

～1・2 年の時は、午後に実験がある。実験期間以外は、午後はフリー！(フィールドワーク

はなかった) 

3 年生からは、研究室によって実験内容が変わってくる。(圃場での作業がある研究室もあ

れば、実験室だけの研究室もある) 

 

～実験は一年生の頃は週に 2 限ありました。フィールドを使った実習は本来なら入学後す

ぐと、2 年の夏休みの期間にありましたが、私たちはどちらもコロナの関係で実施すること

が出来ませんでした。その代わりにキャンパス内で実習を行うことは出来ました。 

～獣医学科では、実習は 2 年次から始まります。頻度は学期や学年によって異なりますが、

例えば 2 年次前期では週 2 日です。また、3 年次では夏休み中の実習もあるようです。 

 

・大学では、日々、何時間くらい勉強していますか。 

～1 コマ 90 分で 1 日最大 4～5 コマ。課題やレポート、自主勉強含めて２～3 時間程度。 

～学期のはじめの方は、復習する分量があまりないので 3 時間ほど研究のための勉強をし

ています。テスト前になると研究をやめて、テスト勉強のために 5 時間くらいやっている

と思います。 

 



～テストがない時は、次の日の授業の確認程度、 

 テストがある時は、お昼ご飯食べて、寝るまで、休憩しながら勉強してます。 

～出される課題の量によって変わってきますが、テスト前は一日勉強しています。 

～曜日によって、講義のコマ数、課題・レポートの量が異なるため一概には表せません。し

かし、定期試験前や定期試験中は朝から晩まで勉強する必要があります。 

 

・1番辛いこと、１番楽しいと思えたこと、大学生活で大変なこと、楽しいこと 

～辛いこと？は運動する機会がなかなか取れなくて動くのが段々面倒になっていくこと。 

 楽しいことはいろんな友達、知り合いができて、本当にいろんなことを知れたこと。今で

も新しい発見ばかりで毎日楽しい。 

～辛いことはやるべきことが多く、消化しきれないことです。お手本がいない世界なので、

自分のやっていることが正しいことなのか迷うことです。逆に楽しいことは、辛い経験を伴

ったものが相応の結果になることです。友人とたわいのない話をするのもいいです。 

 

～辛いこと：点数が 1 点でも足りないと、再試 or 再履 

 楽しいこと：似たような友達と出会えて、宅飲みすること(※お酒は 20 歳から) 

～一番つらいことは実習が思うように実施できていないことです。やはり実習を楽しみに

していた部分は多くあったので、そこはとても残念でした。一番楽しかったことは、授業や

サークルを通して、自分の興味が広がっていったことです。これまであまり興味がなかった

ことにも目を向けることが出来るようになりました。 

 

・将来の夢が具体的に決まりません…皆様はどの様に、いつ、決まって進んで行けてい

ますか？将来の夢 

～自分もまだ決まっていませんが、どんな人がいるのか色々見聞きしながら考えてます。周

囲に様々な経験をした人が本当にたくさんいるので、助かってます。 

～まず、自分の人生における原点に立ち返って、何が最もやりたくないことなのか？という

ことに注目しました。やりたいことは、知識が増えると出てくるでしょう。たくさんの情報

を取り入れて、たくさん衝撃を受けましょう。夢とするには、覚悟と情熱が必要です。やり

たいことのためにどこまで真摯になれるかも夢足りうるかの指標になります。いつ、という

のは正直わかりません。気づいたら始めていたようです。劇的に変わることはそうそうない

ので、少しずつ。 

 

～正直、現在(3 年)の私も、将来を模索中です。私は、「高校の教科の中で、生物が好き！」

「柑橘系や微生物に興味がある」という、今思えば、結構曖昧な理由で入学しました。研究

室が決定し、ある程度の方向性が決まったように思いましたが、実際には、さらに奥が深い

ことを実感しています。まだまだ、模索する予感です！ 



～私自身もまだ明確に決まっていません。ですが、授業を受けているうちに面白いなと思え

る分野が出来てきたので、今後その道に向かって進んでいければいいなと思っています。 

～小学校低学年の頃から獣医師を志し、今に至ります。 

 

・授業はどんな雰囲気ですか。 

～難しいものもあれば、簡単なものも。先生によって授業の雰囲気は変わる。また、授業が

分かりにくくても質問すれば分かりやすいことなどもあるので本当に自分次第だと思う。 

～いくつか種類があり、スライドを見ながらやるものがあったり、実物を見ながら理解する

ものもあります。基本的に静かです。質問も話の空白の部分ですることができます。熱心に

答えてくれる先生が多く、やる気にはやる気で帰ってきます。 

 

～1・2 年の英語の授業は、他学科の人と一緒に授業を受けることが出来るので、他学科の

友達も出来ましたよ！学科別の授業は、気の知れた友達と受けています。 

～個性的な先生が多く、授業の内容以外のこともたくさん教えていただけます。みんな楽し

んで授業を受けています。 

～1 年生前期は基礎科目が多いため、農学部の他の学科と一緒に大きな教室で講義を受ける

ことがほとんどです。 

 

・住まいやアルバイトはどの様にされていますか？ 

～大学から徒歩 20 分圏内のアパートに一人暮らし。バイトはしていた時は週 2 くらいで空

きコマか早朝に入れていた。 

～国際寮に住んでいます。個室で、トイレ・洗面台付です。安く、友人も作れるので部屋に

遊びにも行きやすいです。アルバイトは大学に働き口があるので、そこにお世話になってお

ります。 

～アパートは、大学生協でお世話になりました。私は、生協管理のアパートに住んでいるの

で、トラブルがあった時は、学内に住まいの窓口があったので助かりました。 

アルバイトは、短期バイトと、学内でできるバイトをしています。 

 

～大学から少し遠いところに住んでいますが特に不便はないです。アルバイトは、先輩の紹

介で入ったものと、自分から探したものを掛け持ちしています。 

～寮に住んでいます。 

アルバイトは、先輩に紹介していただいたり、求人誌やネットを使って自分で探したりしま

した。現在 2 つのバイトを掛け持ちしています。 

・大学生のオススメのアルバイトはなんですか。 

～断言することは出来ませんが、初めてのアルバイトなら、学内や先輩など知っている人が

いるところで働くことが安心だと思います。 



・学校生活を行う上で気に掛けていること 

～全て自分で自己管理しなければならないので、適度に緩めつつそれを怠らないようにし

ている。 

～授業に遅れない。先生へのメールに失礼がないようにマナーを心がける事。後は、適度に

リフレッシュすることです。意外と心身に疲れが溜まっているので、長く健康でいるために

も無理はしないことです。 

～自己責任で行動し、気をつけて生活すること。親と離れて生活しているので、「事故や事

件にあっても、すぐに行けんけん、気をつけて生活してよ」が母の口癖です。 

～自分のことは自分でするということに気を付けています。当たり前のことですが、新しい

場所で新しいことを始めるので、簡単なようでとても難しいことだと思います。 

 

・面白い授業科目 

～学士力発展科目といって専門科目以外に様々な分野のことを学ぶことができる科目があ

る。ボランティアや起業論など実際の話を聞いたり考えたりできて面白かった。 

～森林では、I 先生や K 先生、TA 先生の授業が面白いです。特に、TA 先生の授業は機械

が好きな人にとっては好みの授業になると思います。（リモートセンシングという授業です） 

～生物化学Ⅰや生物化学Ⅱは、再履修になる学生が多数！ 

 その名の通り、高校の生物と化学が 6 対 4 くらいで混ざったような科目です。 

～実験や実習などで、実際に生き物を見てその構造などから種を同定したりする科目が面

白いです。また、スケッチをすることが多く、少し苦手ですが、より詳しく生き物をいるこ

とができます。 

～獣医解剖学です。実際に解剖をするのではなく、主に家畜の体の仕組みについて講義形式

で学びます。覚えることが非常に多く難しい科目ですが、ほとんどが初めての知識ばかりな

のでとても楽しいです。 

 

・学校の周辺や街の雰囲気 

～周辺地域の人々は、とても和やかで優しい方がいらっしゃいます。朝方に挨拶をされるく

らいには、地域コミュニティが強いです。 

～街のほうは、最近アミュプラザが開店したので駅で遊ぶことが可能です。しかし、宮崎の

魅力は街の中心ではなく、隠れ家的なところや、釣りなど穴場スポットがたくさんあります。

街も学校周辺も治安は良いです。 

 

・図書館は充実していますか。 

～図書館は改修工事に伴い、新書が大量に入荷しました。最近の研究書や、注目されている

分野の本など、続々と蔵書が整い始めています。 

 



・学食のメニューや値段 

～一食は大体、400 円前後で収まると思います。メニューは曜日や週ごとに変わります。 

 

・大学生活で特に困った事ってありますか？苦労したこと 

～一人暮らしなので、病気になったときに自分で病院を探さなければならず、その後に自分

で移動しなければならないことです。学内に保健センターは設置されていますが、万が一、

それもできないくらいに体調が悪化した場合には、友人や先輩に頼んで車を出してもらわ

なければなりません。一年生の時期には特に気を付けましょう。 

 

・農学部の学生の 1 日のスケジュールはどのようなかんじですか。・大学生の生活のリ

ズム（授業が多いのは、午前か午後か） 

～座学は午前に集中しており、たまに午後にもあります。実習などは、時間がかかる可能性

があるので午後に設定されています。 

～各学科で、講義が集中している時期があります。そういった時期には、朝から夕方まで講

義が入っていることがあります。反対に、授業の組み方次第では、一日中休みにできます。

ただし、卒業に必要な単位数と相談しながら設定する必要があります。 

 

・なぜ、農学部を受験しようと思ったのですか。 

～もともと自然が好きで、環境問題を解決するには、自然科学に関係することを専門にす

る必要があると考えました。そして、今の工学技術に生物学的な知識を融合する必要があ

ると結論したため、農学部にしました。 

 

・高校生のうちにやっておいた方がいいもの 

～本格的な受験勉強が始まるまでは、まずは日々の授業を集中して聞き、課題をきちんとこ

なすことが 1 番大切だと思います 

 

・高校二年生の時点での勉強量はどれくらいですか 

～放課後・土日は部活動があったためほとんど勉強していませんでした。課題は朝、学校に

早めに行って終わらせたり、休憩時間を利用したりしていました。通学に電車を使っていま

した（片道 20 分程度）が、英単語や古文単語などの勉強時間に充てていました。 

 

・化学、生物の勉強法を教えてください。 

～～化学は苦手だったので、自分が理解できるぎりぎりまで問題集のレベルを下げ、理解で

きるようになったら次のレベル、という風に勉強していました。生物は得意だったので、問

題集を完璧にして、早い段階から大学の過去問を解いていました。分からなかったことは、

復習してまとめノートを作るようにしていました。 



・受験勉強中の息抜き、受験勉強の息抜きはどうしてましたか？ 

～私は家で勉強に集中できないタイプだったので、放課後家に帰ってからは受験期も勉強

しませんでした。学校やカフェは「勉強する場所」、家は「休む場所」、とメリハリをつけ

たのが私には合っていたのだと思います。友達と休憩時間は毎日たくさん話して、切磋琢磨

していたので、受験勉強が苦だと思ったことがあまりなかったように思います。 

 

・大学へ入る前に重点的に復習していた科目は何ですか？ 

～生物です。 

 

・受験前に何に力を入れたらいいのか 

～自分の苦手を無くすことが 1 番良いと個人的には考えています。 

 

・寮ってどんなところですか。イベントについて詳しく知りたいです。→相原くんファイト！ 

・寮の雰囲気はどうですか？ 

～入学してすぐに友だちができて、騒げるところです。現在はコロナでイベントは頻繁に開

催できていませんが、野外でのイベントは問題なくできているようなので、遊べます。 

 寮内で先輩の交友関係も築けるので、就活の話や期末テストの攻略法、出かけに誘われる

こともあります。そこについていくと、大体、宮崎市の穴場的なお店に連れて行ってもらえ

るので、宮崎の遊び場を開拓できます。入学したての頃はこれが大切で、どこに行けばいい

かわからないことが多いので、お店を紹介してもらうだけでも行動範囲が広がります。 

 

・女子寮は空き部屋がありますか？一人部屋ですか？きれいですか？ 

～寮は毎年、4 年生が退寮するので空き室が必ずあります。女子寮も一人部屋の個室です。

ただ、男子・女子寮は、トイレ・洗面台が各階ごとに共同になっています。全てを個室に備

えたいのであれば、国際寮をお勧めいたします。設備について詳しくは、「宮崎大学 寮」

と検索してください。 

 女子寮の清潔さは共同生活なので、悪いところはあると聞いたことがあります。 

 

・コロナによって出来なくなった事（実習など）はありますか？ 

～去年からコロナの影響があり、2 年生で行うはずだった実習が中止になり、3 年生で受け

ることになりました。特に実習に影響が出ています。演習林までの移動のためにバスを使う

のですが、その点で、かなり対策に苦労するようです。実験系は問題なかったです。ただ、

一つの教室に集中することはなく、分散して実験していました。 

～研究室で行う調査では、北海道や屋久島への調査ができなくなったほか、ベトナムとの交

流事業があるのですが、それが中止になっています。海外との協同研究や調査もできなくな

っています。 



・運転免許や自動車は持っていますか？・アルバイトなどできる場所は近くにあります

か？・アルバイトをするところはありますか？・バイトは何してますか。バイトはどんなもの

がありますか。 

～大学生の間が一番時間はあるので自動車は持っていませんが免許は持っています。大学

の近場でのアルバイトはかなり限られてきます。マックスバリュー（スーパー）やジョイフ

ル（ファミレス）、ドラモリ（薬局）、居酒屋、コンビニなどしかないです。大学構内で働き

口を探すか、バスや自動車・原付を入手してから街のほうに移動してバイトするかになりま

す。 

 僕は、大学と街のほうで働いており、図書館と生協食堂、塾講師として働いています。 

 宮崎大学生がよくしているバイトは、農家バイト、塾講、飲食店などです。学科の先輩か

らある学科で代々継がれている求人の紹介があるかもしれません。（獣医学科では、動物病

院の求人がもらえることがあると聞いたことがあります。） 

 探し方としては、タウンワークなどのウェブで探すか、大学が掲示している求人もありま

す。幅広く探してみるといいです。 

 

・何割くらいの生徒が大学院に進むのか 

～ホームページで公開されている情報に基づいて答えます。 

平成 29 年度 

：植生→17％、森林→16％、応生→28％、海洋→60％、畜産→16％、獣医→13％ 

平均としては、25％ほどです。 

 

・コロナ禍ですが、学校生活やアルバイトで大きな変化はありましたか？ 

～学校生活では、授業課題がレポートになったりしてやることが増えたりしましたが、この

時期に文章力が向上しました。友人に頻繁に会えなくなったので、遊べるときに大盛り上が

りすることが多くなりました。 

 バイトについては、学生食堂が長期間閉店したこともあり、収入が減少したりしました。

他の学生も（特に飲食関係）仕事に入れないことが多くなったなどありました。観光関係の

バイトしている人も仕事がなくなってました。そういったことに関係しないバイトは、変わ

りなかったそうです。 

 

・理系の学部では大学院まで行ったほうがいいと聞きましたが、本当ですか？ 

～大学で何に取り組みたいかによります。学部で満足するのであれば、就職したほうがいい

と思います。工学系のような技術を主に扱う学生や実験系に取り組む学生はお勧めいたし

ます。就職したいと思う仕事がどのようなレベルの専門性を必要なのかが、判断材料になる

と思います。研究者のように高い専門性を要する仕事をしたいのであれば、不可欠です。 

大学院に入った場合に得られるものを学部生の間に、しっかりと調べ、自分が何をしたいの



かを明確にすると答えが出ると思います。 

 

・大学ライフはどんな楽しいことがありますか？同じ進学先の友達が居なくて不安です。 

～僕も遠いところからの進学であったので、友人がいない状況でした。まず、入学したての

頃は、どんな人が自分の席の隣に来るかが鍵になります。近くに座った人と話題が盛り上が

るとその人と大学の間の友だちになるかもしれません。全く新しい環境での生活なので、積

極的に近くの人と話しましょう。この時は、人たらしになったほうがいいです。まずは、友

人をつくることです。 

友人ができたら、次は一緒に遊んでいき交友を深めていくと、一緒に出掛けるようになり

楽しい生活になります。 

もちろん、それ以外にも楽しいことがあります。一つは、時間があるので宮崎の至る所を

訪れて、自由気ままに時間を過ごすことができます。 

サークルに入って、今まで経験したことのないアクティビティに挑戦することが楽しか

ったりします。 

 

・先生と、生徒との距離感 

～基本的に先生方とは質問などの機会で話すことができます。フランクに接してくれる先

生もいますし、距離を保ってくださる先生もいます。やる気にはやる気で帰ってきます。た

だ、先生も人間なので性格に合うかは個人で異なると思います。 

 森林緑地環境科学科の先生方の共通点として、学生に関しては、大学として成長できる環

境を整えようとする方向性を持っています。とても情熱を持つ先生方が多いです。距離感と

しては、先生次第ですが、基本的に親しく関わってくださります。学生の性格を考慮した距

離感になると思います。 

 

・バイトする時間はどのくらい取れていますか？ 

～僕は勉強に時間を割いているので、あまりバイトの時間は多くはないです。月に、20~25

時間ほどです。（これで 1.5 万円ほどです。）夏休みなどの長期休暇は、40 時間ほどに増や

しています（4 万円ほどです）。しかし、バイトに多く時間を割いている人もいます。授業

があるときでも月に 4 万円ほど稼ぐ人もいますし、研究室の関係で多くできない人もいま

す。一年生などの時間があるときに積極的に時間を作るといいと思います。 

 森林緑地の講義スケジュールで考えると、1 年生の間は時間を作りやすいですが、2 年生

から 3 年生の前期までは、授業数が多くなるため時間を作りづらくなると思います。 

 

 

 

 



・受験で苦労したこと 

～全ての受験科目で戦えるように、一定レベル以上に仕上げなければならないこと。そして、

そのための時間が足りないことです。苦手科目を重点的にやるなどの工夫はあります。しか

し、ここで、覚えておいてほしいのは、「エビングハウスの忘却曲線」という記憶力に関す

る研究成果です。詳しくは各サイトで紹介されているので省きますが、効率的に復習する必

要があります。参考にしてください。 

 

・寮を希望していますが、寮は近くですか？入寮するのに制限はありますか。 

～寮は、木花キャンパスまで 10 分ほど、清武キャンパスまでは 40 分ほどです（両方とも

徒歩でかかる時間）。入寮制限は、家計の困窮度が指標となっていることです。詳しくは、

「宮崎大学 学生寮」で検索すると、学校のウェブサイトで募集要項が得られます。 

 

・個人用のパソコンは、必要ですか。 

～必須です。研究する、レポートを書く、授業を聴講する、自分で調べ物をする、プログラ

ムを書き上げる、こういった様々な面で、現在は PC が必須となっています。 

～必ず個人用ノート PC をもって入学する必要があるのは医学部以外ですが医学部の学生

もほぼ個人用ノート PC かタブレットを持っています。 

 

・寮生活で気をつけたほうがいいことは何ですか。 

～部屋の壁が薄いので、寝る時間帯などで人の迷惑になるような騒音を立てることはやめ

ましょう。隣人は疲れて早く寝たいかもしれません。夜はゆっくり静かにしたいかもしれま

せん。隣人関係のマナーをしっかり守りましょう。 

 

・コロナ禍での授業は、充実していますか。 

～学期の始まりはオンラインで行われ、それ以降は社会情勢を踏まえつつ対面授業をおこ

ないます。このような状況で難しい舵取りを強いられている授業体制ですが、学生のストレ

スが大きくならないようによく工夫されています。よって、充実はしています。 

しかし、注意しなければならないのは、研究など外部との連携を取らざるを得ない活動です。

海外への調査や他県への調査が進まず、研究が思う通りにいかないことが多くなりました。 

 

・仕送りは、いくらぐらいですか。 

～人によって変わります。僕は貰っていません。もらっている人は、平均 5 万円くらいだと

思います。 

 

 

 



・サークルは入った方がいいと思いますか？部活、サークル活動について。 

・サークルは活発ですか。 

感染対策をしながらではありますが、活発に活動しています。 

入ったほうが友達や先輩と知りあうことができるので、入ることをお勧めします。また、サ

ークルでの活動が勉強につながることもあるので、得るものは多くあると思います。 

 

 

・大学入学までにしておいた方がいいこと、また入学後に気をつけた方がいいことはあ

りますか？ 

～生物は入ってからも勉強するので、苦手をなくしておいたほうがいいと思います。入学後

は履修登録と言って、自分でどの科目をとるか決めなければなりません。これまでとは違っ

て自分が主体で今後の授業でなどを決めていくので、自分に必要な情報は自分から探して

いかなければならないので、それは常に心にとめておいたほうがいいと思います。 

 

・就活のサポート 

～宮崎大学生協や大原で有料の公務員講座が開催されています。 

大学の学生支援部のキャリア支援係では、事前予約制での無料相談やエントリーシートの

アドバイスをしてもらえます。 

 

・下宿は学校の近くですか？ 

～学生が住むアパートは、学校近辺の徒歩で通えるエリアや、少し離れて自転車や車で通う

エリアなどがあります。学校近辺の南側や東側に住まわれる方が多いように思います。 

 

・面接時に心掛けて置くべきこと、面接での質問への対策はどのように行ってきたか 

～私は、高校での練習の時に、担任の先生の許可を得て、家のビデオカメラで撮影して、自

分の姿を客観的に見て練習しました。参考になるかどうか、、、 

 

・県外からの学生は寮とアパートどちらが多いですか？ 

～寮は定員が決められていますので、アパートの方が多いかと思います。 

 

・県外から通うことは可能ですか？ 

～車で 1 時間程度の距離を通学している友人は、知っていますが、学校まで遠すぎると、大

変かもしれません。出席日数が足りないと定期試験の受検資格がなくなることもあるかも

です。 

～都市部のように県をまたいで通学している人は宮崎大ではほぼいないと思います。宮崎

県内の一人暮らしするかどうか悩まれるエリアは「都城」「佐土原」「高鍋」「西都」あたり



です。（宮崎大学生協職員回答） 

 

・学校推薦型選抜での入学者はアルバイトが出来ないほど勉強に追われると聞いたが、

現役のそういった先輩は実際どうなのか 

～1・2 年生の時は、高校と重複する内容も多いため、人によるかと思います。高校の時に

一生懸命やった内容であれば、やりながら思い出すと思います。 

 

・学科ごとの質問 

●農学部植物生産環境科学科 

・志望理由 

～フィールドワークを主とした農学を学びたかったから 

・なんの研究をしているのか 

～まだしてないです。農産物の生産から流通、販売までに関する農業経済学系の研究をして

みたいとは考えてます。 

・オンライン授業はどんな感じですか？ 

～自分の時間がより増えて助かってます。実習などは対面で行ったりもしているのであま

り悪い印象はないです。 

・学校へは歩きで行きますか？自転車や自動車でも登校可能ですか？通学方法 

～大学から徒歩で 20 分程度のところに一人暮らししているので普段は自転車、雨の日は歩

きで登校しています。バイクや原付は 1 年生から登校可能ですが、自動車での登校は原則 2

年生から許可を取ることで可能です。 

 

●農学部森林緑地環境科学科 

・物理選択生でも大学の授業についていけますか？ 

～一年次に基礎の内容を教えて貰えるのでなんとかなると思います。心配なら合格が決ま

ってから生物基礎だけでも少しずつやっておくと多少は楽になると思います。 

・推薦入試までにしておいた方がいいことは何かありますか？ 

～面接の練習を先生と一対一でやっている場合は、先生側(面接官)の人数を副数人にして練

習をしておくと本番では緊張せずに受験出来ると思います。 

あと、面接の控え室で居眠りをしないように前日の夜は夜更かしせずしっかり寝ることを

お薦めします。 

 

●農学部応用生物科学科 

・どのような研究をされているのですか。 

・応用生物科学科で受けることができる講座について詳しく知りたい 

・応用生物科学科ではどのようなことを学ぶことができますか 



～応生は、農学部の中でも、研究領域の幅が広いように思います。生体分子、微生物、土壌

肥料、植物、畜産食品、食品機能、魚、、など、 

▼こちらの URL から、農学部応用生物科学科のページをご参照ください！  

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

研究室配属は、1・2 年の時の成績順で決定されることが多いので、希望の研究室に行ける

よう、1 年の時から頑張ると良いと思います！ 

・大学と高校の違いは何ですか。 

～主に、化学や生物の理系科目と、英語の授業しかない、 

空きコマがある、 

自分の時間が多い 

・平日のタイムスケジュールを教えて下さい。 

～ 

1 年前期の平日は、上のような時間割で授業を受けた後、自動車学校に行ったり、新しく出

来た友達と学食でしゃべったり、ご飯食べに行ったりしました。 

 

・学校推薦での入試を志望していますが、今のうち（高校２年のうち）に取り組んでおく

べき事や気をつけるべき事はありますか？ 

～生物や化学について、しっかり勉強しておくとよいと思います。推薦を志望しているとの

こと、口頭試問で、考える時間は与えられましたが、言葉で説明するためには、しっかり理

解しておくことが必要だと思います。 

 

・応用生物科学科で理科(生物)の高校教師になるための教員免許は取得出来ます

か？ 

～所定の科目を修得することで、「高校理科」と「農業」が取得可能です。 

～取得可能です。しかしながら、農学部を卒業後自動で取得できるわけではありません。農

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


学部を卒業するうえで必要な単位とは別に、教員免許取得に必要な科目を自主的に履修し

なければなりません。履修スケジュールや必要科目については参考 URL 先の P208 よりご

確認ください。（宮崎大学職員より回答） 

 

https://gakumu.of.miyazaki-u.ac.jp/gakumu/images/pdf/orien/20210427agr.pdf 

 

・応用生物科学科の就職先 

～食品関係、酒造関係、製薬関係などの民間企業、公務員や農協、などに就職する人、 

大学院に進学する人もいます。 

▼こちらの URL から、農学部応用生物科学科のページをご参照ください！  

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

 

●農学部海洋生物科学科 

・大学院で養殖に関する企業を起業されている方がいるように、大学では起業はでき

るのですか？ 

～大学で企業を始めている方は何人か知っております（質問にある方もその一人です）。そ

れらの方々の多くは、宮崎大学のイベントとして開催されている「ビジネスコンテスト」に

参加し、入賞を果たされています。詳しくは、「宮崎大学 ビジネスコンテスト」で検索し

てみてください。 

～実際に企業を目指す場合は、先生方や様々な方がそれに向かってサポートして下さると

思います。 

 

●農学部畜産草地科学科 

・畜産に行こうと思った理由 

～動物関係の勉強がしたかったからです 

・受験に数 3は必要なのか、また大学に入ってから必要になるのか 

～受験科目として必要ではない、大学に入ってからも必要ないです。 

・畜産草地科学科について。畜産のこと以外では何を学ぶことができますか？ 

～選択授業を選べば他学科の勉強もできます。 

～選択授業とれば他学科の授業が学べる、あとは英語、第二外国語は必修だし、とりあえず

好きな教科選べばなんでも取れます。 

・基礎教育 

・農学部の他学科科目の受講も可能 

 

・フィールドを使った体験学習はどれくらい行われますか？ 

・主に２~３年次に豊富な実験実習を受講することができます。 

https://gakumu.of.miyazaki-u.ac.jp/gakumu/images/pdf/orien/20210427agr.pdf
http://www.miyazaki-u.ac.jp/abs/career.html


 

・この学科で学ぶ際に化学、生物以外に必要な教科はなんですか？" 

～化学と生物さえあればなんとかなります。 

 

・畜産草地科学科について 

～畜産草地全般を動物視点、植物視点などあらゆる視点で学べる学科 

・農学部畜産草地科学科では具体的にどのようなことを体験できたり学ぶことが出来

ますか？ 

～フィールドに行って実際に動物と触れ合う機会は多いのでは、最近は必修やないけど牛

を解剖した、あとは２年生に 1 日中牛の行動を観察する、という実験が定番(コロナでなく

なりましたが・・・) 

 

・畜産草地科学科の進路。 

～畜産関連の道に進む人もいれば、食品関係に行ったり、全然関係のない分野(私の研究室

の先輩は介護系)だったり、公務員だったり、結構さまざま、好きなようにできる 

 

●農学部獣医学科 

・獣医学科の特徴 

～1 学年の人数が 30 人程度と少なく、国家試験に向けて 6 年間勉強すること。生き物が好

きな人が多いため、優しい人ばかりだなと感じます。 

 

・獣医学部生の 1 日の生活について(授業は毎日何時間くらいあるのか、帰宅後にど

のくらい勉強するのか、体力的にハードか) 

～講義数は曜日などによって様々で、全く講義がない日もあれば、4、5 コマ入っている日

もあります。私は空きコマの間に、課題などを大学の図書館やカフェで終わらせるので、帰

宅後勉強することはほとんどありません。 

 

・獣医師国家試験の勉強はどうやって進めているのか 

～1 年前期のうちは、専門科目がまだ少ないので、本格的な国家試験の勉強はしていません。 

・小動物の獣医師になりたい場合、就職活動はどのように行うのか 

～ 

・獣医学部の受験科目に何を選択したか、どのように勉強したか 

～一般後期の生物選択で受験しました。2 種類の問題集を何周もした後、共通テスト対策の

テキストで勉強しました。共通テスト後は宮崎大学の過去問 15 年分と、獣医学科があるす

べての国立大学の、生物の過去問を数年分ずつ解きました。 

･獣医師を志したきっかけはなんですか？ 



～幼い頃から家族で水族館や動物園に行くことが多く、自然と動物好きになりました。獣医

師という職業を初めて知ったとき、飼育員とはまた別の形で動物と関われて、動物の命を救

うことができる、と思い小学生の頃から獣医師を目指しています。 

 

・大学内の動物は授業で扱ったりしますか？ 

～はい。1 年生ではまだありませんが、学年が上がると講義で扱います。 

･第 1志望の大学のオープンキャンパスには行きましたか？ 

～はい。高校 1 年生の頃に行きました。 

・受験にあたり、特に対策しておくべきことはありますか？" 

～どの教科にも言えることですが、自分の苦手分野を無くすことが 1 番だと私は考えてい

ます。 

･私立の大学は何校くらい受けましたか？ 

～もともと受ける予定は無かったのですが、両親の勧めで 1 校受験しました。 

 

質問一覧 工学部 ver. 
 

 

〇工学部の女子の人数  

・工学部では女子が圧倒的に少ない。一番多い化学系では２：１くらいの割合

で女子が 

いるが、少ないところだと女子が一桁人しかいない。その分仲良くなりやす

いですよ。 

具体例）・63 人中２人（機械知能工学プログラム 2021 年度入学 1 年生） 

    ・50 人中１人（電気システム工学科    :2019 年度入学 3 年生） 

    ・56 人中 6 人（応用物理工学プログラム 2021 年度入学 1 年生） 

      ・50 人中 5 人（環境ロボティクス学科 2019 年度入学 3 年生） 

 

〇男女比 

・各学部の男女比は大学 HP に記載(https://www.miyazaki-

u.ac.jp/data.html) 

 

〇卒業生の主な進路 

・基本的には専攻した科目に関係する職種に就くことが多い。工業系の会社

（ガス関係や電力関係・土木関係など）や工場勤務、女子学生には化粧品や

食品関係の職場が人気。 

https://www.miyazaki-u.ac.jp/data.html
https://www.miyazaki-u.ac.jp/data.html


 また学科やプログラムに関係なく公務員になる人もいる。 

・学科によっては大学院への進学が多いところもある。 

・宮崎大学工学部同窓会の HP で確認できます 

 URL：（https://www.web-dousoukai.com/miyazaki-

eng/secretariat/887/） 

 

〇サークルの加入度 

・コロナ禍以前では例年ほとんどの人がサークルや委員会などの活動 1 つには

参加して 

いた。2 年生から参加するという人もいた。また複数のサークルを掛け持ち

する人も。 

・活動が出来なかったり勧誘が減ったりしたことで 1・2 年生では加入してい

る人が例年よりかなり少ない印象。 

 

〇サークルは何がありますか 

・100 種類以上あります。詳細は宮崎大学 HP に載っているオープンキャン

パス冊子「Miyang us」www.miyazaki-

u.ac.jp/exam/998a01f10de4e2138e91063f9ddf1d18389b4b0a.pdf 

の中にも記載されていますので、そちらもチェックしてみて下さい。 

（21 年 4 月時点のものなので変わっている場合があるかもしれません） 

また、記載されていない同好会なども多数ありますし、自分で新しいサーク

ルや同好会を作ることもできます。 

・SNS(Twitter 等)を活用しているサークルもあるので、探してみてもいいか

も。 

 

〇サークル活動 

・コロナ禍のため今まで通りの活動が出来ていないところや活動自体ができて

いない 

サークルもある。それが原因でやめてしまう人も。 

・現在活動しているサークルもオンラインで行ったり、学校の感染対策のルー

ルに則って安全に行ったりしている。 

 

〇一人暮らしをする際に必ずあった方がいいものはなんですか？ 

・除湿器、除湿剤 ・扇風機、エアコン ・防寒着、暖房器具 

→宮崎は思っているよりも暑く、湿気がすごいため（台風などで雨の期間が

続くことも多い）家具や壁にカビなどが生えたという人も多数いるので除

https://www.web-dousoukai.com/miyazaki-eng/secretariat/887/
https://www.web-dousoukai.com/miyazaki-eng/secretariat/887/
http://www.miyazaki-u.ac.jp/exam/998a01f10de4e2138e91063f9ddf1d18389b4b0a.pdf
http://www.miyazaki-u.ac.jp/exam/998a01f10de4e2138e91063f9ddf1d18389b4b0a.pdf


湿器などは必須。 

また、備え付けのエアコンがある場合もしっかり動くかは最初に確認した

方がいいかも。そして冬は普通に寒いので防寒着などもしっかり用意しま

しょう。 

 

〇大学生活で何か準備しておいた方がいいものはありますか？ 

・一人暮らしの心構え 

・勉強するという心構え 

・工学部は教科書がかなり大きいものが多く、それと同時にパソコンが必要な

授業もあるのでカバンやリュックなどは大きくてしっかりした作りのものが

おすすめ。 

・自炊できる用意(調理器具、調味料)。 

・可能なら勉強する習慣や、自宅で一人で勉強できる習慣があるとよいかも。 

 

〇大学生活で一番困ったことはなんですか？" 

・大学周辺にはあまり施設がない。スーパーなどはあるので日常品に困ること

はないが、それ以外の買い物をしたいときには少し遠くまで行く必要があ

る。 

・公共交通機関の本数がとても少ないので、移動手段がないと帰省や少し遠く

の買い物も不便。 

・借りている部屋の近くに何があって何が無いか把握すること。 

 

〇学祭の様子 

・コロナ禍以前は実行委員会、各サークルや学科で屋台を出店したり、ステー

ジ発表 

（ダンス・バンドなど）があったり、アーティストの方をお呼びしてミニライ

ブのようなものが開催されていた。 

・友人のいるサークル全部に顔を出しに行っていると色々なものを買ってしま

いお金が 

無くなる(それもちゃんと楽しい)。 

・たこやき、から揚げ、カレー、揚げアイスなどの定番の出店からラクダスー

プなどの 

変わった物も。 

〇授業が終わった後や、昼休みの時間などの空いた時間は、どのように過ごされてい

ますか？ 

・4 年次では、授業はなく卒論研究だけという場合も多い。そのため空いてい



る時間は英語の勉強など自分の研究に関する勉強などをしている。就職活動

が重なっている人は、 

就活に関することをしていることも。 

・自宅や図書館などで勉強や休憩。 

・講義の課題に取り組んだりしていることが多い。特に不得意な分野では図書

館で調べ物をして課題をするなどしている。 

・コロナ禍前は学食などで友達とだべっていた。今は趣味のプラモデル。 

 

〇宮崎大学を受験してよかったと思えたことは何ですか？ 

・周りが静かで穏やかで気候的にも割と過ごしやすいので一人暮らしがしやす

いこと 

・価値観の近い親友が出来たこと 

・車がないと遠くに行くことが難しいからこそ自宅にいる時間が多くなり、勉

強により 

集中することが出来る。（真面目に講義を受けて良い成績をちゃんと維持し

ていれば、奨学金がもらえやすい（成績上位グループを維持しやすい）） 

 

〇パンフレットに国際交流を行っているというのを見たのですが実際にどのような感じ

で行って 

いますか？ 

・学校の敷地内に国際交流宿舎という留学生の人が多く住んでいる寮があり交

流が盛ん。 

また、工学部でも英語の習得のためにネイティブの人と話すこともできるよ

うなイベントを頻繁に開催している。 

・学科の留学生やサークルに参加した留学生と仲良くなることがある。 

 

〇海洋プラスチック問題に関係がありそうな研究は行っていますか？ 

・土木系の鈴木先生など。 

 

〇卒業後の進路は考えていますか？ 

・大学を卒業後は大学院に進学の予定。その後は自分の研究を活かして興味の

ある業種での研究開発などを行いたいと考えている。（化学系：4 年） 

・院進学を考えている。幸いにも理系の工学部であるから、院進してから就職

する方が研究職等の選択肢も増える。また、院進してからでも公務員となる

ことも可能のため。 

 （電気・電子系：3 年） 



・１・２年生では、未定の人も多い。 

・3 年次時点では就職活動をしていて、4 年次に進学に切り替える人もいる。 

・大学院への進学について、今年度の 4 年生では多い学科でおよそ半数が進学

の予定。 

また内部進学（宮崎大学→宮崎大学工学院）が多いが、他大学院への受験を

する人も。 

・現在どのような研究を行なっていますか？ 

具体例） 

・小さなカプセルの中に様々なものを閉じ込めて希少な材料を何度も使えるよ

うにする 

ための研究（化学系） 

・新規錯体の合成と性質調査（化学系） 

・動きの仕組みを考えそれに沿った実験機を作成し有効性を示す（機械系）] 

・ケーブルに電圧をかけるなどして性能を確認する等の実験（電気・電子系） 

 

※あくまでも例です。研究内容は直接教授に質問してみるのがいいかもしれま

せん。 

 

〇他の大学と比べて宮崎大学にしかない利点はなんですか？ 

・２年次に上がる際に、１年次に所属していたプログラムとは違うプログラム

に変更 

できる点 

・国立大学のため、学費は安いと思う(世帯の収入にもよるが、自分は奨学金や

授業料免除の制度を利用して 3 年になるまではほとんど学費を払っていな

い)。 

・応用物理工学プログラムでは、自分の興味のある半導体に関する研究室が多

くある 

ため、選択の幅が広がるという点 

 

〇宮崎大学でしか知れない、学べないといった強みはありますか？ 

・ここでしかできないというような特色が出るのは各研究室だと思う。 

この分野ではトップクラスという研究室もあり。 

 

〇他の学部や学年を超えた交流を行うことはできますか？ 

・サークル・委員会活動での交流というパターンが一番多い。 

・基礎教育科目や学士力発展科目などでは他学部他学年の人と交流する機会が



ある。 

・授業内の実験において、サポートとして上の学年の方に手伝っていただくこ

とはあるが、その他の講義で交流することはあまりない。 

 

〇教授との距離感はどうですか。 

・担任の教授や自分の研究室の担当教授とは日常的な話から将来の話までする

くらいの 

関係性です。かなり親身になってくださる方が多いと思いますよ。 

・各教授による。自分の担任の教授は、気さくな方で細かなことでもメール等

で相談してすぐに返信をいただける。しっかりサポートしてくださる印象。 

・講義ごとで先生は変わる(が、中には質問しても教科書等にあるとしか返答し

てくださらない方や忙しくて対応がすぐにできない方もいらっしゃる。) 

 

〇研究室では具体的にどのようなことをするのですか？" 

・基本的には最終目標である卒論研究をコツコツと進めていく。院の先輩や先

生に教えてもらいながら様々な研究をやり続ける。 

・研究室の正式決定の時期までに気になる研究室の教授にアポイントメントを

とって 

見学に行くのも一つの手。※例年、決定の直前にも研究室を見学することは

できます。 

 

〇授業や先生は面白いですか 

・面白い授業や先生も多い。 

・先生によって授業スタイルが全く違うのでとても楽しい。淡々と授業が進む

先生も 

いますし、雑談を挟む先生もいますよ。オンライン授業でも様々な感じ。 

・講義によるとしか言えないが、何事も楽しんでできる工夫をするのも必要か

も。講義 

内容や先生の話に興味があればそれにこしたことは無いが、そうでは無い場

合はどれ 

だけ上手く講義内容をまとめられるか、どうしたら高評価をとれるか(9 割以

上で秀を 

狙う等)を挑戦するとか。 

 

〇授業内容の充実さについて 

・1 年は、高校の内容の発展系 



2 年は、基礎科目から専門が増えて 

3 年からは専門科目が増える。基本座学だが、実験では専門的なことが多い 

 4 年では単位取得によって授業がない人も多い。 

・1 年の時は高校の復習のような内容が多いので人によっては少し充実とは言

えない 

かも。ただ、復習になってよかったという人もいる。 

 

〇入学後にすべきことは？ 

・一人暮らしの場合は、まず無理せず一人で生活するということに慣れるこ

と。 

・大学生活に慣れてからサークル活動やアルバイトなどを行う方が良いと思

う。 

・サークル等を通じて同級生や先輩と仲良くなること。特に大学の試験は過去

問が重要となるため先輩との縦の繋がりが重要になってくることも。 

・英語は今後もさまざまな場面で使うので可能であれば英語の自主学習。 

 

〇交通関係の研究について何か学べるのか？ 

・交通関係について授業で触れることはあまりないと思う。 

習った内容や技術を交通関係に生かすというような研究が出来る可能性もあ

ると思う。 

・太陽光パネルに関する研究を太田先生がされていて Zero Emission 自動車

社会の実現 

を目指していると聞いたことがある。 

 

〇受験生だったころの勉強のコツは？ 

・受験は一回きりなので思いついた手札を全て揃えておきましょう。 

文房具も立派な手札です。ベクトルや複素数の面倒な計算問題が定規とコン

パスで瞬殺できる事があります。もちろん持ち込めない事もありますが持ち

込める物は全て持ち込みましょう。 

私の時(2019)は英検 2 級を持っていれば英語の試験が免除でした。英語の

入試は一回きりですが英検は何度も受けられます。これも立派な手札です。 

※現在の入試とは異なっている可能性があります。ご了承ください。 

 

・勉強した時間を可視化できるようにスケジュールにまとめること。 

勉強時間を可視化することで自分がどの強化をどれほどやったのかが一目で

分かり、 モチベにも繋がるからオススメです。 



ただまとめることに意識を取られすぎて勉強を疎かにしてしまうこともある

と思うのでその辺も意識するべきだと思います。 

 

・継続して勉強できる量を毎日続けることや、休憩時間は必ず先に決めるこ

と、 

とりあえず簡単なことから勉強を始めること。 

 

・出来るだけ体調不良にならない事と 分からないことがあったら 1 人で悩ま

ずに教科の先生に聞くなどすること。 

 

・絶対に無理しないこと。睡眠時間を削ってもいいこと何もないので生活習慣

をしっかり保ちながら自分が出来る範囲のことを一生懸命する。 

・スマホを触らないように親に預けたり、他人にパスワードを決めてもらった

りなど。 

・音楽があると集中できる人もいるかと思いますが自分は音が気になるタイプ

なので、 

ほぼ無音の自習室などを利用して音楽を聴くなどはしませんでした。 

  

〇一番苦労した科目は？ 

・数学と物理。センター試験で物理の点数がよくなかったこともあり、化学の

みの試験 

がある宮大を受験した。 

 

・国語と化学。国語は点数は取れている方だったのに共通テスト前にスランプ

に陥って 

しまい焦ってしまった。 

 

・国語と数学。古典単語を覚えるのが大変だった。 

数学は数Ⅲの内容理解に時間がかかった。 

・理系科目全般があまり得意ではない。この状態で理系の工学部を受験したの

で 

とても大変だった 

 

・化学と英語。単純に覚えること、単語が多くて苦手だった。 

 苦手を克服するために、 

■声に出して覚える 



■短期間に繰り返し反復する 

■語呂合わせ 

■問題の形式で覚える(出題形式が昔と違うので参考にならないかも知れません

が、、、) 

等々色々していたと思う。 

 

 

〇どんな感じで一日を過ごしているのかを教えて下さい！(〇〇時から学校行って〇

〇からバイトに行って〜)っていう感じでお願い出来ますか？ 

 

※どの回答もあくまでも一例です。 

・（4 年：化学系） 

8：30 起床 

  9：00～10：00 研究室へ 

 10：00～12：00 研究 

 12：00～13：00 昼食（自宅） 

 13：00～17：00 研究 ※午前中で研究を終わらせて帰宅することもあ

り 

 17：00～19：00 家事や風呂など家のこと 

 19：00～20：00 夕食（自宅） 

20：00～22：30 アルバイトなど 

23：00～25：00 自由時間 

25：00～     就寝 

 

・（1 年：機械系） 

7：00～ :8：00 起床 

  8：40～12：00 講義(授業が無い時間もある) 

 12：:00～13：30 昼食（学食） 

 13：30～:17：00 講義(授業が無い時間もある) 

 17：00～    : 課題や自動車学校など 

 

 

・（3 年：電気・電子系） 

平日 

7：30～8：30 起床･朝食･準備(1 限からある場合) 

8：40～12：00 講義 or 講義の課題(図書館 or 自宅) 



12：00～13：30 昼食(早く行けたら食堂、遅れたら弁当を買って自宅で

食べる) 

13：30～18：30 講義 or 講義の課題(図書館で友人と一緒に課題する

ことも) 

(前期は、この時間夕方にアルバイトがあった) 

18：30～19：30 夕食(食堂 or 自宅) 

20：00～23：00 講義の課題  

23：30～25：00 就寝 

※課題が特になければ自由時間 

 

休日 

8：30～9：30  起床･朝食 

9：30～13：00 講義の課題等(自宅) 

13：30～14：30 昼食(遅くに食堂へ向かい、テイクアウトを買う) 

14：30～18：30 講義の課題(自宅) 

18：30～19：00 夕食(食堂 or 自宅) 

20：00～23：00 講義の課題 

23：30～25：00 就寝 

※課題が特に無ければ自由時間 

 

・（1 年：物理系） 

::::8：00    起床 

  10：15   家を出て講義を受ける 

  12：00   昼食（学食） 

  13：30   午後の講義 

  17：00～ 自動車学校に行ったりサークルに参加したり家に帰って家事

したり。 

  24：00   就寝 

 

9 月 24日開催「大学生活説明会・相談会」 

高校生による地域資源創成学部生への質問一覧 

 

Q コロナ禍での授業やフィールドワークの様子 

感染対策を行いながら対面で実習に行く下調べして、人数を制限しながら実際に地域の現

地に行って実習を行っています！下調べも教室や講義の日程が分かれています 

 



Q 眠気を覚ます方法 

私は眠い時はもう頭の限界が来てると思って寝ることにしていました。コーヒーやメガシ

ャキも使いましたが、私は効かず、結局授業中に寝てしまうことも…体に無理のない範囲で

皆さんは眠気覚ましの方法を見つけてほしいです 

 

Q 休日の様子 

土日祝日は私はアルバイトをすることが多いです。平日空いていることが多いので、友達と

ご飯やカフェに行ったり、委員会活動を行っていました！ 

 

Q 大学卒業後の進路 

地域資源創成学部は公務員も民間企業にも就職している先輩方がたくさんいます！ 

公務員が多いんじゃないの？と言われることもありますが、オリエンタルランドやスター

バックスなど有名な企業に就職している人もいます！大学入学時に卒業後の進路を決めて

いた友人はたくさんいましたが、卒業時には変わっている人もいます。皆さんは進路は幅を

狭めず、広い視野で考えてみてほしいなと思います。 

 

Q 高校生のうちにやっておくと良い事 

「本を読むこと」「色々な人の考え方を聞いてみること」 

自分だけの視点や考えかただけでなく「この人なら」「この立場なら」と色んな視点で物事

を捉えることのできる思考を作っておくとオススメ。この思考は地域資源創成学部に進ま

なくても、持っていて損はないと思います。 

 

Q この学部の魅力 

私は「実際に地域の現場に行って、肌で地域を感じることができるところ」と「教授職だけ

でなく実際に民間や行政で働いたことのある教授たちがいるところ」に魅力を感じ、宮崎大

学を選びました。実習が 1 年生から参加できたり、様々な経歴の教授たちがいることで幅

広い視野を得ることができたと思っています！ 

 

 

Q 入試で必要な力(推薦) 

質問にはしっかりとその質問に対する答えを用意すること。 

自分の伝えたいことが前に出すぎた結果、質問に対する答えになっていないことになるの

で注意。 

 

Q どんな研究をしていますか 

私は酒場におけるコミュニティ形成について研究をしています。他にもマネジメントや農



業やスポーツなど様々な分野をベースに研究している学生がいます。 

 

Q 就職に対するサポートなどはありますか？ 

自分の研究室の先生がサポートしてくれますし、大学には就活支援担当の先生もいらっし

ゃいます。 

 

Q 大学への通学手段は何が多いですか？ 

地元から通う自宅生は自動車やバスで、1人暮らしで家が近い学生は徒歩や自転車、少し遠

いと自動車で通う学生が多いです。宮崎県は公共交通の本数が少ないので自動車を持って

いる学生が多い印象です！ 

 

Q 地域のインターンシップはどのように取り組んでいるのか 

地域資源創成学部のインターンシップは県内の企業さんに行くことや、県外の企業さんに

行くこともあります。実際に企業の担当者と一緒にその企業の課題や問題解決に取り組み

ます。 

 

Q 学校推薦型選抜で受験したいと考えているのですが、小論文や面接の対策はどのような

事をしていましたか？ 

小論文は宮﨑大学の赤本と他大学の似ている系統の問題などを使って対策していました。

先生が作った問題を解くときもありました。 

面接練習は色んな人（先生、同級生：面接練習している同級生がオススメ、親など）に相手

をしてもらって、どんな質問がきても答えることのできるよう練習をしていました。同じ人

ばかりで練習すると質問の傾向が似てくるので、いろんな人と練習するのがオススメです。 

 

Q アルバイトは、どんなことをしているんですか 

私は写真館でアルバイトをしています。 

他にもコンビニや飲食店、スーパーマーケット、家庭教師・塾など色んなところでアルバイ

トしている学生がいます。学内の食堂や店舗でアルバイトすることもできます。アプリから

探したり、先輩や同級生から紹介されたり、アルバイトの入り方も人それぞれです。 

Q 大学に入って一番楽しかったこと 

地域資源創成学部のなかで楽しかったことは、県内の色々なところに行けたことです。 

実習で民泊をした時は地元の子ども遊べたり、美味しいご飯を食べたり、勉強にもなりまし

たがとても楽しかったです！ 

 

Q 大学に入って一番大変だったこと 

地域資源創成学部においていえば、レポートや事前調べが多いことです。他の学部はテスト



で成績評価が決まることが多いですが、地域資源創成学部はレポートで成績評価されたり、

加味されることが多いです。また、実習にも行くことが多いので実習の下調べを班ごとにす

ることもあるので、班で協力する必要があるのも大変だったなと思います。 

 

Q コロナ禍である今大学生活を送る中、大変なことはありますか？ 

コロナ禍で講義が対面とオンラインで不規則なことがスケジュールをたてるうえで大変だ

なと思います。 

 

Q 宮崎大学に通ってて、あぁ、この大学でよかったって思うことはなんですか？ 

私は県外から来たので、新しい土地で美味しい食べものがあったり、お気に入りのお店が出

来たりと色々ありますが、一番は大切な友人ができたことです！ 

 

 

 

 

オンライン相談会 

質問回答一覧 

宮崎大学生協 

 


