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［学校推薦型選抜］出願要件

■ 高等学校における学習成績が優秀で，調査書の学習成績概評がＡ段階に属し，

医師として活躍し得る能力・適性を有する者で，出身高等学校長が責任を

持って推薦できる者

■ 卒業後は，宮崎大学医学部附属病院又は県内の基幹型臨床研修病院において、

臨床研修プログラムに参加し，臨床研修修了後も引き続き宮崎の医療に従事

するとともに，宮崎県が指定する県内の医療機関に一定期間勤務することを

約束できる者

■ 合格した場合は入学することを確約できる者

■ 入学後は「宮崎県医師修学資金」の貸与をうける意志のある者

一般選抜への出願及び受験

［地域枠Ａ学校推薦型選抜］は，医師として活躍しうる能力・適性だけでなく，明日

の宮崎県の医療を担うという強い意志を有する地元の生徒を求めるために実施される

ものです。

趣旨・目的

宮崎大学では，地域・社会の発展に寄与しうる人材の育成をはかることを基本目標

の一つとして掲げ，医学部・附属病院にあっては，将来地域医療を担う医師の養成を

も使命としています。近年，宮崎県においても，急速な高齢化の進行等に伴い，県民

の医療ニーズは高度・多様化しています。しかし，医師の都市部への集中による地域

的な偏在や特定診療科の医師不足が深刻化しています。こういった地域の医療ニーズ

に対応することを目的として，

［地域枠Ｂ学校推薦型選抜］は，医師として活躍しうる能力・適性だけでなく，明日

の宮崎県の医療を担うという強い意志を長年有する地元の生徒を求めるために実施さ

れるものです。

［地域枠Ｃ学校推薦型選抜］は，医師として活躍しうる能力・適性だけでなく，明日

の宮崎県の医療を担うという強い意志を有する多様な生徒を,宮崎県を含めた全国各

地から募り,宮崎の医療現場で育てるために実施されるものです。

国公立大学・学部等への学校推薦型選抜の出願は，大学入学共通テストを課す，課さないに関係なく，

一つの大学の一つの学科等に限りますが，この学校推薦型選抜に不合格となった場合に備えて「前期

日程」から一つ，「後期日程」から一つの，合計二つの大学のそれぞれ一つの学科等の一般選抜への

出願及び受験が可能です。



第１次選考に合格した人は，宮崎大学に出願手続きをしてください。

第２次選考では，宮崎県への推薦志願の際に提出された高等学校長の「学校推薦書」，「調査書」，

「自己推薦書」，宮崎大学医学部教員による「面接」及び「大学入学共通テスト」の成績を総合して，

合格者を決定します。

１）宮崎県への出願手続

（１）出願書類

①［地域枠Ａ・地域枠Ｂ・地域枠Ｃ学校推薦型選抜］志願票（第１次選考用）

② 受験票・写真票（第１次選考用）

③ 学校推薦書

④ 調査書 文部科学省所定の様式により，出身高等学校長が作成

⑤ 自己推薦書 入学志願者本人が，出願した理由及び，自分自身について記述

⑥ 第１次選考結果通知用封筒

⑦ 確約書

（２）出願書類の受付期間

令和３年(２０２１年)１１月１日（月）及び１１月２日（火）

（３）出願書類等提出先

宮崎県医療薬務課 ［学校推薦型選抜］ 担当者宛

２）第１次選考の期日・場所・方法等

（１）期 日 ： 令和３年（２０２１年）１１月９日（火）

（２）場 所 ： 宮崎県防災庁舎（宮崎市橘通東2丁目10番1号）

（３）方 法 ： 集団討論

宮崎県の地域医療を担う上での「主体性，協調性，学問への関心」を評価します。

なお，選考にあたっては，上記の他，学校推薦書，調査書，自己推薦書も含めて

総合的に判断します。

３）第１次選考合格者の発表

令和３年（２０２１年）１１月２３日（火）

※ 宮崎県への出願手続及び選考期日・方法等について，不明な点があれば，

宮崎県医療薬務課：宮崎大学医学部医学科［学校推薦型選抜］担当者

電話 ：０９８５ー２６－７４５１へ問い合わせてください。

１） 出願書類の受付期間

令和３年(2021年)１２月１日（水）～１２月３日（金）

【 第１次選考 】= 宮崎県による入学試験

【 第２次選考 】= 宮崎大学による入学試験



大学入学共通テスト 面接 書類審査 合計
国語 地理歴史 公民 数学 理科 外国語
200 100 200 200 200 注) 900

※ 地理歴史・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。

※ 指定した教科・科目（第１解答科目の指定を含む）を受験していないことが判明した場合，合否判定の対象とは

なりませんので，注意してください。

※ 英語は，リーディング，リスニングの両方を必ず受験してください。（大学入試センターからリスニングを免除

された者を除きます。）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。

※ 英語の配点は，リーディング100点満点を160点，リスニング100点満点を40点に換算します。

※ 大学入学共通テストの成績は，令和４年度（2022年度）のものに限り利用します。

※ 地域枠Ａ，地域枠Ｂ，地域枠Ｃ学校推薦型選抜の配点

注)合否判定の重要な資料とします。

※ 合否判定基準

大学入学共通テスト及び個別学力検査等の総合点により順位付けを行い，合否を決定します。

ただし，

①志望する学部・学科が指定する大学入学共通テスト及び個別学力検査等の教科・科目等をすべて

受験しなければ，合否判定の対象にはなりません。

②面接の評価が合格に達しない者は不合格とします。

③総合得点が同点の場合は，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。

・個別学力検査等の面接の段階評価

から１

５）第２次選考合格者の発表 令和４年(2022年)２月１０日（木）

３）第２次選考の期日・試験場・方法等

（１）期 日 ： 令和３年（２０２１年）１２月２２日（水）

（２）試験場 ： 宮崎大学医学部

（３）方 法 ： 面接（１人２０～３０分程度）

複数の教員によって個人面接を行い，医師を目指す者としての適性等をみます。

２）出願に当たっての留意事項

学校推薦型選抜の出願は，「一つの大学の一つの学科等」に限られています。

宮崎大学医学部医学科［学校推薦型選抜の第１次選考合格者として，宮崎県からの推薦を受けた者

が，宮崎大学医学部における第２次選考に出願した場合は，他の国公立大学（独自日程で入学者選抜

試験を行う公立大学・学部を除く）の学校推薦型選抜に出願することはできません。

また，宮崎大学の他の学校推薦型選抜にも出願することはできません。

４）大学入学共通テストの利用教科・科目名
・国語
・地歴（世界史Ａ，世界史Ｂ，日本史Ａ，日本史Ｂ，地理Ａ，地理Ｂ）
・公民（現代社会，倫理，政治・経済，「倫理，政治・経済」）
・数（数学Ⅰ・数学Ａ）と（数学Ⅱ・数学Ｂ，簿記・会計，情報関係基礎から１）の２
・理（物理, 化学，生物）から２
・外（英語：リスニングを含む）

［５教科７科目］



宮崎大学医学部（宮崎県地域医療支援機構分室）にベテラン医師や若手医師による相談体制
を整えています。その他、大学や県、関係機関などが一体となって「オール宮崎」で皆さん
をサポートします。

「宮崎県キャリア形成プログラム」

専門研修指定病院（基幹施設＋連携施設）
にて専門的な知識や技能を習得します。
勤務先は本人の希望を最大限尊重し、
医師少数区域等での勤務年数を踏まえ
ながらローテーションします。

宮崎県の将来の医療を担う医師の確保とスキルアップを目的として策定されたプログラムです

医学部卒業後、臨床研修から９年間県内の医療機関に勤務し、そのうち４年間を医師少数
区域等（※）で勤務します。
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医学生医学生 臨床研修（２年）臨床研修（２年） 専門研修等（７年）専門研修等（７年）

キャリア形成プログラム（９年間）

基幹施設

ローテーション

医師少数区域等

連携施設

R３.4.1現在 全26コース
宮大医学部附属病院 18コース
県立宮崎病院 4コース
古賀総合病院 1コース
宮崎生協病院 1コース
野崎東病院 1コース
宮崎県（公衆衛生） 1コース

６年生進級時
プログラムの適用に
関する同意書提出

臨床研修２年次
コース選択

毎年、希望する
勤務先を確認

連携施設

ホームページ
はこちらから
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大学病院又は臨床研修指定病院
で医師の基礎となる知識や技能
を幅広く習得します。

※宮崎県では宮崎東諸県（宮崎市、国富町、綾町）を除く全ての地域

診療科や医療機関などの種別ごと
にコースを用意しています。

キャリア形成プログラム適用の流れ
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詳しくは、宮崎県地域医療支援機構ホームページをご覧ください。 ▼

皆さんを強力にサポート！

実習やセミナーなどを
通して、地域医療の現
状やプログラムに対す
る理解を深めます。

県外研修や大学院への進学、留学などの場合、通算５年間、プログラムを中断できます。

出産や育児、介護などのライフイベントは、年数に上限なくプログラムを中断できます。

県外や海外で医師としての技術力を高めたい場合

出産や育児などで休職する場合

▼
▼

キャリア形成プログラム期間中に

・地域医療ガイダンス
（臨床体験実習）

・地域医療を学ぶセミ
ナーやシンポジウム

・全体ミーティング
など

本学校推薦型選抜で選抜された者には，医学部を卒業後，原則９年間は『キャリア形成

プログラム』が適用され，キャリア形成プログラムはその運用指針に則り運営されます。

キャリア形成プログラムの適用



宮崎大学医学部
医療人育成課入試係

〒880-1692

宮崎県宮崎市清武町木原5200

TEL：0985-85-8970

※入学者選抜方法等は、必ず下の
入試情報で確認をしてください。

【入試情報URL】

https://www.miyazaki-u.ac.jp/exam/

宮崎県

●宮崎
宮崎大学医学部

アクセス・大学周辺図

宮崎大学の入試情報
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