
 

平成 24 年度 第 1 回 公立大学法人宮崎公立大学 教育研究審議会 議事録 

日 時：平成 24 年 4 月 24 日（火）13:30～15:25 

場 所：管理棟２階中会議室 

出席者：〔委 員〕井上学長、中山人文学部長、上原理事、田中附属図書館長、加藤地域研究 

センター長、戸髙学生部長、有馬教務部会長、大賀入学試験部会長、 

河野委員 

〔事務局〕小八重事務局長、永井企画総務課長、河野学務課長、黒木就職支援室長 

伊豆企画総務課長補佐、渡邊学務課長補佐 

 欠席者：〔委 員〕長友委員 

配付資料 

①特別研究員制度について 

②組織図、平成 24 年度部会委員構成一覧表 

③平成 24 年度計画 

④公立大学法人宮崎公立大学学長統括特別補佐役等設置規程 

⑤是正措置報告書 

⑥平成 23 年度就職状況 

⑦平成 24 年度入学者の状況 

⑧平成 24 年度科学研究費採択状況 

 

渡邊による資料確認及び議事録作成者（渡邊）確認に続いて井上学長の進行の下、議事に入った。 

 

議事１ 特別研究員制度について 

 企画総務課長より、今年度の特別研究員制度を希望している卒業生についての説明を行った。 

平成 22 年度と 23 年度も同じ卒業生から同様の要請があり、承認していることから、審議の結果、

今年度も異議なく承認された。 

 

議事２ その他 

 教育研究審議会の議事録作成について協議を行った。 

 

報告１ 平成 24 年度組織図および部会の構成について 

 平成 24 年度の組織図と部会構成について永井企画総務課長が説明を行った後、井上学長が以下

について補足説明を行った。 

 

報告２ 平成 24 年度計画について 

 平成 24 年度計画について企画総務課長が説明を行った 

 

 



 

報告３ 学長特別補佐役の設置について 

 配布資料④に基づき、小八重事務局長が、今回の学長選考には１名の推薦があったが、新学長が

決まらなかったため、井上学長が１年延長となった。学長の補佐役を付けて乗り切っていく等の説

明を行った。 

 

報告４ 是正措置報告について 

 配布資料⑤に基づき、事務局長が、4 月 12 日に市に対して報告した是正措置の内容について説

明を行った後、上原委員が補足説明を行った。 

 

報告５ 平成 23 年度就職状況について 

 配布資料⑥に基づき、就職支援室長が説明を行った。 

 

報告６ 平成 24 年度入学者の状況について 

 配布資料⑦に基づき、河野学務課長が、平成 24 年度の入学者の状況について説明を行った。 

 

報告７ 平成 24 年度科学研究費等採択状況について 

 配布資料⑧に基づき、企画総務課長が、科学研究費等採択状況について説明を行った。 

 

報告８ その他 

 特になし 

次回開催日時 5 月 22 日（火） 13:30～15:00 

 



 

平成 24 年度 第２回 公立大学法人宮崎公立大学 教育研究審議会 議事録 

 日 時：平成24年５月８日（火）９時00分～10時20分 

 場 所：管理棟２階中会議室 

 出席者：〔委 員〕井上学長、上原委員、河野委員、長友委員 

          中山人文学部長、田中附属図書館長、戸高学生部長 

有馬教務部会長、大賀入学試験部会長 

     〔事務局〕小八重事務局長、永井企画総務課長、河野学務課長、伊豆企画総務課長補佐 

         〔欠 席〕加藤地域研究センター長 渡邊学務課長補佐 

 配付資料 

   １．教育文化学部新課程の見直し構想（案） 

  ２．魅力ある大学づくり取り組み経緯 

   ３．宮崎公立大学 魅力ある大学づくり基本計画策定業務報告書 

 議事に先立ち、河野学務課長が欠席者、配付資料及び議事録作成者の確認を行った。 

 

報告１ 宮崎大学教育文化学部の見直し構想について 

初めに、資料１、２に基づき、小八重事務局長が 宮崎大学教育文化学部の見直し構想（案）

及び魅力ある大学づくりの取り組みの経緯について説明を行い、引き続き、田中附属図書館長か

ら宮崎公立大学 魅力ある大学づくり基本計画策定業務報告書の説明が行われた後、協議を行っ

た。 



 

平成 24 年度 第３回 公立大学法人宮崎公立大学 教育研究審議会 議事録 

日 時：平成 24 年５月 22 日（火）13：30～15：05 

場 所：管理棟２階中会議室 

出席者：〔委 員〕井上学長、中山学部長、上原理事、河野委員、長友委員 

田中附属図書館長、加藤地域研究センター長、戸髙学生部長 

有馬教務部会長、大賀入学試験部会長、 

〔事務局〕小八重事務局長、永井企画総務課長、河野学務課長、 

伊豆企画総務課長補佐、渡邊学務課長補佐、田辺主任主事 

 

配付資料 

別紙１ 平成 23 年度公立大学法人宮崎公立大学業務実績報告書（案） 

① 教員の外国出張について 

② 第 41 回宮日杯大学野球リーグの特別欠席について 

③ 平成 24 年度短期研修受入れ事業①② 短期研修日程 

④ 平成 24（2012）年度学年歴 

その他資料（会議後回収） 

① 平成 24 年度派遣留学生選抜試験結果（会議後回収） 

資料確認、議事録作成者（河野学務課長）の確認後、議事に入った。 

 

議事１ 平成 23 年度業務実績報告について 

永井企画総務課長から説明後、業務実績について了承された。 

 

議事２ 教員の外国出張について 

永井企画総務課長より、配付資料①に基づき、１名の教員の外国出張（６月８日から１１日間、

米国）について説明があり、審議の結果、承認された。 

 

議事３ 野球部員の特別欠席について 

戸高学生部長から配布資料②に基づき、今年４月 30 日、５月１日の宮日杯大学野球リーグに平

日参加した学生の特別欠席の許可について提案があり、審議の結果、承認された。今後は前例とし

て許可していくことも承認された。 

 

報告１ 国際交流部会からの報告 

戸高国際交流部会員（兼学生部長）から配付資料③に基づき、６月 24 日からの蔚山大学校ほか

３大学短期研修生受入れ事業の実施が報告された。また、その他資料（会議後回収）①に基づき、

平成 24 年度派遣留学生選抜試験を実施し、蘇州大学（１年間）１名、バンクーバーアイランド大

学１名が選考されたことと、蘇州大学（１年間、半年）については再募集することが併せて報告さ

れた。 

 



 

報告２ 教務部会からの報告 

有馬教務部会長から配付資料③平成 24（2012）年度学年歴を提示しながら、現在、教務部会で

授業コマ数を平成 25 年度から 12 コマから 15 コマへの変更について検討していることが報告され

た。 

 

報告３ その他 

永井総務企画課長から、来月６月 18 日から 20 日に、ハラスメント外部検証委員会による３か月

以内是正項目の進捗状況の検証と教職員のハラスメント研修の実施が報告された。 

 

次回開催は、６月 12 日（火）13 時 30 分～15 時 30 分 



 

平成 24 年度 第４回 公立大学法人宮崎公立大学 教育研究審議会 議事録 

日 時：平成 24 年６月 12 日（火）13:30～15:20 

場 所：管理棟２階中会議室 

出席者：〔委 員〕井上学長、中山人文学部長、上原理事、田中附属図書館長、 

加藤地域研究センター長、戸髙学生部長、有馬教務部会長 

大賀入学試験部会長、河野委員、長友委員 

〔事務局〕小八重事務局長、永井企画総務課長、河野学務課長、 

伊豆企画総務課長補佐、渡邊学務課長補佐 

  欠席者：     黒木就職支援室長        

配付資料 

①  学長選考公示（公立大学法人宮崎公立大学学長選考規程第２条第２項に基づく） 

②  平成 25 年度 特別選抜入試日程(案) 

③  東日本大震災で被災した受験生等に対する支援について(案) 

④  平成 25 年度公立大学法人宮崎公立大学研究支援年募集要領 

⑤  平成 24 年度後期開放授業開設科目(案)について 

⑥  宮崎公立大学公開研究発表会ちらし・新聞記事 

⑦  平成 24 年度 入試広報イベントスケジュールについて 

⑧  回収資料～平成 24 年度派遣留学生選抜試験結果【当日配布】 

⑨  ハラスメント研修および３ヶ月検証日程について(案) 【当日配布】 

⑩  平成 24 年度 第１回魅力ある大学づくり委員会議事録【当日配布】 

渡邊補佐による配布資料確認後、議事に入った。議事録作成者：永井企画総務課長 

 

議事１ 学長選考について  

全ての議事・報告事項終了後、委員のみで協議することになった。 

 

議事２ 平成２５年度 特別選抜入試日程について 

大賀入試部会長より、配布資料②をもとに、平成 25 年度特別選抜入試の試験日時を推薦入試と

同じ日程とする案の説明があり、原案のとおり承認された。 

 

議事３ 東日本大震災で被災した受験生等に対する支援について 

事務局長より、配布資料③をもとに、昨年度に引き続き支援をしていく案の説明があり、原案の

とおり承認された。 

その他の議事はなく、引き続き報告に移った。 

 

報告１ 研究支援年について 

永井企画総務課長から、平成２５年度の研究支援年の募集について、本制度が２年目を迎えるに

当たり、教員がより研究に専念できるよう要領の一部修正を加えた募集要領について、配布資料④

をもとに説明がなされた。 



 

 

報告２ 国際交流部会からの報告 

戸高学生部長より、⑧の当日配布の回収資料をもとに、蔚山科学大学及び蔚山大学校の派遣する

留学生選抜試験の結果と合格者のなかった留学生枠の再選考を今後行う予定であることの報告が

なされた。 

 

報告３ 後期開放授業の開設科目について 

加藤地域研究センター長より、配布資料⑤をもとに、平成２４年度後期開放授業開設科目につい

ては、20 科目となることの報告がなされた。 

 

報告４ 公開研究発表会について 

加藤地域研究センター長より、５月 26 日に行われた公開研究発表会について配布資料⑥をもと

に、報告があった。今回の参加者が約 50 名、新たにポスター発表を行い好評であったことも報告

された。 

 

報告５ 入試広報スケジュールについて 

大賀入試部会長より、配布資料⑦をもとに、５～９月にかけて実施、及び実施予定のオープンキ

ャンパスと夢ナビライブについての説明がなされた。MMU プチ★キャンパスガイドと夢ナビライブ

は今年度からの新しい試みであることの報告がなされた。 

 

報告 その他 

上原委員より、当日配布のハラスメント防止対策委員会資料をもとに、６月 18～20 日にかけて、

外部検証委員会の３か月検証と教職員対象の研修会を開催することの報告がなされた。 

田中図書館長より、当日配布資料の魅力ある大学づくり委員会議事録をもとに、魅力ある大学づ

くり委員会の会議の内容及び実施状況について報告がなされた。 

 

上記報告事項が終了後、事務局職員を除く委員だけによる議事１の学長選考についての協議が行

われた。 

 

 

次回開催日時 ６月 26 日（火） 13:30～15:30 



 

平成 24 年度 第５回 公立大学法人宮崎公立大学 教育研究審議会 議事録 

日 時：平成 24 年 6 月 26 日（火）13:30～14:55 

場 所：管理棟２階中会議室 

出席者：〔委 員〕井上学長、中山人文学部長、上原理事、田中附属図書館長、加藤地域研究 

センター長、戸髙学生部長、有馬教務部会長、大賀入学試験部会長、 

河野委員、長友委員 

〔事務局〕小八重事務局長、永井企画総務課長、河野学務課長、黒木就職支援室長 

伊豆企画総務課長補佐、渡邊学務課長補佐 

 欠席者：     なし 

配付資料 

①要綱の改正及び要領の策定について 

宮崎公立大学紀要の刊行等に関する要綱新旧対照表  

宮崎公立大学紀要の刊行等に関する要綱(改正案)  

宮崎公立大学紀要編集委員会運営要領(案) 

②英国国立スターリング大学に私費留学する学生への助成について 

③（様式３）学生による授業評価 

④平成 24 年度就職内々定状況 

回収資料 

①第 1期中期目標と第 2期中期目標(案)の項目比較 

 

渡邊による資料確認及び議事録作成者（渡邊）確認に続いて井上学長の進行の下、議事に入った。 

 

議事１ 宮崎公立大学紀要の刊行等に関する要綱の改正 

田中附属図書館長が「宮崎公立大学紀要の刊行等に関する要綱（改正案）」および「宮崎公立大

学紀要編集委員会運営要領（案）」についての説明を行った。審議の結果、「宮崎公立大学紀要の刊

行等に関する要綱改正」および「宮崎公立大学紀要編集委員会運営要領」とも承認された。 

 

議事２ 英国国立スターリング大学に私費留学する学生への助成について 

事務局長より、スターリング大学に私費留学する学生への助成についての説明を行った。 

審議の結果、スターリング大学に私費留学する学生に調査を依頼し、研修経費の一部を助成する

ことについては承認された。 

 

議事３ その他 

特になし 

 

報告１ 第 2 期中期目標（案）について 

 第 1 期中期目標と第 2期中期目標（案）の項目比較について小八重事務局長が説明を行った。 



 

 

報告２ 学生による授業評価について 

 学生による授業評価について中山学部長が説明を行った。 

 

報告３ 平成 24 年度就職状況について 

平成 24 年度の就職の内々定状況について、就職支援室長が説明を行った。 

 

報告４ その他 

ハラスメント研修会について上原理事より説明があった。 

 

次回開催日時 7 月 10 日（火） 13:30～15:00 



 

平成 24 年度 第６回 公立大学法人宮崎公立大学 教育研究審議会 議事録 

 日 時：平成２４年７月２４日（火）１３時３０分～１５時１８分 

 場 所：管理棟２階中会議室 

 出席者：〔委 員〕井上学長、上原委員、河野委員 

          中山人文学部長、田中附属図書館長、戸高学生部長 

有馬教務部会長、加藤地域研究センター長 

     〔事務局〕小八重事務局長、永井企画総務課長、河野学務課長、黒木就職支援室長 

渡邊学務課長補佐、伊豆企画総務課長補佐 

         〔欠 席〕長友委員、大賀入学試験部会長 

 配付資料 

   １．宮崎公立大学シンポジウム「震災のリアル」 

  ２．宮崎公立大学「オープンキャンパス」 

   ３．平成２５年度の「入学者選抜要項」 

議事に先立ち、長友委員、大賀入学試験部会長が欠席、配付資料及び議事録作成者の確認を行った。 

 

議事１ 平成２５年度スケジュール（案）について 

有馬教務部会長から資料１に基づき、現在１２回の授業を行っており、その後、補講期間が１

週間以上あって、定期試験を行っている。認証機関から１５回の授業を行うべきとの指摘を受け

ていることから、来年度から１５回にしたいという提案が行われた。 

 

議事２ 台風等に伴う授業の取扱いについて 

有馬教務部会長から資料２に基づき、内規を制定したいとの説明が行われた。 

 

議事３ 授業料減免制度の改定と新奨学金制度の設立（案）について 

小林主任主事から資料３に基づき、授業料及び入学金減免現行の制度と問題点、新奨学金制度

について説明がされた。 

 

報告１ 平成２４年度に行う各種報告及び策定作業について 

中山評価部会長から資料４に基づき、２４年度の実績報告を早めに作成してもらいたいという

アナウンスと第２期の中期計画に盛り込む事項を各部会で検討してもらうことと、その際に、認

証評価の基準を視野に入れてもらいことが説明された。 

 

報告２ ハラスメントに関する申立者支援制度について 

永井企画総務課長から資料５に基づき、制度の内容が説明されたが、質疑はなかった。 

 

報告３ 学生との飲酒及びゼミ合宿等の実施に関するガイドラインについて 

田中附属図書館長からハラスメント防止・対策委員会基づき検討された資料６について、内容

の説明がされたが、質疑はなかった。 



 

 

報告４ 国際交流部会からの報告 

河野学務課長から資料に基づいて、派遣留学生と受入学生について説明がされた。 

 

報告５ その他 

戸髙学生部長から魅力ある大学づくりの報告を求められ、田中附属図書館長が報告をした。 

 

河野学務課長から以下の４点について報告がされた。 

 １ 九州電力の計画停電への対応について、通常通り講義、試験を行うこと。 

 ２ ７月２８日に宮崎公立大学シンポジウム「震災のリアル」というドキュメンタリー映画の

上映が行われること。 

 ３ オープンキャンパスを８月５日に実施すること。 

 ４ 平成２５年度の特別選抜の中の推薦入学、帰国子女、社会人、私費留学生を１１月２３、

２４日の例年行う推薦入学の日程に合わせて行うということ。 

 

黒木就職支援室長から就職内定状況について、報告がされた。 



 

平成 24 年度 第７回 公立大学法人宮崎公立大学 教育研究審議会 議事録 

日 時：平成 24 年 8 月 22 日（水）13:30～14:55 

場 所：管理棟２階中会議室 

出席者：〔委 員〕井上学長、中山人文学部長、上原理事、田中附属図書館長、加藤地域研究 

センター長、戸髙学生部長、有馬教務部会長、大賀入学試験部会長、 

河野委員、長友委員 

〔事務局〕小八重事務局長、永井企画総務課長、河野学務課長、黒木就職支援室長 

伊豆企画総務課長補佐、渡邊学務課長補佐 

 欠席者：     なし 

配付資料 

① 授業料減免制度の改訂と新奨学金制度の設立について 

② 平成 24 年度後期開講「中国語Ⅵ」担当教員について 

③ 宮崎公立大学学生懲戒規定 

④ 平成 24 年度交換留学及び短期研修の状況について 

⑤ 平成 24 年度就職内々定状況（過年度との比較）平成 24 年 8 月 21 日現在 

回収資料 

① 平成 24 年度前期定期試験における学生の不正行為に係る懲戒処分について 

 

渡邊学務課長補佐による資料確認及び議事録作成者（河野学務課長）確認に続いて井上学長の進

行の下、議事に入った。 

 

議事１ 学長選考について 

全ての議事・報告事項終了後、委員のみで協議した。 

 

議事２ 授業料減免制度の改訂と新奨学金制度の設立について 

戸高学生部長から前回（平成 24 年 7 月 24 日開催）に続き、学生部会で検討した新奨学金制度の

名称３案と入学生メリットベース型給付奨学金（仮称）について再提案され、協議した。 

新奨学金制度の名称については、３案のうちから、「ＭＭＵ成績優秀者奨学金Ａ・Ｂ」「ＭＭＵ修

学支援奨学金Ａ・Ｂ」に決定した。また、入学生メリットベース型給付奨学金（仮称）については、

給付対象を「一般前期上位合格者 7 名」から「一般前期上位合格者５名、一般後期上位合格者 2

名」（計 7名）が提案され、承認された。 

 

議事３ 平成 24 年度後期開講「中国語Ⅵ」担当教員について 

河野学務課長から配付資料②により平成 24 年度後期開講「中国語Ⅵ」の担当教員の変更につい

て次のとおり提案され、協議の結果、一部条件を付した上で承認された。 

 

報告１ 学生の懲戒について 

小八重事務局長から回収資料①により前期定期試験における学生の不正行為に係る懲戒処分等

について報告があった。  



 

 

報告２ 国際交流部会からの報告について 

 河野学務課長から配付資料②により交換留学（派遣（終了者を含む。）・受入れ）、異文化実習（派

遣・受入れ）の状況について報告があった。  

 

報告３ その他について 

（１）是正措置の実施状況について 

永井企画総務課長からハラスメント防止対策に関する外部検証委員会による 3 か月検証と市

長に対し是正措置についての 6月末現在実施状況報告をしたことが報告された。 

（２）魅力ある大学づくり委員会の検討状況について 

魅力ある大学づくり委員会委員長の田中図書館長から同委員会での検討状況が報告された。 

（３）キャンパスガイドの実施報告について 

河野学務課長から 8月 5日実施のＭＭＵキャンパスガイドの実施状況（参加者 344 人）が報告

された。 

（４）平成 24 年度就職状況について 

黒木就職支援室長から、まだ就職内定を得られていない学生への支援など就職の状況について

報告があった。 

（５）英国スターリング大出張報告 

中山学部長から、①同大で短期研修中の 5人の状況、②同大の学習や生活の環境がいいこと、

③来年度以降の本学学生の受け入れが可能なこと、④将来に向け学術交流協定締結が可能である

こと、⑤同大学長が来日できることについて報告があった。 

 



 

平成 24 年度 第８回 公立大学法人宮崎公立大学 教育研究審議会 議事録 

日 時：平成 24 年 9 月 25 日（火）13:30～15:20 

場 所：管理棟２階中会議室 

出席者：〔委 員〕井上学長、中山人文学部長、上原理事、河野委員、長友委員 

田中附属図書館長、加藤地域研究センター長、戸髙学生部長、 

大賀入学試験部会長、 

〔事務局〕小八重事務局長、永井企画総務課長、河野学務課長、黒木就職支援室長 

伊豆企画総務課長補佐、渡邊学務課長補佐 

  欠席者：    有馬教務部会長        

配付資料 

①  宮崎公立大学名誉教授称号授与規程（案） 

②  私費外国人留学生の授業料免除制度の見直しについて（案） 

③  平成 25 年度の講義および演習の担当について(案) 

④  平成 24 年度派遣留学生選抜試験結果（ワイカト大学）～回収資料① 

⑤  授業参観ウィークの実施について 

 

渡邊補佐による配付資料確認後、議事に入った。議事録作成者：永井企画総務課長 

 

議事１ 名誉教授称号授与規程について  

永井企画総務課長より、配付資料①を基に、20 周年を機に名誉教授称号授与制度を新設するこ

とについての説明があった。その後、選考基準や手続きに対する質疑・意見交換がなされ、今後も

委員の意見を求めながら、本制度を創設することの明確な基準を決定し、年度内には規程を整備す

ることとなった。 

 

議事２ 授業料減免制度の改訂と新奨学金制度の設立について 

戸高学生部会長より、配付資料②をもとに、現状の制度の問題点と見直しに至る経緯及び新奨学

金制度の概要について説明があり、原案のとおり承認された。 

 

議事３ 平成 25 年度の講義および演習の担当について 

永井企画総務課長より、配付資料③をもとに平成 25 年度講義・演習の担当について説明があっ

た。また、ハラスメント防止対策委員会委員長の上原委員から、ハラスメント防止対策委員会とし

て復帰を認める意見があり、処分を受けた 2人の教員については、来年度は講義および演習に制限

を加えない、部会活動は他の教員と差異なく分担する、ことで原案のとおり承認された。 

 

その他の議事はなく、引き続き報告に移った。 

報告１ 国際交流部会からの報告について 

回収資料①をもとに、戸高学生部長より、ワイカト大学への平成２４年度派遣留学生の選抜結果

について、一人の学生が決定したことの報告があった。 



 

報告２ 授業参観ウィークの実施について 

配付資料④をもとに、中山学部長より FD 部会で計画している授業参観ウィークの実施（期間：

１１月７日～２０日、対象科目：３つ・各２回、実施後の意見交換）についての報告がなされた。

 

引き続き、下記の内容について、関係委員から報告がなされた。 

 

報告３ その他 

（１）魅力ある大学づくり委員会の進捗状況について田中委員長より報告があり、意見交換がなさ

れた。 

（２）大賀入試部会長より、９月２２日に実施したプチキャンパスガイドは約５０名の参加があり、

留学を経験した生の話等に集中し、盛況であったことの報告があった。 

（３）黒木就職支援室長より平成 24 年度就職状況について報告があった。   

（４）ハラスメント外部検証委員会６ヶ月検証について、上原理事より報告があり、意見交換がな

された。 

 

報告終了後、渡邊学務課長補佐より、次回１０月９日は、学生によるスターリング大学の報告会

を行う旨の説明があった。 

 

 

次回開催日時 10 月 9 日（火） 13:30～15:30 



 

平成 24 年度 第９回 公立大学法人宮崎公立大学 教育研究審議会 議事録 

 

日 時：平成 24 年 10 月 9 日（火）13:30～15:40 

場 所：研究講義棟２階多目的演習室および管理棟２階中会議室 

出席者：〔委 員〕井上学長、中山人文学部長、上原理事、田中附属図書館長、加藤地域研究セ

ンター長、戸髙学生部長、大賀入学試験部会長、有馬教務部会長、河野委員

〔事務局〕小八重事務局長、永井企画総務課長、河野学務課長、 

伊豆企画総務課長補佐、渡邊学務課長補佐 

 欠席者：     長友委員、黒木就職支援室長 

配付資料 

①リベラルアーツに基づく専攻（コース）の新設について（案） 

リベラルアーツに基づく専攻（コース）の新設について（案）イメージ図 

②公立大学法人宮崎公立大学第 2期中期目標 

③平成 25 年度宮崎公立大学研修支援年の適用について 

別途配布 2012 年スターリング大学夏季短期研修報告 

初に報告１の「英国国立スターリング大学短期研修状況等調査報告について」、研究講義棟２階

の多目的演習室において短期研修に参加した 5名の学生が報告し、それに対する質問等を行った。 

その後、中会議室に移動し、渡邊による資料確認及び議事録作成者（渡邊）確認に続いて井上学

長の進行の下、その他の議事に入った。 

 

議事１ 教育課程における専攻（コース）について 

田中委員長（魅力ある大学づくり委員会）が「リベラルアーツに基づく専攻（コース）の新設」

について、資料に基づき説明を行い、協議がなされた。 

 

報告１ 英国国立スターリング大学海外研修状況等調査報告について 

教育審議会委員および国際交流部会員の参加の下、８月に私費留学を行った５名の学生が英国国

立スターリング大学の研修状況等についてモニタリング調査報告を行い、委員との質疑応答が行わ

れた。 

 

報告２ 第 2 期中期目標について 

 宮崎公立大学第２期中期目標と中期計画の策定作業スケジュールについて永井企画が説明した。

 

報告３ 研究支援年適用について 

平成 25 年度の研究支援年の適用について、事務局長が説明を行った。 

 

報告４ その他 

「今後の演習の在り方」について、ハラスメント防止・対策員会より検討のお願いがあった。 

 

次回開催日時 10 月 23 日（火） 13:30～15:00 



 

平成 24 年度 第 10 回 公立大学法人宮崎公立大学 教育研究審議会 議事録 

 日 時：平成２４年１１月１３日（火）１３時３０分～１４時２５分 

場 所：管理棟２階中会議室 

出席者：〔委 員〕井上学長、上原委員、河野委員、長友委員 

          中山人文学部長、田中附属図書館長 

有馬教務部会長、加藤地域研究センター長、大賀入学試験部会長 

     〔事務局〕小八重事務局長、永井企画総務課長、河野学務課長、黒木就職支援室長 

渡邊学務課長補佐、伊豆企画総務課長補佐 

         〔欠 席〕戸高学生部長 

配付資料 

   １．平成２５年度昇任人事  

  ２．平成２５年度宮崎公立大学 私費外国人留学生入学者選抜試 帰国子女特別選抜試験 

                 社会人特別選抜試験  

「個人面接の評価基準と方法について」 

                 「小論文の評価方法について」 

   ３．平成２５年度推薦入学試験志願者について 

     次期学長に関する新聞記事 

   ４．平成２４年度ＦＤ研修会実施のお知らせ 

 議事に先立ち、戸髙学生部長の欠席報告と配付資料及び議事録作成者の確認を行った。 

 

議事１ 昇任について 

小八重事務局長から資料１に基づき、平成２５年度の昇任人事について、スケジュール等を

含め説明がされ、了承された。 

 

議事２ 特別選抜試験の評価基準について 

大賀入学試験部会長から、６ページの資料の差し替え後、資料２に基づき、各入学試験の個

人面接の評価基準と方法及び小論文の評価方法について、変更する事項について説明がされ、

了承された。 

 

報告１ 学長選考結果について 

小八重事務局長から次期学長の選考に係る経緯及び結果について報告がされた。 

 

報告２ プロパー職員採用試験の結果について 

永井企画総務課長から平成２５年度に２名を採用するため、プロパー職員採用試験を実施し

たこと。並びに、受験者数等の状況が報告された。また、図書館の任期付職員１名採用のため、

試験を行った。 

 

 



 

報告３ 平成２５年度推薦入学試験および特別選抜試験の志願者について 

大賀入学試験部会長から資料３により、推薦入学及び特別選抜試験の志願者状況について説

明がされた。 

 

報告４ 平成２４年度ＦＤ研修会の実施について 

中山学部長から資料４により、平成２４年度のＦＤ研修会を１２月４日に実施することと研

修内容について説明がされた。 

 

報告５ その他 

黒木就職支援室長から１０月２１日に３年生父兄を対象に開催した就職ガイダンス、大分・

熊本の企業訪問、また、内定状況や今後の学生支援についての報告がされた。 

 

中山学部長から公大協の人文学部長会議について報告がなされた。 

 

 



 

平成 24 年度 第 11 回 公立大学法人宮崎公立大学 教育研究審議会 議事録 

日 時：平成 24 年 11 月 27 日（火）13:28～15:04 

場 所：管理棟２階中会議室 

出席者：〔委 員〕井上学長、中山人文学部長、上原理事、河野委員、長友委員 

田中附属図書館長、加藤地域研究センター長、戸髙学生部長、 

有馬教務部会長、大賀入学試験部会長 

〔事務局〕小八重事務局長、永井企画総務課長、河野学務課長、黒木就職支援室長 

伊豆企画総務課長補佐、渡邊学務課長補佐 

  配付資料 

①  英国国立スターリング大学の学術交流協定校の推薦について 

②  平成 25 年度の蘇州大学における交換留学の選抜基準について 

③  公立大学宮崎公立大学第 2期中期計画（案） 

④  平成 24 年度後期「学生による授業評価」の実施について 

別添冊子「学生による授業評価（平成 24 年度前期）」※一部の委員のみ配付 

⑤  平成 25 年度推薦入試高校別受験者数 

 

渡邊補佐による配付資料確認後、議事に入った。議事録作成者に河野学務課長を指名。 

 

議事１ 英国国立スターリング大学の学術交流協定校の推薦について  

小八重事務局長より、配付資料①を基に、国際交流部会提案のスターリング大学との学術交流協

定について来年度の開学 20 周年記念事業の位置づけも含め説明があり、承認された。なお、米国

の大学については今後調査を行いながら検討していくことになった。あわせてスターリング大学同

窓会に学長・学部長が参加したことが報告された。 

 

議事２ 平成 25 年度の蘇州大学における交換留学の選抜基準について 

戸高国際交流部員より、配付資料②をもとに改正案と改正理由の説明があり、承認された。 

その他の議事はなく、引き続き報告に移った。 

報告１ 第 2 期中期計画策定の進捗状況について 

永井企画総務課長より、配付資料③をもとに第２期中期計画（案）について概要・進捗状況・今

後の進め方について説明があった。 

 

報告２ 学生による授業評価について 

中山学部長より、資料④をもとに平成２４年度後期「学生による授業評価」の実施についての報

告があった。 

 

報告３ 平成 25 年度推薦入学試験の志願者について 

大賀入試部会長より、配付資料⑤をもとに平成２５年度推薦入学試験における県内高校からの志

願者状況が報告された。 



 

平成 24 年度 第 12 回 公立大学法人宮崎公立大学 教育研究審議会 議事録 

日 時：平成 24 年 12 月 18 日（火）13:30～15:45 

場 所：管理棟２階中会議室 

出席者：〔委 員〕井上学長、中山人文学部長、上原理事、河野委員、長友委員 

田中附属図書館長、加藤地域研究センター長、戸髙学生部長、 

有馬教務部会長、大賀入学試験部会長 

〔事務局〕小八重事務局長、永井企画総務課長、河野学務課長、黒木就職支援室長 

伊豆企画総務課長補佐、渡邊学務課長補佐 

  欠席者：なし           

配付資料①「卒業論文提出に関する不服申し立て制度」についての申し合わせ（案） 

     宮崎公立大学学生要覧 2013 (案) 

別添資料① 宮崎公立大学学生要覧 2012  

配付資料②平成 25 年度学術協定校及び了解覚書締結校への短期研修(案) 

③平成 24 年度九州大学秋季バレーボールリーグ熊本大会の特別欠席について 

④平成 24 年 4 月 12 日付｢是正報告書｣に基づく是正措置の 9月末現在の実施状況ついて

  ハラスメント外部検証委員会 6ヶ月検証結果報告、別表 6 ヶ月検証結果一覧 

⑤平成 25 年度特別選抜等入学試験の結果について 

⑥平成 24 年度就職内定状況(過年度との比較) 

 

渡邊補佐による配付資料確認後、議事に入った。 

 

議事１ 卒業論文に関する不服申し立て制度について  

有馬教務部会長より、配付資料①を基に、今年度からの制度の申し合わせ適用について提案説明

があり、協議の結果、修正箇所の共有等が行われた。 

 

議事２ 平成 25 年度学術協定校及び了解覚書締結校への短期研修(案)について 

河野学務課長より、配付資料②をもとに、蔚山科学大学及びスターリング大学への短期留学の履

修条件等の説明があり、原案のとおり承認された。 

 

議事３ 平成 24 年度九州大学秋季バレーボールリーグ熊本大会の特別欠席について 

戸高学生部長より、配付資料③をもとに特別欠席の扱いについて説明があり、原案の通り承認さ

れた。 

 

その他の議事はなく、引き続き報告に移った。 

 

報告１ ハラスメント防止対策の是正措置報告について 

永井企画総務課長より、配付資料④をもとにハラスメント外部検証委員会からの 6ヶ月検証報告

の内容と市への是正経過報告内容についての説明・報告があった。 



 

報告２ 平成 25 年度特別選抜等入学試験の結果について 

配付資料⑤をもとに、大賀入試対策部長より報告があった。 

 

報告３ 平成 24 年度就職内定状況について 

 黒木就職支援室長より、配付資料⑥をもとに報告があった。 

 

その他 

 戸高学生部長より、12 月 25 日に新奨学金制度の説明会を予定していることの報告があった。 

 

 後に、学長より、本学における編入学の取扱いについて、長年の懸案事項であるが、今後検討

が必要との発言があり、委員からも柔軟に対応してほしい旨の意見があった。 

 

 

次回開催予定日時 1 月 22 日（火）13:30～15:30 



 

平成 24 年度 第 13 回 公立大学法人宮崎公立大学 教育研究審議会 議事録 

日 時：平成 25 年 1 月 11 日（火）13:30～15:45 

場 所：管理棟２階中会議室 

出席者：〔委 員〕井上学長、上原理事、河野委員、長友委員、田中附属図書館長、加藤地域研

究センター長、戸髙学生部長、大賀入学試験部会長、有馬教務部会長 

〔事務局〕小八重事務局長、永井企画総務課長、河野学務課長、黒木就職支援室長、 

伊豆企画総務課長補佐、渡邊学務課長補佐 

欠席者：     中山学部長 （田中附属図書館長が補講のため途中退席） 

配付資料 

①「専門演習Ⅲ」の卒業論文提出に関する不服申し立て制度についての申し合わせ（案） 

②宮崎公立大学の外国人留学生の受入制度について（案） 

③平成 25 年度前期開放授業開設科目について 

別途配布  「卒業論文提出に関する不服申し立て制度」について（前回配布資料） 

渡邊による資料確認及び議事録作成者（渡邊）確認に続いて井上学長の進行の下、議事に入った。 

 

議事１ 卒業論文に関する不服申し立て制度について 

有馬教務部会長が、前回（12 月 18 日）からの継続審議となっている「卒業論文に関する不服申

し立て制度」について、変更点等の説明を行った。審議の結果、必要があれば来年度以降見直すが、

今年度はこの内容で対応することが承認された。 

 

議事２ 外国人留学生の受入制度について 

資料に基づき、河野学務課長が「外国人留学生の受入制度」についての説明を行った。編入学に

ついては、これで確定でなくあくまでも案であり今後も議論する必要があるが、科目等履修生も含

め説明のあった流れで進めることが承認された。 

 

報告１ 平成 25 年度前期開放授業開設科目について 

平成 25 年度前期の開放授業の開設科目について加藤地域研究センター長が説明を行った。 

 

その他 

特になし 

 

 

次回開催日時 2 月 12 日（火） 13:30～15:00 



 

平成 24 年度 第 14 回 公立大学法人宮崎公立大学 教育研究審議会 議事録 

 

 日 時：平成２５年２月１２日（火）１３時３０分～１５時１０分 

場 所：管理棟２階中会議室 

出席者：〔委 員〕井上学長、上原委員、河野委員、長友委員 

          中山人文学部長、田中附属図書館長、戸髙学生部長 

有馬教務部会長、加藤地域研究センター長、大賀入学試験部会長 

     〔事務局〕小八重事務局長、永井企画総務課長、河野学務課長、黒木就職支援室長 

渡邊学務課長補佐、伊豆企画総務課長補佐 

  配付資料 

   １．平成２５年度前期外国人留学生科目等履修生の募集要項（案）  

  ２．編入学および転入学制度の方針について（案） 

  ３．機関リポジトリの構築について（案） 

  ４．平成２５年度入学試験状況 

  ５．平成２５年度学年歴（案） 

   ６．平成２５年度「基礎演習Ⅰ」担当およびスケジュール（案） 

   ７．平成２４年度就職内定状況（過年度との比較） 

    

 議事に先立ち、配付資料及び議事録作成者の確認を行った。 

 

議事１ 外国人学生の科目等履修生制度について 

河野学務課長から、資料１に基づき、外国人学生の科目等履修生募集要項について、説明が

され、了承された。 

 

議事２ 編入学制度について 

河野学務課長から、今回協議されたものを各部会での検討後、再度本審議会に提案すること

にしていることが説明された。その後、資料２に基づき、編入学および転入学制度の方針につ

いて説明がなされ、意見交換を行った。 

 

議事３ 機関リポジトリの構築について 

田中附属図書館長から、資料３に基づき、機関リポジトリの構築について、説明され、了承

された。 

報告１ 平成２５年度一般選抜入学試験の出願状況について 

大賀入学試験部会長から、資料４により、平成２５年度入学試験の出願状況について報告が

された。 

 

 

 



 

報告２ 平成２５年度学年歴について 

有馬教務部会長から、資料５により、平成２５年度学年歴について説明され、来年度から１

２コマから１５コマに変わることによる変更点等について報告がされた。 

 

報告３ 平成２５年度「基礎演習Ⅰ」担当およびスケジュールについて 

有馬教務部会長から、資料６により、新カリキュラムとの関係もあり、平成２５年度限定と

した「基礎演習Ⅰ」担当およびスケジュールについて、報告がされた。 

 

報告４ 平成２４年度就職状況について 

黒木就職支援室長から、資料７により、平成２４年度就職状況について、今年度は、就職希

望者が１６７名になりそうであることや現状の就活状況等について、報告がされた。 

 

その他 

井上学長から人文学部長の選考を２月に行いたいこと、及び、選考は、規程上は、学長が指

名することができることになっているが、本学では、先生方から意向聴取して、決定している

経緯があることから、そのように行いたいことの発言があり、意見聴取方法、実施期間等につ

いて、説明がされた。併せて、教員連絡会において説明することも報告があった。 



 

平成 24 年度 第 15 回 公立大学法人宮崎公立大学 教育研究審議会 議事録 

日 時：平成 25 年 3 月 1日（金）13:15～15:15 

場 所：管理棟２階中会議室 

出席者：〔委 員〕井上学長、中山人文学部長、河野委員、長友委員 

田中附属図書館長、加藤地域研究センター長、戸髙学生部長、 

有馬教務部会長、大賀入学試験部会長 

〔事務局〕小八重事務局長、永井企画総務課長、河野学務課長、黒木就職支援室長 

伊豆企画総務課長補佐、渡邊学務課長補佐 

〔欠 席〕上原委員（理事） 

  配付資料 

⑪  宮崎公立大学名誉教授称号授与規程（案） 

⑫  平成 25（2013）年度開講科目一覧（案） 

⑬  宮崎公立大学学生の授業出席に関する内規（案） 

⑭  編入学制度に係る宮崎公立大学学則変更（案） 

 編入学制度における単位認定について（案） 

⑮  ＭＭＵ型リベラルアーツに基づく専攻（コース）の新設について 

⑯  平成 25 年度入学試験状況 

⑰  公立大学法人宮崎公立大学第 2期中期計画 

渡邊補佐による配付資料確認後、議事録作成者に河野学務課長を指名し議事に入った。 

 

議事１ 名誉教授制度について  

小八重事務局長より、配付資料①を基に開学２０周年を機に名誉教授制度を新設することについ

て説明があり、承認された。また、授与式は来年度開学２０周年記念事業式典時に行う予定である

ことが報告された。 

 

議事２ 平成２５年度開講科目について 

有馬教務部会長より、配付資料②を基に平成 25 年度開講科目（案）について研究支援年・常勤

教員退職・復帰教員による講義・常勤教員による講義・新学長による講義・教職課程科目の開閉講

等の理由による平成２４年度との変更を中心に 258 科目開講の説明があり、承認された。 

 

議事３ 授業出席に関する内規について 

有馬教務部会長より、配付資料③を基に宮崎公立大学学生の授業出席に関する内規について次の

改正案（平成２５年度施行）の説明があり、承認された。 

 

議事４ 編入学制度に係る学則変更と単位認定について 

河野学務課長より、配付資料④を基に編入学制度導入に係る次の学則改正案の説明があり、承認

された。併せて、4月 1日施行とし、5月に文部科学省に届出することが報告された。 

 

その他の議事はなく、引き続き報告に移った。 



 

 

報告１ カリキュラム検討委員会からの中間報告について 

カリキュラム検討委員会：田中副委員長から配付資料⑤を基にＭＭＵ型リベラルアーツに基づく

専攻（コース）の新設について報告があった。高校生等への広報について工夫の要望があった。 

 

報告２ 平成２５年度一般選抜前期入学試験の実施状況について 

大賀入試部会長より、配付資料⑥を基に平成２５年度入学前期日程試験の実施状況について報告

があった。 

 

報告３ 第２期中期計画について 

永井企画総務課長より、配付資料⑦を基に第２期中期計画について、昨年提示案から内容に大き

な修正なく決定したことについての説明があり、また市へ提出されたとの報告があった。 

 

報告４ その他について 

① 河野学務課長より、平成２５年度前期私費外国人科目等履修生の募集に対し１名の応募があ

ったことの報告があった。 

② 学長から部会に係る機構改革について次回提案したいとの報告があった。 

③ 前期日程試験の鹿児島会場についての意見交換があった。 

 

次回開催予定 ３月１９日（火）１４：００～１６：００ 



 

平成 24 年度 第 16 回 公立大学法人宮崎公立大学 教育研究審議会 議事録 

日 時：平成 25 年 3 月 19 日（火）14:10～16:00 

場 所：管理棟２階中会議室 

出席者：〔委 員〕井上学長、中山人文学部長、河野委員、田中附属図書館長、 

加藤地域研究センター長、戸髙学生部長、有馬教務部会長、 

大賀入学試験部会長 

〔事務局〕小八重事務局長、永井企画総務課長、河野学務課長、黒木就職支援室長 

渡邊学務課長補佐 

〔欠 席〕上原委員、長友委員、伊豆企画総務課長補佐、 

  配付資料 

①  公立大学法人宮崎公立大学平成 25 年度計画（案） 

資料 1－2 公立大学法人宮崎公立大学平成 25 年度計画（案）策定方針 

②  新・教育課程（カリキュラム）の構成（案） 

③  平成 25 年度委員会・部会等の機構改革案 

④  宮崎公立大学学則（案） 

⑤  要綱の改正について（案） 

⑥  平成 25 年度授業時間割（案） 

⑦   平成 25 年度昇任人事の結果について 

⑧  平成 25 年度入学試験状況 

⑨  平成 24 年度就職内定状況（過年度との比較） 

 回収資料 

   １  平成 25 年度後期：「開発経済学」（堀口准教授）開講に係る経過 

 

渡邊補佐による配付資料確認後、議事録作成者に永井企画総務課長を指名し議事に入った。 

 

議事１ 第 2 期中期計画における平成 25 年度計画について  

中山学部長より、配付資料①及び資料１－２を基に、平成 25 年度計画について要点と変更点を

中心に説明がなされ、異議なく承認された。 

 

議事２ 新・教育課程（カリキュラム）の構成について 

 

 

 

中山学部長より、配付資料②を基に、今回の改正はこれまでの魅力ある大学づくり委員会、認

証評価、宮崎公立大学の明日を考える会からの提言、中教審の大学改革等を踏まえた改革案であ

ることの説明がなされた。協議の結果、今後詳細を詰めていくことで、議案については了承され

た。 

また、留学に関しての保険制度の研究をしていることが報告された。 



 

議事３ 機構改革について 

小八重局長より、配付資料③を基に、教養部長の新設並びに部会の整理と教員の負担軽減を目的

とする改革案について説明があり、複数の委員から教養部長の名称は教務部長に変更する方が良い

との意見があり、修正提案の上、議事は承認された。 

 

議事４ 学則変更について 

小八重局長より、配付資料④の中の新旧対照表を基に説明がなされ、承認された。 

 

議事５ 宮崎公立大学紀要の刊行等に関する要綱の改正について 

田中附属図書館長より、配付資料⑤を基に説明がなされ、異議なく承認された。 

 

議事６ 平成２５年度授業時間割について 

有馬教務部会長より、配付資料⑥と回収資料１を基に、平成２５年度後期に「国際協力論」を集

中講義、「開発経済学」を専任教員とすることの変更を担当教員の希望も取り入れて、前回の教育

研究審議会において審議決定されたが、担当教員から、さらに対象学年及び時間帯についても変更

要望が出ていること、およびその理由について経緯を含めて説明がなされた。 

委員からは、採用時の科目と違うこと、契約で採用されているので主張そのものがおかしいこと、

話が逆ではないか、などの意見が出た。 

事務局からは、１年生には難しく、これまでは後期授業後の集中講義であったことで理解できて

いた、との担当教員の主張であることが説明された。 

開発経済学の講義が可能かとの点については、単著があることで教育できる能力ありと判断でき

るとの説明があった。 

開講年の変更はカリキュラム上大きな問題で、しかも３月後半での検討は無理であることは常識

である。組織決定しているものを変えることはおかしい。との意見が占めた。 

結論として、１年生の開講で位置づけられていたものであり、この時間割通りとすることで承認

された。 

 

その他の議事はなく、引き続き報告に移った。 

 

報告１ 平成２５年度昇任人事について 

中山学部長から配付資料⑦を基に、資格基準を満たさなかったため昇任該当者なし、の結果報告

がなされた。 

 

報告２ 平成２５年度入学試験の実施状況について 

大賀入試部会長より、配付資料⑧を基に後期日程の結果とその数字を加えた平成２５年度入学試

験の実施状況について報告された。 

 

 

 



 

報告３ 平成２４年度就職状況について 

黒木就職支援室長より、配付資料⑨を基に、３年生の動きと併せて報告された。 

 

その他 

今年度 後の開催で、退任される河野委員、小八重局長、井上学長より退任のあいさつがあった。

 

次回開催予定 ４月 


