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平成 26 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 26 年 4月 22 日（火）13:30～15:30 

場 所：管理棟２階中会議室 

出席者：〔委 員〕林学長、田中人文学部長、上原理事、山口附属図書館長、宮元地域研究 

センター長、有馬学生部長、加藤教務部長、年森委員、長友委員 

〔事務局〕伊豆企画総務課長、山田学務課長、黒木就職支援室長 

福嶋企画総務課長補佐、小松学務課長補佐 

 欠席者：     なし 

配付資料 

①平成 25年度就職内定状況（過年度との比較） 

②平成 26年度 入学者の状況 

③平成 26年度科学研究費等採択状況 

④専攻長について 

 

 

委員紹介、資料確認、議事録作成者確認に続いて学長の進行の下、議事に入った。 

 

 

報告１ 平成 25年度就職状況について 

就職支援室長から、平成 25 年度の就職状況について、配布資料①に基づき、190 名の卒業生の

内 172 名が就職を希望し、168 名が内定し（就職率 97.7％）、わずかではあるが昨年度より、率が

あがっていることが報告された。また、就職を希望しない卒業生については、進学や留学、公務員

希望、結婚、留学生などであったことが報告された。 

 

 

報告２ 平成 26年度入学者の状況について 

学務課長から、平成 26 年度の入学生の状況について、配布資料②に基づき報告がされた。入学

者は男子 51 名（27.4％）、女子 159 名（75.7％）、合計 210 名で、県内出身者は 89 名で 42.4％で

あったことが報告された。 

また、平成 26 年度の入試結果として、志願者が 872 名、受験者が 562 名、志願倍率が 4.4倍、

実質倍率が 2.0倍と昨年の 2.4倍よりも 0.4ポイント低くなったことが報告された。 

 

報告３ 平成 26年度科学研究費等採択状況について 

企画総務課長から、平成 26 年度の科研費採択状況について、配布資料③に基づき、科学研究費

助成金には新規 3件、継続 3件、研究分担者 3件の合計 9件が採択されたことが報告された。 

また、受託研究費として日本学術振興会二国間交流事業・共同研究に１件（継続）が採択された

ことも報告された。 
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報告４ 専攻長について 

企画総務課長から平成２６年 4月 1日に任命した言語・文化専攻長、メデイア・コミュニケーシ

ョン専攻、国際政治経済専攻長の報告がされた。 

 

 

次回開催日時 5月 27日（火） 13:30開催予定 
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平成 26 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 26 年 5月 27 日（火）13:30～15:30 

場 所：多目的演習室および管理棟２階中会議室 

出席者：〔委 員〕林学長、田中人文学部長、上原理事、山口附属図書館長、宮元地域研究 

センター長、有馬学生部長、加藤教務部長、年森委員、長友委員 

〔事務局〕伊豆企画総務課長、山田学務課長、黒木就職支援室長 

福嶋企画総務課長補佐、小松学務課長補佐 

 欠席者：     なし 

配付資料 

    配布資料① 平成２５年度業務実績報告書 

配布資料② 一般編入学試験（英語）ガイドライン（案）          

配布資料③ 一般編入学試験・私費外国人留学生編入学試（小論文・個人面接） 

の実施に関するガイドライン（案）                
    配布資料④ 一般編入学・外国人留学生編入学試験実施に関する審議事項 

（出願資格）について                  

    配布資料⑤ 平成 26年度後期開放授業開設科目について       

    配布資料⑥ 平成 27年度研究支援年の適用者選考について     

    配布資料⑦ 平成 26年度主な入試広報イベントについて        

    配布資料⑧ 平成 26年度交換留学生の応募状況について      

    配布資料⑨ 平成 26 年度開講予定 自主講座  
配布資料⑩ 平成２６年度宮崎公立大学公開研究発表会の開催について    

 

 

委員紹介、資料確認、議事録作成者確認に続いて学長の進行の下、議事に入った。 

 

議事１ 平成 25年度事業実績報告について（教育・研究部門） 

事務局長から、資料②に基づき平成２５年度実績について、最初に大学の沿革、組織、学生の状況

など大学の概要について説明がなされた。引き続き、教育に関する目標、研究に関する目標、学生

支援に関する目標、大学改革に関する目標、地域貢献に関する目標、国際化に関する目標などにつ

いてそれぞれの実績と評価について説明がなされた。委員からの国際交流に関する質問に応じ、学

術交流協定校との教職員交流については、異文化実習時の交流および協定校からの来学時に留まっ

ていることから、今後どのような交流があり得るか、またその実現の可能性を具体的に検討するこ

とにした旨の追加説明等がなされた。 

審議の結果、了承された。 
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議事２ 編入学試験の作題・実施ガイドラインおよび編入学試験の出願資格について 

附属図書館長（入試部会長）から、資料②に基づき、一般編入学試験（英語）ガイドライン（案）          

資料③に基づき一般編入学試験・私費外国人留学生編入学試（小論文・個人面接）の実施に関するガ

イドライン（案）について説明がなされた。さらに、資料④に基づき一般編入学・外国人留学

生編入学試験実施に関する出願資格について、2年次編入学、３年次編入学毎に説明がなされ

た。 
審議の結果、承認された。 

 

 

議事３ 平成 26年度後期開放授業について 

地域研究センター長から、資料⑤に基づき、平成２６年度後期に２３科目の開放授業を予定し、開

放科目の科目名と担当教員について説明がなされた。委員からの質問に応じ、開放授業科目には「情

報処理」、「英語」などを除いていること、新カリュキュラムで新たに追加したのが開発経済学であ

ること、受講料は１科目 5,000円であることなどが追加説明された。 

審議の結果、了承された。 

 

 

 

報告１ スターリング大学春季プログラムの調査報告について 

平成２６年２月～３月の７週間、スターリング大学の春季プログラムに参加した４名の学生から、

同プログラムおよび大学の状況等について報告がなされた。委員からの質問に応じ、同じように他

の国からきたクラスメートとそれぞれの習慣について話題になったこと、グループデイスカッショ

ンの状況、スターリング大学の学生と自分たちの違い、また今回の留学で日本に住む自分が日本に

ついて知らないことがたくさんあることを再認識したことなどが追加報告された。 

 

 

 

報告２ 平成 27年度研究支援年について 

企画総務課長から、資料⑥に基づき、平成２７年度の研究支援年の適用者選考について、８月２９

日を応募締切日とし、９月２９日に選考審査会をすることなどについて報告がなされた。 

 

 

 

報告３ 平成 26年度主な入試広報イベントについて 

学務課長から、資料⑦に基づき、プチ・キャンパスガイド（6月 28日、9月 20日）、オープンキャ

ンパス（8 月 3 日）、夢ナビライブ大阪会場（6 月 21 日）など平成２６年度の主な入試イベントの

日程等について報告がなされた。 
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報告４ 平成 26年度交換留学生の応募状況について 

 学務課長から、配付資料⑧を基に報告時点での平成 26 年度交換留学生の応募状況はスターリン

グ大学１名、バンクーバーアイランド大学１名、蘇州大学３名、蔚山大学校２名、蔚山大学校１名

との報告があった。 

 

 

 

 

報告５ 平成 26年度公開講座（自主講座）について 

地域研究センター長から、資料⑨に基づき、平成２６年度開講予定自主講座について、予定の６講

座について報告がなされた。委員からの質問に応じ、受講は無料（テキスト代を除く）であること

などが追加説明された。 

 

 

 

報告６ 平成 26年度公開研究発表会について 

地域研究センター長から、資料⑩に基づき、平成２６年度宮崎公立大学公開研究発表会について、

５名の方が発表されること、それぞれの研究テーマのこと、また会場のうち３会場については地域

の公民館、ショッピングセンター等の公立大学以外で開催する予定であることなどの報告がなされ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回開催日時 5月 27日（火） 13:30開催予定 
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平成２６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２６年７月２２日（火）13:30～14:22 
場 所：管理棟２階 中会議室 
出席者：〔委 員〕林学長、田中人文学部長、上原委員、年森委員、長友委員 

山口附属図書館長、宮元地域研究センター長、有馬学生部長、 
加藤教務部長 

〔事務局〕佐山事務局長、伊豆企画総務課長、山田学務課長、黒木就職支援室長 
福嶋企画総務課長補佐、小松学務課長補佐、袈裟丸学務課主幹兼教務係長、 

     梶原学務課学生係長 
 欠席者： なし 

 
  配付資料 

①  教員採用について－理事長への内申のための素案－（「国際経済学」等担当） 

②  教員採用について－理事長への内申のための素案－（「教育心理学」等担当） 
③  平成２６年度教員選考会議スケジュール（案）について 

④  学生の留学について 

⑤  平成２６年度後期私費外国人留学生科目等履修生について 

  別冊 

①   宮崎公立大学 大学案内２０１５（パンフレット・リーフレット） 

  

 

小松学務課長補佐による配付資料確認後、議事録作成者に山田学務課長を指名し議事に入った。 

 

議事１ 教員新規採用について  

伊豆企画総務課長より、配付資料①・②を基に、「国際経済学」等担当教員１名と「教育心理学」

等担当教員１名を平成２７年度に新規採用することについて説明があり、異議なく承認された。 

 

議事２ 教員の昇任について 

伊豆企画総務課長より、教授昇任２名と准教授昇任１名について学内公募すること、及び配付資

料③を基に、教員選考会議スケジュール（案）について説明があり、異議なく、承認された。 

 

報告１ 平成２６年度交換留学生について 

宮元地域センター長（国際交流部会長）より、配付資料④を基に、学生の留学（派遣留学生８名、

受入留学生８名）について、国際交流部会で確認し、教授会において承認された旨報告があった。 
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報告２ 平成２６年度後期私費外国人留学生科目等履修生について 

宮元地域センター長（国際交流部会長）より、配付資料⑤を基に、本年度後期の私費外国人留学

生科目等履修生（再出願者１名）について、国際交流部会で確認し、教授会で承認された旨報告が

あった。 
 
その他    

学務課長より、別冊①を基に、宮崎公立大学 大学案内２０１５（パンフレット・リーフレット） 
について説明があった。 

 
 
※次回開催予定 ８月２６日（火）１３：３０～１５：３０ 
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平成 26 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 26 年９月２４日（水）10:00～11:10 

場 所：管理棟２階中会議室 

出席者：〔委 員〕林学長、田中人文学部長、上原理事、山口附属図書館長、宮元地域研究 

センター長、有馬学生部長、加藤教務部長、年森委員、長友委員、佐山事務

局長 

〔事務局〕伊豆企画総務課長、山田学務課長、黒木就職支援室長 

福嶋企画総務課長補佐、小松学務課長補佐、袈裟丸主幹 

 欠席者：     なし 

配付資料 

配付資料１ 平成26年度後期開講科目の担当教員一部変更について   

配付資料２ 平成 27年度一般編入学試験および私費外国人留学生 

編入学試験について                  

配付資料３ 学生の留学について                  

配付資料４ 平成２６年度就職内々定状況について 

 

 

委員紹介、資料確認、議事録作成者確認に続いて学長の進行の下、議事に入った。 

 

議事１ 平成26年度後期開講科目の担当教員一部変更について 

議事１の休業取得に伴う開講科目担当教員一部変更について、加藤教務部長が資料１に基づき、教

務部会、部局長会議において、確認、承認された内容について説明がされ、承認された。 

 

議事２ 平成 27年度一般編入学試験および私費外国人留学生編入学試験について 

議事２の平成 27年度一般編入学試験および私費外国人留学生編入学試験について、山口附属図

書館長が資料２に基づき、それぞれの募集概要、論文、面接の評価方法の説明がされ、承認された。 

 

報告１ 平成２６年度学生の留学について 

報告１の平成２６年度学生の留学について、宮元地域研究センター長から資料３に基づき、７月

２２日、２３日、２４日に実施された平成２６年度派遣留学生選抜試験結果の報告がされた。 

 

 

報告２ 平成２６年度就職内々定状況について 

報告２の平成２６年度就職内々定状況について、黒木就職支援室長から資料４に基づき、報告が

され、その際、今年度就職希望者が１７５名程度の見込みであること。宮崎出身者が地元での就職

を希望している学生が例年より多い傾向であることも併せて報告がされた。 
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報告３ 平成27年度宮崎公立大学研究支援年の適用について 

報告３の平成２７年度宮崎公立大学研究支援年の適用について、伊豆企画総務課長から募集を

おこなった結果、申請した教員がいなかったことについて報告がされた。 

 

 

 

次回開催日時 10月 28日（火） 13:30開催予定 
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平成 26 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 26 年 10月 28日（火）13:30～15:00 

場 所：管理棟２階中会議室 

出席者：〔委 員〕林学長、田中人文学部長、上原理事、山口附属図書館長、宮元地域研究 

センター長、有馬学生部長、加藤教務部長、年森委員、長友委員、佐山事務

局長 

〔事務局〕伊豆企画総務課長、山田学務課長、黒木就職支援室長 

福嶋企画総務課長補佐、小松学務課長補佐、袈裟丸主幹、梶原係長 

 欠席者：     なし 

配付資料 

配付資料１ 宮崎公立大学保護者説明会 

配付資料２ 宮崎公立大学における留学の状況              

配付資料３ 教員採用について                  

配付資料４ 平成２６年度教員選考会議スケジュール（案）について 

配付資料５ 宮崎公立大学人文学部紀要（抜粋） 

 

 

 

委員出席確認、資料確認、議事録作成者確認に続いて学長の進行の下、議事に入った。 

 

議事１ 教員新規採用にについて 

佐山事務局長より、配付資料３・４を基に、「国際経営論」等担当教員１名を平成２７年度に新規

採用することおよびそれにともなう教員選考会議スケジュールについて提案があり、承認された。 

 

 

議事２ 宮崎公立大学人文学部紀要について 

 伊豆総務課長より、資料３を参考に次に作成する宮崎公立大学人文学部紀要に急逝された故金子

正光教授の業績等を掲載することが提案され了承された。 

 

 

報告１ 保護者説明会について 

 伊豆総務課長より、資料１に基づき平成２６年１１月９日（日）に開催予定の宮崎公立大学保護

者説明会について開催時間（10：30～16：00）、開催内容（全体会・個別相談会）、出席予定者（180

名）などの概要について報告がなされた。 
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報告２ 留学の状況について 

 山田学務課長より、資料２に基づき、公費留学状況（現在６校９名）、留学先大学別の寮、経費、

助成金などの留学状況について報告がなされた。また、平成１５年からの私費留学先国別の推移状

況（留学先は１７ヶ国で最も多いのはカナダ）など、私費留学についての報告がなされた。 

さらに、留学後の留学体験の発表機会についても報告がなされた。 

 

 

 

次回開催日時 １１月２５日（火） 13:30開催予定 
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平成 26 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 26 年 11月 25日（火）13:30～15:00 

場 所：中会議室 

出席者：〔委 員〕林学長、田中人文学部長、上原理事、山口附属図書館長、宮元地域研究 

センター長、有馬学生部長、加藤教務部長、年森委員、長友委員 

〔事務局〕佐山事務局長、伊豆企画総務課長、山田学務課長、黒木就職支援室長 

福嶋企画総務課長補佐、小松学務課長補佐、 

 欠席者：     なし 

配付資料 

     

資料１ ＭＭＵ修学支援奨学金Bの改正について            
    資料２ 故金子教授担当科目の代替について              

 資料３ 推薦入試の高校別志願者数について      

資料４ 平成26年度「教員相互の授業見学」の実施について       
資料５ 平成２６年度宮崎公立大学保護者説明会実績報告について    

 

委員紹介、資料確認、議事録作成者確認に続いて学長の進行の下、議事に入った。 

 

議事１ ＭＭＵ修学支援奨学金 Bの改正について 

学生部長から、資料１に基づき、ＭＭＵ修学支援奨学金 B について、所得基準額の引き上げ等

の一部改正（案）について説明がなされ、審議の結果承認された。 

 

 

 

報告１ 故金子教授担当科目の代替について 

教務部長から、資料２に基づき、故金子教授が担当されていた「情報リテラシー」「データベース

論」「専門演習Ⅰ」「専門演習Ⅱ」「専門演習Ⅲ」の代替教員等についての報告がなされた。 

 

 

 

報告２ 推薦入試等の志願者状況について 

附属図書館長（入試部会長）から資料３に基づき、平成２７年度の推薦入試の志願者が７１名、一

般編入学試験の志願者が１名、私費外国人留学生推薦編入学の志願者が１名であることなどが報告

された。 

 

 

 



2 

 

 

  報告３ 平成 26年度「教員相互の授業見学」の実施について 

教務部長から資料４に基づき、教員相互の授業見学について、実施期間は１１月２１日～１２月２

６日で期間中は専任教員による全ての授業を可とすることなどの報告がされた。委員からは、講義

内容は素晴らしいものがあるが、もう少し活き活きと学生を揺り動かすような、試行錯誤させるよ

うな刺激のある講義を工夫してほしいとの意見などがあった。 

 

 

 

報告４ 保護者説明会について 

企画総務課課長から資料５に基づき、保護者説明会を平成２６年１１月９日（日）に開催し、午前

中に全体会として教務関連、留学関連、学生生活・奨学金関連、就職関連の説明を実施、午後から

は個別相談会を実施し、参加者は１５０名（１１６組）でアンケート結果は概ね好意的であったこ

となどが報告された。 

 

 

 

 

次回開催日時 12月 16日（火） 10:00開催予定 
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平成 26 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 

 

審議日：平成 26 年 12月４日・12月５日 

場 所：各委員への個別説明による審議 

出席者：〔委 員〕林学長、田中人文学部長、上原委員、山口附属図書館長、宮元地域研究 

センター長、有馬学生部長、加藤教務部長、年森委員、長友委員 

〔事務局〕福島企画総務課長補佐、小松学務課長補佐 

 

 配布資料：資料１ 教員採用について―理事長への内申のための素案   

 

資料２平成 26年度教員選考会議（教員採用：日本文学）スケジュール（案） 

について 

 

 

 

議事１ 教員新規採用について 

教員の退職に伴い、「日本文学」等の科目を担当する後任の教員を採用するため、公立大学法人

宮崎公立大学定款第 23 条の（7）（教育研究審議会 審議事項 教員の人事に関する事項のうち、

人事の方針及び基準に関するもの）の規定に基づき、教員新規採用について審議を行い全委員から

了承された。 
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平成２６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（案） 

 

日 時：平成２７年１月２７日（火）13:30～14:37 
場 所：管理棟２階 中会議室 
出席者：〔委 員〕林学長、田中人文学部長、年森委員、長友委員、 

山口附属図書館長、宮元地域研究センター長、有馬学生部長、 
加藤教務部長 

〔事務局〕佐山事務局長、伊豆企画総務課長、山田学務課長、黒木就職支援室長 
福嶋企画総務課長補佐、小松学務課長補佐、袈裟丸学務課主幹兼教務係長、 

      
 欠席者： 上原委員 

 
  配付資料 

①  宮崎公立大学の使命（案） 

②  平成２７年度学年暦（案） 
③  平成２７年度前期開放授業開設科目について 

④  参考：現況図 

⑤  グローバルセンター計画図 

⑥  平成２７年度前期私費外国人留学生科目等履修生願書提出者一覧 

⑦  平成２６年度就職内定状況 

  

 

小松学務課長補佐による配付資料確認後、議事録作成者に山田学務課長を指名し議事に入った。 

 

議事１ 宮崎公立大学の使命について  

田中学部長より、配付資料①をもとに、「宮崎公立大学の使命」（案）について説明があり、もう

少し具体性を含んだ記述や文言の整理が必要等の意見があり、総体的に文案を見直したうえで、大

学改革推進会議で再度協議を行い、改めて提案することとなった。 

 

議事２ 平成２７年度学年暦について 

加藤教務部長より、配付資料②をもとに、９月の最終週を後期授業開始とする平成２７年度学年

暦（案）について説明があり、異議なく、承認された。 

 

報告１ 平成２７年度前期開放授業開設科目について 

宮元地域センター長（地域貢献部会長）より、配付資料③をもとに、平成２７年度前期開放授業

開設科目（１４科目）について、地域貢献部会及び教務部会において承認された旨報告があった。 
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報告２ グローバルセンターについて 

小松学務課長補佐より、配付資料④・⑤をもとに、グローバルセンターの施設計画について説明

があり、留学支援と語学支援を併せ持った計画とし、交流スペースや自習スペース（パソコン配備）、

グループ学習室を設けたこと等の報告があった。 
 
報告３ 平成２７年度前期私費外国人留学生科目等履修生について 
 宮元地域センター長（国際交流部会長）より、配付資料⑥をもとに、平成２７年度前期私費外国

人留学生科目等履修生（出願者５名）について、国際交流部会で確認し、教授会で承認された旨報

告があった。 
 
報告４ 平成２６年度就職内定状況について 
 
 
 
 
 
※次回開催予定  平成２７年２月２７日（金）１３：３０～１５：３０ 
 

 黒木就職支援室長より、配付資料⑦をもとに、本年１月１５日現在の就職内定状況について、

併せて、就職希望者のうちまだ内定を受けていない者の支援状況等について、報告があった。 
 



1 

平成 26年度 第９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 27 年 2月 27 日（火）13:30～15:00 

場 所：中会議室 

出席者：〔委 員〕林学長、田中人文学部長、上原理事、山口附属図書館長、 

有馬学生部長、加藤教務部長、年森委員、長友委員 

〔事務局〕佐山事務局長、伊豆企画総務課長、山田学務課長、黒木就職支援室長 

福嶋企画総務課長補佐、小松学務課長補佐、 

 欠席者：    宮元地域研究センター長、 

配付資料 

    資料１ 教育課程の編成・実施方針の一部改正について 

資料２ 学校教育法等の改正について 

 資料３ 研究支援年制度の見直し等について 

資料４ 宮崎公立大学研究者行動規範について 

資料５ 平成２７年度 一般選抜志願者等の状況について 

資料６ ハワイ州立大学カピオラニコミュニティカレッジおよびハワイ州立大学 

マノア校との学術交流協定等締結の検討結果について 

資料７ 調査報告書（新規協定候補） 

  資料８ 新協定校選別基準 

資料９ MMU国際交流実態調査 

資料 10 カピオラニコミュニティカレッジ（KCC）への本学学生派遣（異文化実習）

に係る検討資料 

    資料 11  平成 27年度開講科目一覧（案）について 

     

 

 

委員紹介、資料確認、議事録作成者確認に続いて学長の進行の下、議事に入った。 

   

 

議事１ 教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）の一部改正について 

○田中学部長から資料１に基づき、カリキュラムポリシーに記載されている履修制限（ＣＡＰ制度）

を設けるという記載を削除する旨の理由等の説明がされ、異議なく、承認された。 
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議事２ 学校教育法等の改正について 

 

○佐山事務局長から、資料２に基づき、法改正等に伴う法人の対応として、学則や教授会規程等の

改正を行う旨の説明がされた。 

 

 

議事３ 研究支援年制度の見直し等について 

○加藤教務部会長から、資料３に基づき、ＦＤ部会において協議がされた制度の見直し等について

の説明がされ、異議なく、承認された。 

 

 

議事４ ハワイ州立大学カピオラニコミュニティカレッジおよびハワイ州立大学 

マノア校との学術交流協定等締結の検討結果について 

○山田学務課長から、資料６，７，８，９，１０に基づき、学術交流協定等締結について、主に学

生の研修・交流目的として、ハワイ州立大学カピオラニコミュニティカレッジが適しているこ

と。主に教員の交流・学術交流目的としてハワイ州立大学マノア校が有意義であるとの検討結

果の説明がされ、異議なく、承認された。 

 

 

議事５ 平成 27年度開講科目について 

○加藤教務部会長から、資料１１に基づき、説明がされ、承認された。 

 

 

報告１ 宮崎公立大学研究者行動規範について 

○伊豆企画総務課長から、資料４に基づき、研究者のあるべき姿を定めた研究者行動規範を策定し

たことが報告された。 

 

 

報告２ 平成２７年度 一般選抜志願者等の状況について 

○山田学務課長から、資料５に基づき、前期、後期日程の一般選抜志願者数等について報告がされ

た 

 

 

 

 

次回開催日時 3月 17日（火） 13:30開催予定 
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平成 26 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 27 年 3月 17 日（火）13:30～15:30 

場 所：中会議室 

出席者：〔委 員〕林学長、田中人文学部長、上原理事、山口附属図書館長、 

有馬学生部長、加藤教務部長、宮元地域研究センター長、年森委員、 

〔事務局〕佐山事務局長、伊豆企画総務課長、山田学務課長、黒木就職支援室長 

福嶋企画総務課長補佐、小松学務課長補佐、 

 欠席者：    長友委員 

配付資料 

 

    別冊資料 公立大学法人宮崎公立大学 平成 27年度計画（案） 

     資料１ 入学者選抜の変更（案）について 

     資料２ 宮崎公立大学学則の改正について 

     資料３ 宮崎公立大学の教育課程等を定める規程の改正について 

資料４ 宮崎公立大学における公的研究費の不正使用防止に関する 

基本方針について 

     資料５ 宮崎公立大学における研究倫理に関するガイドラインについて 

   資料６ 教員の採用及び昇任について 

   資料７ 平成 27年度組織改正について 

     資料８ 平成 27年度入学試験の実施状況について 

 

 

 

委員出席確認、資料確認、議事録作成者確認に続いて学長の進行の下、議事に入った。 

   

 

議事１ 公立大学法人宮崎公立大学 平成 27年度計画（案）について 

佐山事務局長から配布資料を基に、平成２７年度計画（案）の「教育内容、方法および成果に関す

る目標を達成するための具体的方策」「学生支援に関する目標を達成するための具体的方策」「地域

貢献に関する目標を達成するための具体的方策」「国際化に関する目標を達成するための具体的方

策」等について説明がなされ、提案どおり承認された。なお、委員からは授業の質の向上に工夫を

していくべきなどの意見がだされた。 
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議事２ 入学者選抜の変更（案）について 

田中学部長および福嶋課長補佐から資料１を基に、平成２９年度入試に向けた選抜方法の変更につ

いて、「推薦入試として大学入試センター試験を課す区分の新設」等の説明がなされた。提案んつ

いてメリット、デメリットを検討し、委員からは変更実施後もしっかり分析・検証すべき等の意見

がだされ、原案どおり承認された。 

 

議事３ 宮崎公立大学学則の改正について 

佐山事務局長から資料２を基に学校教育法の改正に伴う宮崎公立大学学則の改正について「教授会

の審議の報告を受ける事項」を中心として説明がなされ、原案どおり承認された 

 

 

議事４ 宮崎公立大学の教育課程等を定める規程の改正について 

山田学務課長から、資料３を基に「卒業に必要な単位数の改正」および「別表第１中の英語Ⅳの単

位数の改正」の説明がなされ、原案どおり承認された。 

 

 

報告１ 宮崎公立大学における公的研究費の不正使用防止に関する基本方針について 

伊豆企画総務課長から、資料４を基に「宮崎公立大学における公的研究費の不正使用防止に関する

基本方針」の「趣旨」「責任体系の明確化」「不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・

実施」「研究費の適正な運営・管理活動」等について報告がなされた。 

 

 

 

報告２ 宮崎公立大学における研究倫理に関するガイドラインについて 

伊豆企画総務課長から、資料５を基に「宮崎公立大学における研究倫理に関するガイドラインにつ

いて」の「趣旨」「適用範囲」「研究者の責任」等について報告がなされた。 

 

 

報告３ 教員の採用及び昇任について 

伊豆企画総務課長から、資料６を基に教員採用（２名）、教員昇任（２名）の報告がなされた。 

 

 

 

報告４ 平成 27年度組織改正について 

伊豆企画総務課長から、資料７を基に平成 27 年度から「教職課程部会」を設置することの報告が

なされた。 
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報告５ 平成 27年度入学試験の実施状況について 

山田学務課長から、資料８を基に前期合格者１５６名のうち入学手続をしたものが１１３名であっ

たことや後期試験について志願者３８０名のうち１３５名が受験したことなどの報告がなされた。 

 

 

 

 

 

次回開催日時 ４月２１日（火） 10:00開催予定 


