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平成２２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２２年４月１３日（火）１５：３０～１７：００ 
場 所：管理棟２階中会議室 
出席者：〔委 員〕中別府学長、山口理事（事務局長）、中山人文学部長、山口附属図書館長、 

金子地域研究センター長、宮元学生部長、加藤教務部会長、 
福田入学試験部会長、河野委員、長友委員 

〔陪 席〕浜野理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

 

配付資料 １．平成２２年度計画 
２．平成２１年度計画 業務実績報告（案） 

３．平成２２年度科学研究費補助金申請者一覧 

４．平成２２年度計画（案）の作成について（修正についての報告） 

５．平成２１年度宮崎市内中学校における英語学習アシスタント活動等に係る報告書 
６．平成２２年度 教育研究審議会の運営等について 
７．報告事項に関する参考メモ 

 
 

議事１ 平成２２年度計画について 

配付資料 １．平成２２年度計画 

配付資料 ２．平成２１年度計画 業務実績報告（案） 

議事に先立ち、議長より、教育研究審議会の位置づけ、運営方法、各部会との連携、ＦＤ部会の

再編成などに関する説明、提案があった。 

理事長（陪席）より、「『就職対策部会』は『緊急就職対策部会』に変更をお願いしたい」との発

言があった。 

その後、議事１に入り、議長が配付資料１「平成２２年度計画」に基づき、それぞれの計画（案）

を説明した。 

 

議事２ その他 

議長より、今後の教育研究審議会の中で取り扱う、以下の４つの重要事項に関する予告があった。 

（１）入学試験方法の実証的検証に取り組むタスクフォースの立ち上げ 

（２）職員連絡会の再編 

（３）ＧＰ申請 

（４）後期担当科目に関する提案（次回の教育研究審議会） 

 
報告１ 平成２２年度科学研究費補助金について 

配付資料 ３．平成２２年度科学研究費補助金申請者一覧 

議長より、平成２２年度科学研究費補助金の申請状況、採択結果などの報告があった。 
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報告２ 平成２２年度計画（案）の作成について（修正についての報告） 

配付資料 ４．平成２２年度計画（案）の作成について（修正についての報告） 

議長より、平成２２年度計画（案）の作成、修正の経緯等についての報告があった。 

 
報告３ 平成２１年度宮崎市内中学校における英語学習アシスタント活動等について 

配付資料 ５．平成２１年度宮崎市内中学校における英語学習アシスタント活動等に係る

報告書 

教務部会長より、宮崎市内中学校における平成２１年度の英語学習アシスタント活動等の報告が

あった。 

 
報告４ その他 

配付資料 ６．平成２２年度 教育研究審議会の運営等について 
配付資料 ７．報告事項に関する参考メモ 

地域研究センター長より、以下の報告があった。 

（１）平成２３年９月中旬に電気設備学会全国大会を本学で実施する。参加者は約７００人。 

 

議長より、以下の報告があった。 

（１）日中友好協会が主体となり、公立大学を会場として、日本中国語検定協会検定試験を年３回

実施する。 

（２）平成２２年度国勢調査実施にむけての協力依頼は、学務課から学生に周知する。 

（３）本学２年生が学外指導者の指導により、今後、大会参加などの活動を行うにあたり、（社）

日本学生陸上競技連合に登録を行う。 

 
以上 
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平成２２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２２年４月２７日（火）１３：３０～１６：００ 
場 所：管理棟２階中会議室 
出席者：〔委 員〕中別府学長、山口理事（事務局長）、山口附属図書館長、 

金子地域研究センター長、宮元学生部長、加藤教務部会長、 
福田入学試験部会長、河野委員、長友委員 

〔陪 席〕浜野理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、横山学務課長補佐 

欠席者：〔委 員〕中山人文学部長 

〔事務局〕櫛間企画総務課長補佐 
 

配付資料 １．平成２１年度計画 業務実績報告（案） 
２．推薦入学方法の実証的検証に取り組むタスクフォースの編成について（案） 
３．職員連絡会の再編について（案） 
４．コンソーシアム事務分担組織表 
５．地域貢献部会報告資料 
６．【報告】蔚山科学大学との学術交流について 
７．報告事項に関する参考メモ 

 
 

議事１ 平成２１年度計画 業務実績報告について 
配付資料 １．平成２１年度計画 業務実績報告（案） 

議長より、教育研究審議会担当部分について、業務ごとに委員による確認を行い、修正を得なが

ら、成案をもって議事録に替えることが提案され、了承の後、審議を行った。 

また、議長より、今回の教育研究審議会担当部分だけでなく、他の部会分を含めて、再度、全体

について、教育研究審議会で協議するとの説明があった。 

 

議事２ 推薦入学方法の実証的検証に取り組むタスクフォースの編成について 

配付資料 ２．推薦入学方法の実証的検証に取り組むタスクフォースの編成について（案） 
議長より、以下の提案があり、審議の結果、承認された。 

（１）平成２１年度第１６回教育研究審議会の審議を踏まえ、推薦入学の目的と現状などに関する

実証的資料を踏まえた総合的再検討を行うために、臨時の委員会を設置する。 

（２）委員会は、入学試験部会、教務部会、就職対策部会などを横断し、かつ事務局が統括的な役

割を担う臨時の task force（専門委員会）的組織とする。 

（３）委員は、入学試験部会長、教務部会長、就職対策部会員、入試担当職員、入試広報担当職員

で構成する。 

（４）本専門委員会は、検討がまとまった段階で、随時、その概要を教育研究審議会に報告する。

検討の期間は概ね平成２２年内を目途とする。 

 



2 

 

議事３ 職員連絡会の再編について 

配付資料 ３．職員連絡会の再編について（案） 

議長より、現行の事務職員を含めた職員連絡会を教員の参加を主体とする教員連絡会に再編する

提案があり、審議の結果、承認された。 

 

議事４ その他 

議長より、今後の教育研究審議会の協議事項に関連して、関係委員および事務局に以下の依頼が

あった。 

（１）試行用の「教員評価の自己点検報告書」の提出 

（２）研究支援年の検討のための資料作成 

（３）教授会への付議事項の整理 

 

報告１ 平成２２年度高等教育コンソーシアム宮崎の運営について 

配付資料 ４．コンソーシアム事務分担組織表 

事務局より、以下の報告があった。 

（１）平成２２年度のコンソーシアム宮崎は、３つの事業実施委員会と７つの事業グループから構

成されている。 

（２）本学の教職員４名が運営委員として参加。教職員６名が各校選出委員として従事している。 

（３）毎年６月に実施されていた合同進学説明会は、今年度は、宮崎公立大学を会場として、１２

月１１日に開催する。従来は３年生対象であったが、１年生を中心とした全学年を対象とする

こととなった。 

 

報告２ 地域貢献部会からの報告 

配付資料 ５．地域貢献部会報告資料 

地域研究センター長より、以下の報告があった。 

（１）平成２１年度財団法人宮崎学術振興財団助成金事業公開研究発表会 

（２）平成２２年度宮崎公立大学地域モニター 

（３）地域研究センター業務の見直し 

 

報告５ その他 

配付資料 ６．【報告】蔚山科学大学との学術交流について 

配付資料 ７．報告事項に関する参考メモ 

学生部長より、国際交流部会での蔚山科学大学との学術交流に向けた審議の報告があった。 

 

議長より、前年度との変更者を中心に、平成２２年度部会等委員構成の報告があった。 

 

理事長（陪席）より、魅力ある大学づくり委員会の体制の見直しに関する発言があった。 

 
以上 
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平成２２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２２年５月１１日（火）１３：３０～１６：００ 
場 所：管理棟２階中会議室 
出席者：〔委 員〕中別府学長、山口理事（事務局長）、中山人文学部長、山口附属図書館長、 

金子地域研究センター長、宮元学生部長、加藤教務部会長、 
福田入学試験部会長、河野委員、長友委員 

〔陪 席〕浜野理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

 

配付資料 １．研究支援年（仮称）について 
２．教員評価に係る年間自己点検・評価のための年度計画（提出用） 

３．教員評価に係る年間自己点検・評価のための評価表（例示） 

４．教員活動に関する総合評価表（修正案） 

５．附属図書館土曜日開館試行について（案） 
６．平成２２年度蘇州大学公費派遣留学生選抜試験結果表 
７．報告事項に関する参考メモ 
 

 

議事１ 研究支援年（仮称）について 
配付資料 １．研究支援年（仮称）について 

議長より、「研究支援年（仮称）」について、平成２２年度募集、平成２３年度実施に向けての提

案があり、審議を行ったが、今回は結論には至らなかった。 
 

議事２ 教員評価について 

配付資料 ２．教員評価に係る年間自己点検・評価のための年度計画（提出用） 

配付資料 ３．教員評価に係る年間自己点検・評価のための評価表（例示） 

配付資料 ４．教員活動に関する総合評価表（修正案） 

議長より、「教員評価」に関するこれまでの経緯説明の後、（１）関連書類の改善、（２）今年度

の全教員による試行、の提案があり、審議の結果、承認された。 
 

議事３ その他 

配付資料 ５．附属図書館土曜日開館試行について（案） 

附属図書館長より、図書広報部会から出された附属図書館の土曜日開館試行に関する提案の説明

があり、審議の結果、承認された。 
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報告１ その他 

配付資料 ６．平成２２年度蘇州大学公費派遣留学生選抜試験結果表 
配付資料 ７．報告事項に関する参考メモ 

学生部長より、以下の報告があった。 

（１）国際交流部会で蘇州大学公費派遣留学に２名を選抜した。 
 

議長より、以下の報告があった。 

（１）平成２２年度のＧＰ申請に向けて作業中である。 
（２）前回の協議を受けて部会構成の最終調整を行った。 

 

以上 
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平成２２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２２年６月１日（火）１３：３０～１５：００ 
場 所：管理棟２階中会議室 
出席者：〔委 員〕中別府学長、山口理事（事務局長）、中山人文学部長、山口附属図書館長、 

金子地域研究センター長、宮元学生部長、福田入学試験部会長、 
河野委員、長友委員 

〔陪 席〕浜野理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

欠席者：〔委 員〕加藤教務部会長 

 

配付資料 １．教員の外国出張について 
２．平成２１年度公立大学法人宮崎公立大学業務実績報告書（案） 

３．特別選抜試験私費外国人留学生特別選抜についての報告 
４．特別研究員制度について 
５．平成２２年度宮崎公立大学定期公開講座実施要領 

６．小学校教員向け英語講座実施要領 

７．宮崎銀行・宮崎商工会議所との連携協力について 
８．（財）宮崎学術振興財団助成金事業公開研究発表会について 

 
 

議事１ 教員の外国出張について 
配付資料 １．教員の外国出張について 

事務局より、教員３名の外国出張について説明があり、承認された。 
 

議事２ 平成２１年度業務実績報告について 
配付資料 ２．平成２１年度公立大学法人宮崎公立大学業務実績報告書（案） 

議長より、平成２１年度業務実績報告書に関して、（１）記述の修正方法、（２）本日の審議の進

め方、（３）成案をもって議事録に替えること、などの提案があり、委員了承の後、審議を行った。 
 

議事３ 特別選抜入学試験・私費外国人留学生について 
配付資料 ３．特別選抜試験私費外国人留学生特別選抜についての報告 

入学試験部会長より、配付資料に基づき、（１）私費外国人留学生の日本語能力の不安、（２）私

費外国人留学生特別選抜の選考基準（内規）に関する国際交流部会等との協議、の説明、提案があ

った。 

審議の結果、平成２４年度私費外国人留学生特別選抜試験から、日本語能力試験の結果を参考資

料として提出することを義務化することが承認された。 
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議事４ その他 特別研究員制度について 

配付資料 ４．特別研究員制度について 

事務局より、本学卒業生が日本学術振興会の「特別研究員」として本学で研究活動を行うことに

関する提案があり、審議の結果、日本学術振興会への申請要件や本学の関連規程を事務局で確認す

ることで承認された。 

 

報告１ 地域貢献部会報告 
配付資料 ５．平成２２年度宮崎公立大学定期公開講座実施要領 
配付資料 ６．小学校教員向け英語講座実施要領 
配付資料 ７．宮崎銀行・宮崎商工会議所との連携協力について 
配付資料 ８．（財）宮崎学術振興財団助成金事業公開研究発表会について 

地域研究センター長より、配付資料に基づき、地域貢献部会からの報告があった。 
 

以上 
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平成２２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２２年６月２２日（火）１３：３０～１５：３０ 
場 所：管理棟２階中会議室 
出席者：〔委 員〕中別府学長、山口理事（事務局長）、中山人文学部長、山口附属図書館長、 

金子地域研究センター長、宮元学生部長、加藤教務部会長、 
福田入学試験部会長、河野委員、長友委員 

〔陪 席〕浜野理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

 

配付資料 １．教員の外国出張について 
２．教員評価に係る試行を終了しての協議 
３．教員評価制度の構築にむけて（案） 
４．平成２２年度後期開放授業開設科目について 

５．平成２２年度バンクーバーアイランド大学公費派遣留学生選抜試験結果表 

６．卒業論文発表会に関して 
７．平成２２年度前期定期試験時間割表 

８．４月～５月 県内主要高校訪問の総括 

９．報告事項に関する参考メモ 

 
 

議事１ 教員の外国出張について 

配付資料 １．教員の外国出張について 

事務局より、教員１名の外国出張について説明があり、承認された。 

 

議事２ 教員評価に係る教員ヒアリングについて 

配付資料 ２．教員評価に係る試行を終了しての協議 

配付資料 ３．教員評価制度の構築にむけて（案） 

議長より、教員評価に係る試行終了後の協議内容などの報告の後、平成２２年度の「全教員を対

象とする試行」の実施に向けた書類の改善方策などに関する提案があった。 

審議の結果、関係書類の一部を修正することで、平成２２年度の「全教員を対象とする試行」の

実施が承認された。 

 

議事３ その他 

事務局より、口蹄疫対策への協力の一環として、８月１日に予定していたＭＭＵキャンパスガイ

ドの延期の提案があり、審議の結果、９月下旬への実施時期の変更が承認された。 

 

報告１ 平成２２年度後期開放授業開設科目について 

配付資料 ４．平成２２年度後期開放授業開設科目について 

地域研究センター長より、開設科目は２３科目、開設できない科目は２科目との報告があった。 



2 

 

報告２ その他 

配付資料 ５．平成２２年度バンクーバーアイランド大学公費派遣留学生選抜試験結果表 

配付資料 ６．卒業論文発表会に関して 

配付資料 ７．平成２２年度前期定期試験時間割表 

配付資料 ８．４月～５月 県内主要高校訪問の総括 

配付資料 ９．報告事項に関する参考メモ 

学生部長より、以下の報告があった。 

（１）バンクーバーアイランド大学公費派遣留学生選抜試験の結果 
（２）蘇州大学・蔚山大学校からの交換留学生の氏名および推薦書 
 

教務部会長より、以下の報告があった。 

（１）本年度の卒業論文発表会の実施方法 
（２）平成２２年度前期定期試験時間割表 
 

入学試験部会長より、県内主要高校への聞き取り調査の結果に関する報告があった。 

 

議長より、以下の報告があった。 

（１）「魅力ある大学づくり」への取り組みの状況 
（２）平成２１年度業務実績報告(案)の作成 

（３）平成２２年度高等教育コンソーシアム宮崎の組織・事業計画および本学からの提案 

 

以上 
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平成２２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２２年７月１３日（火）１３：３０～１５：００ 
場 所：管理棟２階中会議室 
出席者：〔委 員〕中別府学長、山口理事（事務局長）、中山人文学部長、山口附属図書館長、 

金子地域研究センター長、宮元学生部長、加藤教務部会長、 
福田入学試験部会長、河野委員、長友委員 

〔陪 席〕浜野理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

 

配付資料 １．教員の外国出張について 
２．平成２３（２０１１）年度 学年歴（案） 

平成２２（２０１０）年度 学年歴 
３．平成２２年度後期 宮崎公立大学科目等履修生募集要項（案） 
４．各高等学校への推薦枠 

５．教育研究審議会に関わる今後のスケジュールについて（案） 

６．報告事項に関する参考メモ 
７．公立大学協会第７３回総会（概要報告） 

 
 

議事１ 教員の外国出張について 

配付資料 １．教員の外国出張について 

事務局より、教員２名の外国出張について説明があり、承認された。 

 

議事２ 平成２３（２０１１）年度 学年歴（案）について 

配付資料 ２．平成２３（２０１１）年度 学年歴（案） 

平成２２（２０１０）年度 学年歴 

教務部会長より、１科目の授業回数を現行の１２回から１５回に増やした場合の、来年度の学年

歴（案）の説明、提案があった。 

議長からは、（１）「学士課程教育の構築に向けて」（中央教育審議会）での授業回数、（２）本学

の学則、（３）１５回の授業回数は国際的な流れ、（４）平成２３年度からの実施は目標、の確認が

あった。 

その後、委員による質疑応答が行われ、議長より、以下の２点が要望としてまとめられた。 

（１）本学と似た近隣大学の状況調査 

（２）６時間目を設定し臨時で特定の日を補講日として設定する際の事務的な措置の検討 

 

議事３ 後期科目等履修生の募集について 

配付資料 ３．平成２２年度後期 宮崎公立大学科目等履修生募集要項（案） 

教務部会長より、平成２２年度後期宮崎公立大学科目等履修生募集要項（案）の説明があり、表

現の統一を図ることで承認された。 
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議事４ その他 

配付資料 ４．各高等学校への推薦枠 

配付資料 ５．教育研究審議会に関わる今後のスケジュールについて（案） 

入学試験部会長より、高等学校の統合に伴う、推薦入試における各高等学校への推薦枠の見直し

（案）の説明があり、審議の結果、承認された。 

 

議長より、今後の教育研究審議会の中で取り扱う、以下の事項に関する予告があった。 

（１）研究支援年 

（２）科学研究費補助金の研修 

（３）知的財産整備のための体制整備 

（４）夏季の省エネルギー対策実施期間 

 

報告１ その他 

配付資料 ６．報告事項に関する参考メモ 

配付資料 ７．公立大学協会第７３回総会（概要報告） 

議長より、以下の報告があった。 

（１）経済的不況や口蹄疫に関連する経済的問題に直面している学生への対応 

（２）魅力ある大学づくり準備委員会の新規委員 

（３）ハラスメント防止対策委員会による規程改正の検討 

（４）平成２２年度学生支援事業ＧＰ申請結果 

（５）公立大学協会第７３回総会の概要 

 

以上 
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平成２２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２２年７月２７日（火）１３：３０～１５：００ 
場 所：管理棟２階中会議室 
出席者：〔委 員〕中別府学長、山口理事（事務局長）、山口附属図書館長、 

金子地域研究センター長、宮元学生部長、加藤教務部会長、 
福田入学試験部会長、河野委員、長友委員 

〔陪 席〕浜野理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、櫛間企画総務課長補佐 

欠席者：〔委 員〕中山人文学部長 

〔事務局〕横山学務課長補佐 
 

配付資料 １．教員の外国出張について 
２．「ＭＭＵ学士基礎力」プロジェクト(仮称)への取組について（素案） 

３．平成２２年度計画 
４．「ＭＭＵ省エネルギー対策強化期間」の実施について 

５．平成２３年度学生募集要項の変更事項（案） 
６．他大学の授業回数について（概要報告） 

７．平成２２年度地域貢献研究事業研究報告会について 

８．平成２２年度コーディネート科目「宮崎の郷土と文化」講義日程 

９．公立大学法人宮崎公立大学魅力ある大学づくり準備委員会設置要綱 

１０．報告事項に関する参考メモ 

 
 

議事１ 教員の外国出張について 

配付資料 １．教員の外国出張について 

事務局より、教員１名の外国出張について説明があり、承認された。 

 

議事２ 「ＭＭＵ学士基礎力」について 

配付資料 ２．「ＭＭＵ学士基礎力」プロジェクト(仮称)への取組について（素案） 

議長より、これまでの経緯の確認、今後の「ＭＭＵ学士基礎力」プロジェクト(仮称)への取り組

みに関する説明、提案があり、審議の結果、承認された。 

 

議事３ 平成２２年度計画 

配付資料 ３．平成２２年度計画 

議長より、平成２２年度計画に関して、以下の説明、提案があり、審議の結果、承認された。 

（１）既存の研究内容紹介である ReaD（研究開発支援総合ディレクトリ）を参照可能とする。 

（２）本学の「研究者要覧」の利用可能性を検討する。 
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議事４ 「ＭＭＵ省エネルギー対策強化期間」の実施について 

配付資料 ４．「ＭＭＵ省エネルギー対策強化期間」の実施について 

議長より、盆時期における学内の光熱水費節減への協力の提案があり、審議の結果、承認された。 

 

議事５ その他 

配付資料 ５．平成２３年度学生募集要項の変更事項（案） 

配付資料 ６．他大学の授業回数について（概要報告） 

１．平成２３年度学生募集要項の変更について 

入試部会長より、平成２３年度学生募集要項の変更事項について説明、提案があり、審議の結

果、承認された。 

併せて、宮崎県内主要校の一般選抜志願者、合格者数に関する調査結果の説明、報告があった。 

 

２．他大学の授業回数について 

教務部会長より近隣など４大学の授業回数、休講の取り扱いなどの説明があった。 

議長より、以下の点が確認された。 

（１）この事案は、前回の審議会で集約した方向で慎重に協議を継続する。 

（２）６限目の補講ができるかどうかを事務局で引き続き検討する。 

 

３．議長より、今後検討する以下の事項について、予告があった。 

（１）国際交流の基本指針 

（２）教員採用 

 

報告１ 平成２２年度地域貢献研究事業研究報告会、平成２２年度コーディネート科目について 

配付資料 ７．平成２２年度地域貢献研究事業研究報告会について 

配付資料 ８．平成２２年度コーディネート科目「宮崎の郷土と文化」講義日程 

地域研究センター長より、以下の報告があった。 

（１）平成２２年度地域貢献研究事業報告会 

（２）平成２２年度コーディネート科目「宮崎の郷土と文化」講義日程 

 

報告２ その他 

配付資料 ９．公立大学法人宮崎公立大学魅力ある大学づくり準備委員会設置要綱 

配付資料１０．報告事項に関する参考メモ 

理事長（陪席）より、以下の報告があった。 

（１）魅力ある大学づくり準備委員会の設置要綱、委員構成、今後の日程 

 

議長より、以下の報告があった。 

（１）教員評価の実施状況および今後の日程 

（２）ハラスメント防止対策委員会による規程改正の検討 

 

以上 
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平成２２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２２年８月１０日（火）１３：３０～１５：２０ 
場 所：管理棟２階中会議室 
出席者：〔委 員〕中別府学長、山口理事（事務局長）、中山人文学部長、山口附属図書館長、 

金子地域研究センター長、宮元学生部長、加藤教務部会長、 
福田入学試験部会長、河野委員、長友委員 

〔陪 席〕浜野理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

 

配付資料 １．教員の外国出張について 
２．宮崎公立大学国際交流の基本指針について 

３．宮崎公立大学国際交流の基本指針（案） 

４．特別欠席願い 
５．平成１９年度「宮崎公立大学研究者要覧」 

６．平成２２年度蔚山大学校公費派遣留学生選抜試験結果表 
７．平成２２年度ワイカト大学公費派遣留学生選抜試験結果表 
８．報告事項に関する参考メモ 

９．「魅力ある大学づくり準備委員会」の報告 

 
 

議事１ 教員の外国出張 

配付資料 １．教員の外国出張について 

事務局より、教員２名の外国出張について説明があり、承認された。 
 

議事２ 宮崎公立大学国際交流の基本指針について 

配付資料 ２．宮崎公立大学国際交流の基本指針について 

配付資料 ３．宮崎公立大学国際交流の基本指針（案） 

議長より、これまでの経緯説明の後、今後の取り組みとして、以下の提案があった。 
（１）本日の教育研究審議会での協議結果を国際交流部会に報告後、教育研究審議会と国際交流部

会とが連携して国際交流の基本指針を策定し、基本指針に沿った国際交流を平成２３年度から

実施したい。 

（２）本日の教育研究審議会では、基本方針（案）を各委員に熟読、批判してもらい、今後の教育

研究審議会で再度、協議する。 
審議の結果、提案が了承され、次回の教育研究審議会で再度、本件を協議することとなった。 

 

議事３ 学生による提出書類の記載事項の変更について 

配付資料 ４．特別欠席願い 

議長より、個人情報保護などの観点から、「特別欠席願い」における「携帯電話番号」の記載欄

の削除に関する提案があり、審議の結果、承認された。 
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議事４ 「研究者要覧」の利用について 

配付資料 ５．平成１９年度「宮崎公立大学研究者要覧」 
議長より、平成２２年度計画に示す「本学の『研究者要覧』の利用可能性の検討」の視点に立っ

た議案説明があり、その後、（１）「研究者要覧」を利用した広報活動、（２）高等学校や企業に対

する大学情報の発信、などに関する意見交換が行われた。 
 

報告１ その他 

配付資料 ６．平成２２年度蔚山大学校公費派遣留学生選抜試験結果表 
配付資料 ７．平成２２年度ワイカト大学公費派遣留学生選抜試験結果表 
配付資料 ８．報告事項に関する参考メモ 

配付資料 ９．「魅力ある大学づくり準備委員会」の報告 
学生部長（国際交流部会員）より、平成２２年度公費派遣留学生選抜試験について、（１）蔚山

大学校は２名選抜、（２）ワイカト大学は１名選抜、の報告があった。 
 
議長より、主要行事に関する報告があった。 

 

理事長（陪席）より、魅力ある大学づくり準備委員会の第１回会合と今後の日程に関する報告が

あった。 
 

以上 
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平成２２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２２年９月１４日（火）１３：３０～１５：５０ 
場 所：管理棟２階中会議室 
出席者：〔委 員〕中別府学長、山口理事（事務局長）、中山人文学部長、山口附属図書館長、 

金子地域研究センター長、宮元学生部長、加藤教務部会長、 
福田入学試験部会長、河野委員、長友委員 

〔陪 席〕浜野理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

 

配付資料 １．教員の外国出張について 
２．宮崎公立大学地域研究センター規程（現行） 

宮崎公立大学地域研究センター規程（新旧対照表） 
宮崎公立大学地域研究センター規程（改訂案） 

３．公立大学法人宮崎公立大学特任研究員規程（案） 
４．教育情報の公表について 
５．「教育情報公表ガイドライン」について 
６．公立大学協会「教育情報公表ガイドライン」について（案） 

７．宮崎公立大学国際交流の基本指針について 

８．宮崎公立大学国際交流の基本指針（案） 

９．教育研究審議会が各部会と連携して取り組む重要事項（参考メモ） 
１０．平成２２年度 就職内々定状況 
１１．平成２２年度後期開放授業受付状況 
１２．報告事項に関する参考メモ 

 
 

議事１ 教員の外国出張について 

配付資料 １．教員の外国出張について 
事務局より、教員２名の外国出張について説明があり、承認された。 

 
議事２ 特任研究員について 

配付資料 ２．宮崎公立大学地域研究センター規程（現行） 
宮崎公立大学地域研究センター規程（新旧対照表） 
宮崎公立大学地域研究センター規程（改訂案） 

配付資料 ３．公立大学法人宮崎公立大学特任研究員規程（案） 
事務局より、特任研究員に関連する規程改正の説明、提案があり、審議の結果、承認された。 
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議事３ 教育情報公表ガイドラインについて 

配付資料 ４．教育情報の公表について 
配付資料 ５．「教育情報公表ガイドライン」について 
配付資料 ６．公立大学協会「教育情報公表ガイドライン」について（案） 

議長より、教育情報の公表に関する基本的な考え方の説明があり、その後、以下の提案があり、

審議の結果、承認された。 

（１）公立大学協会の「教育情報公表ガイドライン」に沿って取り組む。 

（２）本学のコンセプトをまとめ、事務局を中心に役割分担を決め、全学的に着手する。 

（３）本年度中に作業を終了する。 
 
議事４ 宮崎公立大学国際交流の基本方針について 

配付資料 ７．宮崎公立大学国際交流の基本指針について 
配付資料 ８．宮崎公立大学国際交流の基本指針（案） 

前回配付資料を基に、前回に引き続き、国際交流の基本方針（案）に関する協議を行い、国際交

流部会での検討を含め、継続して審議することとなった。 
 

議事５ その他 

配付資料 ９．教育研究審議会が各部会と連携して取り組む重要事項（参考メモ） 

議長より、教育研究審議会が各部会と連携して取り組む重要事項に関する説明があり、今後の審

議事項として、（１）各授業の１５回実施の検討、（２）研究支援年（仮称）の実施、が予告された。 

 

報告１ 平成２２年度就職内々定状況について 

配付資料１０．平成２２年度 就職内々定状況 

８月３１日現在の就職内々定状況が報告された。 

昨年度同時期と比較しても状況は悪化しており、その背景として求人数の低下があることが報告

された。 

 

報告２ その他 

配付資料１１．平成２２年度後期開放授業受付状況 

配付資料１２．報告事項に関する参考メモ 

地域研究センター長より、後期開放授業の開講科目、申込人数などに関する説明があった。 

 

理事長（陪席）より、魅力ある大学づくり準備委員会の中間報告があった。 

 

議長より、主要行事に関する報告があった。 

 

以上 
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平成２２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２２年９月２８日（火）１３：３０～１６：００ 
場 所：管理棟２階中会議室 
出席者：〔委 員〕中別府学長、山口理事（事務局長）、中山人文学部長、山口附属図書館長、 

金子地域研究センター長、宮元学生部長、加藤教務部会長、 
福田入学試験部会長、河野委員、長友委員 

〔陪 席〕浜野理事長、長友教授（魅力ある大学づくり準備委員会委員長） 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

 

配付資料 １．教員の外国出張について 
２．魅力ある大学づくりの審議の仕方（案） 

３．【補足資料（１）～（８）】 
４．魅力ある大学づくり準備委員会報告メモ（１） 
５．魅力ある大学づくり基本計画策定業務報告書（一部抜粋） 
６．宮崎公立大学の活性化に関するアンケート調査＜高校生用＞ 

７．宮崎公立大学の活性化に関するアンケート調査＜保護者用＞ 

８．「韓国大学生訪日研修団」に対する便宜供与依頼 

９．平成２２年度 就職内々定状況 
１０．報告事項に関する参考メモ 

１１．平成２０年度業務実績に関する評価結果に対する対応（報告） 
 
 

議事１ 教員の外国出張について 

配付資料 １．教員の外国出張について 
事務局より、教員１名の外国出張について説明があり、承認された。 

 

議事２ 魅力ある大学づくりの審議の仕方（案） 

配付資料 ２．魅力ある大学づくりの審議の仕方（案） 

配付資料 ３．【補足資料（１）～（８）】 

配付資料 ４．魅力ある大学づくり準備委員会報告メモ（１） 

配付資料 ５．魅力ある大学づくり基本計画策定業務報告書（一部抜粋） 

配付資料 ６．宮崎公立大学の活性化に関するアンケート調査＜高校生用＞ 

配付資料 ７．宮崎公立大学の活性化に関するアンケート調査＜保護者用＞ 

議長より、教育研究審議会での「魅力ある大学づくり」の審議の手順に関する説明、提案があり、

審議の結果、一部に修正を加えることで承認された。 

次に、地域研究センター長（魅力ある大学づくり準備委員会副委員長）より、「魅力ある大学づ

くり準備委員会」の経過報告があり、その後、質疑応答が行われた。 
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議事３ その他 

議長より、次回の教育研究審議会で研究支援年について審議することが予告された。 

 

報告１ 韓国訪日研修団について 

配付資料 ８．「韓国大学生訪日研修団」に対する便宜供与依頼 
事務局より、「韓国のさまざまな大学、学部から選抜された大学生、通訳、財団法人日韓文化交

流基金事務局員、計３３名が１０月に本学を訪問し、視察と本学学生との交流を行う」との報告が

あった。 

 

報告２ 平成２２年度の就職状況について 

配付資料 ９．平成２２年度 就職内々定状況 
９月２７日現在の就職内々定状況が報告された。 

 

報告３ その他 

配付資料１０．報告事項に関する参考メモ 
配付資料１１．平成２０年度業務実績に関する評価結果に対する対応（報告） 

議長より、「平成２０年度業務実績に関する評価結果」で法人評価委員会から今後の課題として

指摘された事項への対応に関する報告があった。 

 

以上 



1 

平成２２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２２年１０月１２日（火）１３：３０～１６：００ 
場 所：管理棟２階中会議室 
出席者：〔委 員〕中別府学長、山口理事（事務局長）、中山人文学部長、山口附属図書館長、 

金子地域研究センター長、宮元学生部長、加藤教務部会長、 
福田入学試験部会長、河野委員、長友委員 

〔陪 席〕浜野理事長、長友教授（魅力ある大学づくり準備委員会委員長） 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

 

配付資料 １．教員の外国出張について 
２．研究支援年（仮称）改め研究支援年度について 

３．宮崎公立大学国際交流の基本指針（案） 
４．第１１回教育研究審議会資料（魅力ある大学づくり準備委員会） 
５．宮崎公立大学地域研究センター平成２１年度年報第２号 
６．報告事項に関する参考メモ 

 
 

議事１ 教員の外国出張について 
配付資料 １．教員の外国出張について 

事務局より、教員１名の外国出張について説明があり、承認された。 

 

議事２ 研究支援年について 
配付資料 ２．研究支援年（仮称）改め研究支援年度について 

議長より、これまでの検討経緯を含めた説明、本日の審議で結論を得ることの提案があった。 

審議の結果、反対意見が過半数に達したため、研究支援年の来年度実施は延期することとなった。 

 
議事３ 国際交流の基本指針について 

配付資料 ３．宮崎公立大学国際交流の基本指針（案） 
議長より、これまでの検討経緯を含めた説明、本日の審議で結論を得ることの提案があった。 

審議の結果、委員から出された修正意見を議長が国際交流部会につなぐことで、承認された。 

 
議事４ 魅力ある大学づくりについて 

配付資料 ４．第１１回教育研究審議会資料（魅力ある大学づくり準備委員会） 
議事に先立ち、議長より、長友教授（魅力ある大学づくり準備委員会委員長）の陪席に関する確

認が行われ、委員了承の後、議事に入った。 

議長より、教育研究審議会での「魅力ある大学づくり」の審議の手順などが確認された後、地域

研究センター長（魅力ある大学づくり準備委員会副委員長）より、「魅力ある大学づくり準備委員

会」の経過報告があった。 

その後、質疑応答が行われ、本議事については継続して審議することとなった。 
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議事５ その他 

議長より、学生部会で検討している「学生の懲戒に関する規程」の審議に関する予告があった。 

 
報告１ 宮崎公立大学地域研究センター平成２１年度年報第２号について 

配付資料 ５．宮崎公立大学地域研究センター平成２１年度年報第２号 
地域研究センター長より、地域研究センター年報の作成に関する報告があった。 

 
報告２ その他 

配付資料 ６．報告事項に関する参考メモ 
議長より、配付資料を一読してほしいとの提案があった。 

 

入学試験部会長より、キャンパスガイドの実施、推薦入試の検討に関する報告があった。 

 

以上 
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平成２２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２２年１０月２６日（火）１３：３０～１５：３０ 
場 所：管理棟２階中会議室 
出席者：〔委 員〕中別府学長、山口理事（事務局長）、中山人文学部長、山口附属図書館長、 

金子地域研究センター長、宮元学生部長、加藤教務部会長、 
福田入学試験部会長、河野委員、長友委員 

〔陪 席〕浜野理事長、長友教授（魅力ある大学づくり準備委員会委員長） 
〔事務局〕小倉学務課長、櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

欠席者：〔事務局〕染矢企画総務課長 

 

配付資料 １．内部質保証システムの確立を目指して 

－宮崎公立大学の自己点検・評価等への取組と今後の課題－ 
２．教員向け情報提供資料リスト（魅力ある大学づくり準備委員会） 
３．宮崎公立大学国際交流の基本方針（案） 

４．報告事項に関する参考メモ 
 
 

議事１ 内部質保証システムの確立について 

配付資料 １．内部質保証システムの確立を目指して 
－宮崎公立大学の自己点検・評価等への取組と今後の課題－ 

議長より、自己点検・評価等のこれまでの取り組みと今後の課題への対応に関する説明、提案が

あったが、審議の結果、提案は見送られた。 

 

議事２ その他 

議長より、以下の説明、予告があった。 
（１）現状では、平成２３年度からの１５回授業開始の実施は難しい。 
（２）学生部会で検討している「学生の懲戒に関する規程」を近々上程する。 

 

報告１ 魅力ある大学づくりについて 
配付資料 ２．教員向け情報提供資料リスト（魅力ある大学づくり準備委員会） 

地域研究センター長（魅力ある大学づくり準備委員会副委員長）より「魅力ある大学づくり準備

委員会」の経過報告、理事長（陪席）より補足説明があり、その後、質疑応答が行われた。 

 

報告２ 宮崎公立大学国際交流の基本方針（案）について 

配付資料 ３．宮崎公立大学国際交流の基本方針（案） 
議長より、「第１１回の教育研究審議会で出された修正意見について国際交流部会長と協議し、

基本方針（案）の表現を一部修正した」との報告があった。 
 

 



2 

報告３ その他 

配付資料 ４．報告事項に関する参考メモ 
地域研究センター長より、以下の報告があった。 

（１）平成２３年９月１５、１６日、本学で、電気設備学会全国大会を開催する。 
 

議長より、以下の報告があった。 

（１）ハラスメント防止対策委員会でハラスメントに関する規程改正の成案を得た。 
（２）１０月２１日、宮崎大学で平成２２年度宮崎地域留学生交流推進協議会総会が開催された。 

 

以上 



1 

平成２２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２２年１１月９日（火）１３：３０～１５：４０ 
場 所：管理棟２階中会議室 
出席者：〔委 員〕中別府学長、山口理事（事務局長）、中山人文学部長、山口附属図書館長、 

金子地域研究センター長、加藤教務部会長、福田入学試験部会長、 
河野委員、長友委員 

〔陪 席〕浜野理事長、長友教授（魅力ある大学づくり準備委員会委員長） 
〔事務局〕櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐、東企画総務課主査 

欠席者：〔委 員〕宮元学生部長 

〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長 
 

配付資料 １．平成２２年度附属図書館の土曜日開館について（案） 
２．平成２３年度学年暦関連資料 
３．「魅力ある大学づくり」関連資料 
４．（仮称）「ハラスメントの防止・対策に関する規程」の改正に伴う主な変更点 
５．（仮称）公立大学法人宮崎公立大学ハラスメントの防止・対策に関する規程 

【骨子案】 
６．報告事項に関する参考メモ 
７．平成２３年度科学研究費補助金申請者等一覧 
８．宮崎公立大学国際交流の基本方針 

 
 

議事１ 平成２２年度附属図書館の土曜日開館について 

配付資料 １．平成２２年度附属図書館の土曜日開館について（案） 
附属図書館長より、昨年度の試行結果に基づき、利用の多い１２月～１月の土曜日の附属図書館

の開館が提案され、審議の結果、学生アルバイトの勤務時間に関する検討を行うことを前提として、

承認された。 

 

議事２ その他 

配付資料 ２．平成２３年度学年暦関連資料 
教務部会長より、「平成２３年度からの授業１５回実施」に関する検討結果などの説明があり、

審議の結果、平成２３年度については、これまでどおり授業１２回実施とすることが承認された。 

 

報告１ 魅力ある大学づくりについて 

配付資料 ３．「魅力ある大学づくり」関連資料 

地域研究センター長（魅力ある大学づくり準備委員会副委員長）より、「魅力ある大学づくり準

備委員会」の経過報告があり、その後、質疑応答が行われた。 
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報告２ その他 

配付資料 ４．（仮称）「ハラスメントの防止・対策に関する規程」の改正に伴う主な変更点 
配付資料 ５．（仮称）公立大学法人宮崎公立大学ハラスメントの防止・対策に関する規程 

【骨子案】 
配付資料 ６．報告事項に関する参考メモ 
配付資料 ７．平成２３年度科学研究費補助金申請者等一覧 
配付資料 ８．宮崎公立大学国際交流の基本方針 

事務局より、以下の報告があった。 

（１）「ハラスメントの防止・対策に関する規程」の改正に伴う主な変更点、骨子案 
 

議長より、以下の報告があった。 

（１）平成２３年度科学研究費補助金の申請状況 
（２）国際交流の基本方針 

 

以上 



1 

平成２２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２２年１１月３０日（火）１３：３０～１５：１０ 
場 所：管理棟２階中会議室 
出席者：〔委 員〕中別府学長、山口理事（事務局長）、中山人文学部長、山口附属図書館長、 

金子地域研究センター長、宮元学生部長、加藤教務部会長、 
福田入学試験部会長、河野委員 

〔陪 席〕浜野理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

欠席者：〔委 員〕長友委員 

 

配付資料 １．宮崎公立大学学生懲戒規程（案） 
２．教員の外国出張について 

３．平成２２年度宮崎公立大学地域モニター中間報告会 

４．全国大学地域貢献度ランキング（日経グローカル調査） 
５．大学の地域貢献度ランキング（上） 
６．平成２２年度後期 開放授業 修了式（案） 

平成２３年度前期 開放授業 実施要領（案） 
７．平成２２年度地域貢献研究事業研究報告会について（案） 
８．平成２２年度財団法人宮崎学術振興財団助成金事業公開研究発表会実施要領（案）

９．平成２３年度採用分日本学術振興会特別研究員の書類選考結果 
１０．公立大学協会「教育情報公表ガイドライン」について（案） 

１１．報告事項に関する参考メモ 

 
 

議事１ 学生懲戒規程について 

配付資料 １．宮崎公立大学学生懲戒規程（案） 
学生部長より、学生懲戒規程（案）に関する説明、提案があった。 

その後、質疑応答が行われ、学生部会での再検討を含め、継続して審議することとなった。 

 

議事２ 教員の外国出張について 

配付資料 ２．教員の外国出張について 
事務局より、教員１名の外国出張について説明があり、承認された。 
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報告１ 地域貢献部会からの報告 

配付資料 ３．平成２２年度宮崎公立大学地域モニター中間報告会 

配付資料 ４．全国大学地域貢献度ランキング（日経グローカル調査） 

配付資料 ５．大学の地域貢献度ランキング（上） 

配付資料 ６．平成２２年度後期 開放授業 修了式（案） 

平成２３年度前期 開放授業 実施要領（案） 

配付資料 ７．平成２２年度地域貢献研究事業研究報告会について（案） 

配付資料 ８．平成２２年度財団法人宮崎学術振興財団助成金事業公開研究発表会 

実施要領（案） 
地域研究センター長より、以下の報告があった。 

（１）平成２２年度宮崎公立大学地域モニター中間報告会 

（２）全国大学地域貢献度ランキング（日経グローカル調査） 

（３）平成２２年度後期開放授業修了式（案） 

（４）平成２３年度前期開放授業実施要領（案） 

（５）平成２２年度地域貢献研究事業研究報告会（案） 

（６）平成２２年度財団法人宮崎学術振興財団助成金事業公開研究発表会実施要領（案） 

 

報告２ 教職課程充実部会からの報告 

教務部会長より、教職課程充実部会における教育実習に関する検討の状況と変更案の報告、説明

があった。 

議長より、「重要な案件なので、次回以降の審議事項としたい」との提案があり、了承された。 

 

報告３ その他 

配付資料 ９．平成２３年度採用分日本学術振興会特別研究員の書類選考結果 
配付資料１０．公立大学協会「教育情報公表ガイドライン」について（案） 
配付資料１１．報告事項に関する参考メモ 

議長より、以下の報告があった。 

（１）平成２３年度採用分日本学術振興会特別研究員の書類選考結果 

（２）公立大学協会の「教育情報公表ガイドライン」 

（３）科学研究費補助金の申請状況 

（４）平成２２年度計画進捗状況ヒアリング 

（５）推薦入学試験の実施状況 
 

以上 
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平成２２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２２年１２月１４日（火）１３：３０～１５：３０ 
場 所：管理棟２階中会議室 
出席者：〔委 員〕中別府学長、山口理事（事務局長）、中山人文学部長、山口附属図書館長、 

金子地域研究センター長、宮元学生部長、加藤教務部会長、 
福田入学試験部会長、河野委員、長友委員 

〔陪 席〕浜野理事長、住岡教職課程充実部会長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

 

配付資料 １．教員の外国出張について 
２．教育実習の運用についての改善案について（参考メモ） 

３．来年度の教育実習訪問指導の廃止等について 

４．「本学からの留学生の単位認定」について 
５．「推薦入学方法などに関する実証的検証」報告書 
６．報告事項に関する参考メモ 

 
 

議事１ 教員の外国出張について 

配付資料 １．教員の外国出張について 
事務局より、教員２名の外国出張について説明があり、承認された。 

 

議事２ 教育実習の運用についての改善案について 

配付資料 ２．教育実習の運用についての改善案について（参考メモ） 
配付資料 ３．来年度の教育実習訪問指導の廃止等について 

議長より、これまでの経緯説明の後、審議の手順に関する提案があり、了承された。 
次に、教職課程充実部会長より、現行の教育実習訪問指導の現状と課題点の説明、来年度の教育

実習訪問指導の廃止など、教育実習の運用に関する改善案の説明、提案があり、審議の結果、承認

された。 

 

議事３ その他 

配付資料 ４．「本学からの留学生の単位認定」について 
教務部会長より、「本学からの留学生の単位認定」に関する説明、提案があり、審議の結果、承

認された。 

 

報告１ 「推薦入学方法の実証的検証に取り組むタスクフォース」からの報告について 

配付資料 ５．「推薦入学方法などに関する実証的検証」報告書 

入学試験部会長より、「推薦入学方法などに関する実証的検証」に関する報告があった。 
同報告書については、再度、時間を十分にとって意見交換することが確認された。 
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報告２ その他 

配付資料 ６．報告事項に関する参考メモ 
議長より、以下の報告があった。 

（１）高等教育コンソーシアム宮崎による事業の実施 

①宮崎学生インターゼミナール 

１２月４日、宮崎大学を会場として開催。宮崎公立大生１１名が発表を行った。 

②宮崎県内大学・短大・高専の授業体験会 

１２月１１日、宮崎公立大を会場として開催。高校生４６１名が参加。 

（２）ハラスメントの防止・対策に関する規程の施行 

（３）大学評価・学位授与機構が行う認証評価事業の事業仕分け評価結果への対応 
 

以上 
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平成２２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２３年１月１１日（火）１３：３０～１６：００ 
場 所：管理棟２階中会議室 
出席者：〔委 員〕中別府学長、山口理事（事務局長）、中山人文学部長、山口附属図書館長、 

金子地域研究センター長、宮元学生部長、加藤教務部会長、 
福田入学試験部会長、長友委員 

〔陪 席〕浜野理事長 
〔事務局〕小倉学務課長、櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

欠席者：〔委 員〕河野委員、染矢企画総務課長 

 

配付資料 １．教員の外国出張について 
２．宮崎公立大学学生懲戒規程（案） 

３．交換派遣留学生（蔚山）選抜試験の筆記試験で用いる検定について（報告） 
４．平成２３年度 前期開放授業開設科目（案）について 
５．平成２２年度 高等教育コンソーシアム宮崎ＦＤ研修会 
６．平成２２年度 コーディネート科目「宮崎の郷土と文化」 
７．報告事項に関する参考メモ 
８．平成２２年度 大学教育・学生支援推進事業 大学教育推進プログラム審査結果表

 
 

議事１ 教員の外国出張について 

配付資料 １．教員の外国出張について 
事務局より、教員１名の外国出張について説明があり、承認された。 

 

議事２ 宮崎公立大学学生懲戒規程（案） 

配付資料 ２．宮崎公立大学学生懲戒規程（案） 
学生部長より、学生懲戒規程（案）に関する説明、提案があった。 

審議の結果、各委員からの意見を踏まえ、必要な修正を加えることを前提として、承認された。 

 

報告１ 交換派遣留学生選抜試験の試験内容の一部変更について 

配付資料 ３．交換派遣留学生（蔚山）選抜試験の筆記試験で用いる検定について（報告） 

学生部長（国際交流部会員）より、交換派遣留学生選抜試験の資格要件の一部変更に関する報告

があった。 

 

報告２ 平成２３年度前期開放授業開設科目（案）について 

配付資料 ４．平成２３年度 前期開放授業開設科目（案）について 
地域研究センター長より、開設科目は１６科目、開設できない科目は３科目との報告があった。 
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報告３ 高等教育コンソーシアム宮崎からの報告 

配付資料 ５．平成２２年度 高等教育コンソーシアム宮崎ＦＤ研修会 
配付資料 ６．平成２２年度 コーディネート科目「宮崎の郷土と文化」 

地域研究センター長より、高等教育コンソーシアム宮崎の平成２２年度事業について、以下の報

告があった。 

（１）高等教育コンソーシアム宮崎ＦＤ研修会 

２月２６日（土）、宮崎公立大学を会場として開催予定。 
（２）コーディネート科目「宮崎の郷土と文化」 

昨年１０月から１２月にかけて、宮崎公立大学を会場として開催。志願者総数は１０９人。 
 

報告４ その他 

配付資料 ７．報告事項に関する参考メモ 
配付資料 ８．平成２２年度 大学教育・学生支援推進事業 大学教育推進プログラム 

審査結果表 
議長より、以下の予告、報告があった。 

（１）推薦入学に関するタスクフォースからの報告は、次回の教育研究審議会で取り上げる。 

（２）平成２２年度大学教育・学生支援推進事業大学教育推進プログラムは審査の結果、不採択。 

 

事務局より、就職内定については、昨年より厳しい状況であることが報告された。 

 

以上 
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平成２２年度 第１７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２３年１月２５日（火）１３：３０～１５：２０ 
場 所：管理棟２階中会議室 
出席者：〔委 員〕中別府学長、山口理事（事務局長）、中山人文学部長、山口附属図書館長、 

金子地域研究センター長、宮元学生部長、加藤教務部会長、 
福田入学試験部会長、河野委員 

〔陪 席〕浜野理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

欠席者：〔委 員〕長友委員 

 

配付資料 １．平成２３年度前期 宮崎公立大学科目等履修生募集要項（案） 
２．「推薦入学方法などに関する実証的検証」報告書（第１５回審議会配付資料） 
３．「推薦入学方法などに関する実証的検証」報告書（タスクフォース）をめぐる 

意見交換 
４．報告事項に関する参考メモ 

 
 

議事１ 平成２３年度前期科目等履修生の募集について 

配付資料 １．平成２３年度前期 宮崎公立大学科目等履修生募集要項（案） 
教務部会長より、部会での検討を踏まえた説明、提案があり、審議の結果、承認された。 

 

議事２ その他 

議長より、次回の教育研究審議会で平成２３年度計画の素案を提示したい、との予告があった。 

 

報告１ 「推薦入学方法の実証的検証に取り組むタスクフォース」からの報告について 

配付資料 ２．「推薦入学方法などに関する実証的検証」報告書（第１５回審議会配付資料） 
配付資料 ３．「推薦入学方法などに関する実証的検証」報告書（タスクフォース）をめぐる 

意見交換 

教務部会長および入試部会長より、「推薦入学方法などに関する実証的検証」に関する説明、提

案があり、その後、質疑応答が行われた。 

 

報告２ その他 

配付資料 ４．報告事項に関する参考メモ 
議長より、配付資料を一読してほしいとの提案があった。 

 

事務局より、就職内定状況に関する報告があった。 

 

以上 
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平成２２年度 第１８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２３年２月１０日（木） 
＜持ち回りによる審議＞ 

 

配付資料 １．教員の外国出張について 

 
 

議事１ 教員の外国出張について 

配付資料 １．教員の外国出張について 

教員１名の外国出張について、持ち回りによる審議を行い、承認された。 

 

以上 
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平成２２年度 第１９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２３年２月２２日（火）１３：３０～１５：２０ 
場 所：管理棟２階中会議室 
出席者：〔委 員〕中別府学長、山口理事（事務局長）、中山人文学部長、山口附属図書館長、 

金子地域研究センター長、宮元学生部長、加藤教務部会長、 
福田入学試験部会長、河野委員、長友委員 

〔陪 席〕浜野理事長、田中国際交流部会長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

 

配付資料 １．教員の外国出張について 
２．異文化実習Ⅱ（蔚山科学大学）の実施について 

３．平成２３年度計画（案） 

４．平成２２年度 就職内定状況 
５．報告事項に関する参考メモ 

 
 

議事１ 教員の外国出張について 

配付資料 １．教員の外国出張について 
事務局より、教員２名の外国出張について説明があり、承認された。 

 

議事２「異文化実習Ⅱ」の実施について 

配付資料 ２．異文化実習Ⅱ（蔚山科学大学）の実施について 
国際交流部会長より、これまでの検討経緯を含めた説明、提案があり、審議の結果、本学と蔚山

科学大学との間で「学生交流に関する了解覚書」を締結し、平成２３年度以降、韓国語上級者向け

の短期研修「異文化実習Ⅱ」を蔚山科学大学で実施することが承認された。 

 

議事３ 平成２３年度計画について 

配付資料 ３．平成２３年度計画（案） 
議長より、教育研究審議会に関係する平成２３年度計画（案）の説明、提案があり、審議の結果、

一部を修正することで、承認された。 

 

議事４ その他 

議長より、今後の教育研究審議会の中で取り扱う、以下の３つの重要事項に関する予告があった。 

（１）入学志願者減少に関する検証 

（２）次期部会構成の提案 

（３）教育研究審議会の学外委員委嘱の検討 
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報告１ 平成２２年度就職内定状況について 

配付資料 ４．平成２２年度就職内定状況 
２月１８日現在の就職内定状況が報告された。 

 

報告２ その他 

配付資料 ５．報告事項に関する参考メモ 
議長より、以下の報告があった。 

（１）平成２３年度計画 

（２）高等教育コンソーシアム宮崎ＦＤ研修会 

（３）経済同友会の「新卒就職採用活動の適正化に関する意見」 

（４）中別府学長が「公立大学協会九州・沖縄地区協議会」議長、「公立大学協会」理事に選考 
 

以上 
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平成２２年度 第２０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２３年３月８日（火）１３：３０～１５：３０ 
場 所：管理棟２階中会議室 
出席者：〔委 員〕中別府学長、山口理事（事務局長）、中山人文学部長、山口附属図書館長、 

金子地域研究センター長、宮元学生部長、加藤教務部会長、 
福田入学試験部会長、河野委員、長友委員 

〔陪 席〕浜野理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐、

荒木企画総務課主事 

 

配付資料 １．教員の外国出張について 
２．中期計画・各年度計画の比較表 

３．平成２３年度計画（案） 
４．入試状況 関連資料 

５．平成２２年度 就職内定状況 
 
 

議事１ 教員の外国出張について 

配付資料 １．教員の外国出張について 
事務局より、教員１名の外国出張について説明があり、承認された。 

 

議事２ 平成２３年度計画について 

配付資料 ２．中期計画・各年度計画の比較表 
配付資料 ３．平成２３年度計画（案） 

議事の冒頭、議長より、前回の教育研究審議会で審議された計画（案）の修正点の説明があった。 

次に、議長より、本日の審議の手順に関する提案があり、委員了承の後、「中期計画・各年度計

画の比較表」に基づいて意見交換を行った。 

 

報告１ その他 

配付資料 ４．入試状況 関連資料 
配付資料 ５．平成２２年度 就職内定状況 

入学試験部会長より、平成２３年度入学試験の状況が報告された。 

 

事務局より、以下の報告があった。 

（１）３月７日現在の就職内定状況 

（２）入学試験における不正行為への対応 

 

以上 
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平成２２年度 第２１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２３年３月２２日（火）１３：３０～１５：３０ 
場 所：管理棟２階中会議室 
出席者：〔委 員〕中別府学長、山口理事（事務局長）、中山人文学部長、山口附属図書館長、 

金子地域研究センター長、宮元学生部長、加藤教務部会長、 
福田入学試験部会長、河野委員、長友委員 

〔陪 席〕浜野理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

 

配付資料 １．教員の外国出張について 
２．教員評価に係る年間自己点検・評価のための評価表 

３．平成２３年度計画について 

４．報告事項に関する参考メモ 
 
 

議事１ 教員の外国出張について 

配付資料 １．教員の外国出張について 
事務局より、教員１名の外国出張について説明があり、承認された。 

 

議事２ 教員評価について 

配付資料 ２．教員評価に係る年間自己点検・評価のための評価表 
議長より、これまでの経緯説明の後、「教員評価にかかる年間自己点検・評価のための評価表」

の提出に関する説明、提案があり、審議の結果、承認された。 

 

議事３ その他 

議長より、これまでの教育研究審議会の議事に関係する、以下の事項に関する現状報告があり、

その後、意見交換が行われた。 
（１）部会編成 

（２）部局長人事 

（３）教育研究審議会の学外委員委嘱 
（４）退職者補充 
（５）ＭＭＵ学士基礎力プロジェクト 
（６）入学試験に関する検証 

 

報告１ 図書館の土曜日開館について 

附属図書館長より、平成２３年度の附属図書館の土曜日開館について、以下の報告があった。 
（１）夏季の８月、９月と春期の２月、３月の４ヶ月を除く８ヶ月の毎週土曜日、附属図書館を開

館することを図書広報部会で決定した。 

 



2 

報告２ 平成２３年度計画について 
配付資料 ３．平成２３年度計画について 

議長より、役員会での平成２３年度計画の承認、前回の教育研究審議会での修正案による変更点

に関する報告があった。 

 

報告３ その他 

配付資料 ４．報告事項に関する参考メモ 
学生部長（国際交流部会員）より、国際交流部会における「休学者の交換派遣留学選抜試験受験

資格の確認」に関する報告があった。 
 
議長より、主要行事に関する報告があった。 

 

理事長（陪席）より、「魅力ある大学づくり準備委員会」の経過報告があった。 

 

以上 



1 

平成２２年度 臨時 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２２年１０月２１日（木）１３：３０～１５：１０ 
場 所：管理棟２階中会議室 
出席者：〔委 員〕中別府学長、山口理事（事務局長）、中山人文学部長、山口附属図書館長、 

金子地域研究センター長、宮元学生部長、加藤教務部会長、 
福田入学試験部会長、河野委員、長友委員 

〔陪 席〕浜野理事長、長友教授（魅力ある大学づくり準備委員会委員長） 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

 

配付資料 １．魅力ある大学づくり準備委員会資料 
 
 

議事１ 魅力ある大学づくり準備委員会の「基本的方針」について 
配付資料 １．魅力ある大学づくり準備委員会資料 

議事に先立ち、議長より、長友教授（魅力ある大学づくり準備委員会委員長）の陪席に関する確

認が行われ、委員了承の後、議事に入った。 

次に、地域研究センター長（魅力ある大学づくり準備委員会副委員長）より、「魅力ある大学づ

くり」に関する説明、提案があり、その後、質疑応答が行われた。 

 

以上 
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