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令和２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：令和２年５月１９日（火）１３:１０～1３:４５ 

場 所：特別会議室 

出席者：〔委 員〕年森委員、長友委員 

有馬学長、宮元学部長、森部附属図書館長、竹野地域研究センター長、 

辻学生部長、四方教務部長、 

〔事務局〕元丸事務局長、笠島企画総務課長、藤浪学務課長、山本学生支援課長、 

鍋島企画総務課長補佐、椎葉学生支援課長補佐、 

福元学務課長補佐 

 欠席者：〔委 員〕近藤委員 

〔事務局〕梶原学務課長補佐 

配付資料： 

資料１  宮崎公立大学名誉教授について 

  資料２  令和２年度  科学研究費採択状況 

資料３  令和３年度及び令和４年度研究支援年選考実施スケジュール 

資料４  令和２年度入学者の状況 

当日配付 宮崎公立大学２０２０年度（令和２年度）学年暦【5/13 改正】 

 

 

会議に先立ち長友委員への委嘱状を有馬学長より交付。その後、資料確認、委員及び事務局の紹

介、委員出席確認、議事録作成者確認、学長挨拶に続いて学長の進行のもと議事及び報告を行った。 

 

Ⅰ 議事１ 令和２年度宮崎公立大学名誉教授の選考について 

企画総務課長から、資料１「宮崎公立大学名誉教授について」に基づき、名誉教授候補者の推薦

が１名あったことが報告され、教育研究審議会より教授会に対し意見聴取の依頼を行うこと及び今

後のスケジュールについて説明があった。審議の結果、原案通り承認された。 

 

 

Ⅱ 報告１ 令和２年度科学研究費採択状況について 

企画総務課長から資料２「令和２年度  科学研究費採択状況」に基づき、科学研究費の採択状況

について報告があった。 

 

報告２ 研究支援年について 

企画総務課長補佐から資料３「研究支援年について」に基づき、研究支援年に関する選考実施の

スケジュールについて報告があった。 
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報告３ 令和２年度入学者の状況について 

学務課長から資料４「令和２年度入学者の状況」に基づき、令和２年度入学者の選抜状況につい

て報告があった。 

 

＜主な意見＞ 

・県内出身者の入学が４割を切ったことについては、県内高校生の学力低下も要因かもしれない。

地元学生も頑張って欲しいが、大学もこういう状況を踏まえた上で広報等の取組をしてほしい。 

→今年度実施する入試改革の前年にあたる入試となり受験生の安全志向も働いたと思われる。県

内高校生の確保に関する対策としては、県内高校生のみを対象とした推薦入試である「推薦入

試Ⅰ（学校推薦型選抜Ⅰ）」について定員を 10 名増やす予定としている。 

 

報告４ 新型コロナウイルス感染症に関する本学の対応について 

教務部長から当日配付資料「宮崎公立大学２０２０年度（令和２年度）学年暦【5/13 改正】」

に基づき、学年暦の変更等について報告があった。主な変更内容は以下のとおり。 

・授業の期間が後ろ倒しになったこと。 

・遠隔授業（ライブ配信とオンデマンド配信）を取り入れたが今のところ大きなトラブルはなく

スムースに実施できていること。 

・新入生オリエンテーションは日程を分散し、３密にならないよう工夫し対面で実施したこと。 

・前期の集中講義は中止とし、変更が可能な科目は後期の集中講義として開講するとしたこと。 

・定期試験について対面で行うことができないことから、レポート等で行うこととしたこと。 

 

＜主な意見＞ 

・遠隔授業について本学はどちらかというと情報教育に弱い学生もいると思うが、スムースに

実施できていることについて嬉しく思う。遠隔授業が大学の売り、教育資源となることは素

晴らしいことである。今後授業の工夫などが必要になると思うが、取組を進めていただきた

い。 

 

Ⅲ その他について 

  ①団体役員賠償責任保険について 

企画総務課長補佐から「団体役員賠償責任保険」について、昨年度末までに役員会、経営審

議会、教育研究審議会で説明し今年の４月に保険に加入したことが報告され、委員に対して自

己負担の依頼があった。 

 

  ②学長選考について 

 企画総務課長補佐から昨年度３月の教育研究審議会で学長選考会議委員を選考した後、４月

末の第１回の選考会議にて公示案とスケジュールを書面により審議したこと、また、今後の予

定として、５月末に公示を行い６月１日から８月末日までの予定で推薦を受け付ける予定で事

務を進めているとの報告があった。 

次回開催日時 ６月１６日（火） １３:１０～開催予定 
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令和２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：令和２年６月１６日（火）１３：１０～１４：２０ 

場 所：特別会議室 

出席者：〔委 員〕有馬学長、年森委員、長友委員、宮元人文学部長、森部附属図書館長、 

辻学生部長、四方教務部長、 

     （欠席）近藤委員、竹野地域研究センター長、 

〔事務局〕元丸事務局長、笠島企画総務課長、藤波学務課長、山本学生支援課長 

鍋島企画総務課長補佐、福元学務課長補佐、梶原学務課長補佐、 

椎葉学生支援課長補佐 

 

配付資料 

資料１ 平成３１年度（令和元年度）業務実績報告書（案）   

資料２ 教員採用について ―理事長への内申のための素案― 

  資料３ 令和２年度 自主講座申請一覧 

  当日配付 宮崎公立大学学長選考に関する公示文 

 

 

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 平成３１年度（令和元年度）業務実績報告について 

事務局から、資料１を基に、平成３１年度（令和元年度）業務実績報告に係る概要説明後、

主な実績について具体的説明がなされ、原案どおり承認された。 

 

議事２ 教員の新規採用について 

事務局から、資料２を基に説明がなされ、原案どおり承認された。 

 

報告１  令和２年度自主講座について 

事務局から、資料３のとおり令和２年度自主講座を開催予定である旨の報告があった。 

 

その他  

① 事務局から、令和２年度名誉教授の選考について、本日開催の教授会で意見聴取する予定

であること、また、（その結果を）次回の教育研究審議会でご報告する予定であることの

報告がなされた。 

② 事務局から、当日配布資料を基に学長選考に係る公示内容について説明がなされた。これ

を受けて、委員から、「教育研究審議会からの学長候補者推薦について」動議が提出され、

意見交換を行い、次回の教育研究審議会で引続き審議し決定することとなった。 

 

次回開催日時 ７月２１日（火）１３：１０～１４：２０ 
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令和２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：令和２年７月２１日（火）１３：１０～１４：０５ 

場 所：特別会議室 

出席者：〔委 員〕有馬学長、年森委員、長友委員、宮元人文学部長、森部附属図書館長、 

竹野地域研究センター長、辻学生部長、四方教務部長 

     （欠席）近藤委員 

〔事務局〕元丸事務局長、笠島企画総務課長、藤波学務課長、山本学生支援課長、 

鍋島企画総務課長補佐、梶原学務課長補佐、福元学務課長補佐、 

椎葉学生支援課長補佐 

 

配付資料 

 資料１－１ 休学私費留学に関する外部の留学エージェントとの連携について 

資料１－２ 休学私費留学に関する連携協力協定書（案）  

資料２－１ 宮崎公立大学名誉教授の選考に関する教授会の意見聴取について（依頼） 

資料２－２ 宮崎公立大学名誉教授の選考に関する教授会の意見について（回答） 

※別冊    令和２年度宮崎公立大学名誉教授選考資料（第 1 回配付、会議終了後回収） 

  当日配付    宮崎公立大学学長候補者推薦書 

  資料３－１ 新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う令和３年度宮崎公立大学 

        入学者選抜における日本留学試験等の取り扱いについて 

  資料３－２ 令和３（２０２１）年度宮崎公立大学入学者選抜における日本留学 

        試験等の取扱いについて＜公表案＞ 

  資料３－３ 令和３年度入学者選抜要綱＜暫定版＞ 

資料４   学生の留学について 

 

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 休学私費留学に関する留学エージェントとの連携について 

委員から、資料１を基に、休学私費留学に関する外部の留学エージェントとの連携につい

て説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

議事２ 宮崎公立大学名誉教授の選考について 

事務局から、資料２－１を基に、名誉教授候補者１名について教授会に対して意見聴取し

たことについて、また委員から資料２－２を基に、教授会からの回答（異論なし）について

それぞれ説明があり、審議の結果、原案どおり、推薦のあった名誉教授候補者１名に対し名

誉教授の称号を授与することが承認された。 

 

議事３ 学長候補者の推薦について 

委員から、当日配付資料を基に、学長候補者の推薦について説明がなされ、審議の結果、

原案どおり、教育研究審議会として１名の学長候補者を推薦することが承認された。 
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報告１ 新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う令和３年度宮崎公立大学入学者選抜

（私費外国人留学生選抜・私費外国人留学生編入学）における日本留学試験等の取り扱い

について 

委員から、資料３を基に、説明および報告がなされた。 

 

報告２ 学生の留学について 

委員から、資料４を基に、学生の留学について報告がなされた。 

 

次回開催日時 ８月１８日（火）１３：１０～１４：２０ 
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令和２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：令和２年８月１８日（火）１３：１０～１３：５０ 

場  所：特別会議室 

出  席：〔委 員〕有馬学長、年森委員、長友委員、宮元人文学部長、森部附属図書館長、 

竹野地域研究センター長、辻学生部長、四方教務部長 

〔事務局〕元丸事務局長、 

鍋島企画総務課長補佐、梶原学務課長補佐、福元学務課長補佐、 

椎葉学生支援課長補佐 

欠  席：〔委 員〕近藤委員 

〔事務局〕笠島企画総務課長、藤波学務課長、山本学生支援課長 

配付資料： 

資料１ 宮崎公立大学人文学部専攻長に関する規程等の一部改正について（概要） 

資料２ 一般選抜前期日程試験 学外会場の取扱いについて 

資料３ 令和２年度 宮崎公立大学保護者説明会について（概要） 

 

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。 

 

Ⅰ 議事 

議事 1 宮崎公立大学人文学部専攻長に関する規程、公立大学法人宮崎公立大学教員選

考規程及び宮崎公立大学客員教員規程の改正について 

事務局から、資料１に基づき、規程の改正についてそれぞれ説明があり、審議の結果、原

案どおり承認された。 

 

Ⅱ 報告 

報告１ 一般選抜における学外会場の取扱いについて 

委員から、資料２に基づき、令和３年度入試 前期日程試験では学外会場を設置しない旨

が報告された。 
 

報告２ 令和２年度宮崎公立大学保護者説明会について 

事務局から、資料３に基づき、本年度の保護者説明会はオンラインで開催することが報告

された。 

 

Ⅲ その他 

〇事務局から６月に募集した令和３年度、令和４年度の研究支援年について応募者がいなか

ったことについて報告があった。 

 

次回開催日時 ９月１５日（火）１３：１０～１４：２０ 



1 

令和２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：令和２年９月１５日（火）１３：１０～１４:０５ 

場  所：特別会議室 

出  席：〔委 員〕有馬学長、年森委員、長友委員、宮元人文学部長、森部附属図書館長、 

竹野地域研究センター長、辻学生部長、四方教務部長 

（欠席）近藤委員 

〔事務局〕元丸事務局長、笠島企画総務課長、藤波学務課長、山本学生支援課長、 

鍋島企画総務課長補佐、梶原学務課長補佐、福元学務課長補佐、 

椎葉学生支援課長補佐 

 

配付資料： 

資料１ 令和２年度 教員の昇任にかかるスケジュール（案） 

（参考資料） 公立大学法人宮崎公立大学教員選考規程 

公立大学法人宮崎公立大学教員等資格審査取扱要綱 

自薦に伴う必要資格（案） 

  資料２－１ 学則の改正概要 

資料２－２ 宮崎公立大学学則新旧対照表（案） 

資料２－３ 宮崎公立大学学則(案) 

（参考資料） 文部科学省からの事務連絡（抜粋） 

         他大学における学則記載例 

資料３ 宮崎公立大学派遣留学生奨学助成金支給要綱（案） 

資料４ 大学入学共通テスト「特例追試験」を受験した場合の対応について 

資料５ 新型コロナウイルス感染症に罹患した受験生等への配慮について 

資料６－１ 『2020 ＭＭＵオープンキャンパス』実施要領 

資料６－２ ＯＮ―ＬＩＮＥ ＣＡＦＥ ＭＭＵ ちらし 

資料６－３ オープンキャンパス代替企画 実施状況 

資料７ 各種講座の開催状況について 

当日配布 令和２年度就職内々定状況について（過年度との比較） 

 

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。 

 

Ⅰ 議事 

議事１ 教員の昇任について 

事務局から、資料１に基づき、教員の昇任に関するスケジュール等について説明があり、

原案どおり承認された。 

 

議事２ 学則の改正について 

委員から、資料２に基づき、学則の改正について説明があり、原案どおり承認された。 

 

議事３ 宮崎公立大学派遣留学生奨学助成金支給要綱の改正について 

委員から、資料３に基づき、要綱の改正について説明があり、原案どおり承認された。 
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Ⅱ 報告 

報告１ 大学入学共通テスト「特例追試験」を受験した場合の対応について 

委員から、資料４に基づき、大学入学共通テスト「特例追試験」を受験した場合の対応に

ついて報告があった。 
 

報告２ 新型コロナウイルス感染症対策に伴う入学者選抜試験実施上の配慮について 

委員から、資料５に基づき、新型コロナウイルス感染症対策に伴う入学者選抜試験実施上

の配慮について報告があった。 

 

報告３ 2020 ＭＭＵオープンキャンパスについて 

委員から、資料６に基づき、2020 ＭＭＵオープンキャンパスについて開催予定等の報告が

あった。 

 

報告４ 各種講座の開催状況について 

委員から、資料７に基づき、各種講座の開催状況について報告があった。 
 

Ⅲ その他 

〇事務局から、当日配布資料に基づき、過年度と比較しながら本年度の就職内々定状況につ

いて報告があった。 
 

 

次回開催日時 １０月２０日（火）１３：１０～１４：２０ 



1 

令和２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：令和２年１１月１７日（火）１３：１０～１４：１５ 

場  所：特別会議室 

出  席：〔委 員〕有馬学長、年森委員、長友委員、宮元人文学部長、森部附属図書館長、 

竹野地域研究センター長、辻学生部長、四方教務部長 

（欠席）近藤委員 

〔事務局〕元丸事務局長、笠島企画総務課長、藤波学務課長、山本学生支援課長、 

鍋島企画総務課長補佐、梶原学務課長補佐、福元学務課長補佐、 

椎葉学生支援課長補佐 

配付資料： 

資料１ 学則等の改正の概要（当日配付） 

資料２ 民法改正に伴う保証人への対応について（当日配付） 

資料３ 規程の一部改正について（案） 

資料４ インドネシア・北スマトライスラム大学（UISU）との協定締結に関する審議結

果について 

資料５ 教学マネジメント専門委員会の設置について 

資料６ 令和２年度保護者説明会及び保護者のための就職ガイダンス申込状況につ

いて 

資料７ 学校推薦型選抜Ⅰ等の志願者状況について 

資料８－１ オープンキャンパス参加者数の推移 

資料８－２ オープンキャンパス代替企画実施状況 

 

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。 

 

Ⅰ 議事 

議事１ 修学支援新制度に伴う学則等の改正について 

資料１に基づき、委員から、令和２年度からの「高等教育の修学支援新制度」の開始に伴

い、文科省より、経済的に困難な状況にある学生等の入学料や授業料の納付期限を弾力的に

取り扱うよう指導があり、本学でも令和２年度から入学料の納入を猶予しているが、この取

り扱いが学則等と一致しないことから、関連する規程を改正するとの説明があった。 

審議の結果、原案どおり、①学則、②授業料等の徴取に関する規程、③授業料等未納者に

係る除籍に関する規程の改正について承認された。 

 

議事２ 民法改正に伴う学生規程の改正について 

資料２に基づき、委員から、令和２年４月１日の民法改正に伴い、個人根保証契約に極度

額（保証限度額）を設定することが必要になったため、本学では公立大学協会のアンケート

調査を分析したところ、修業年限分（４年分）の授業料相当額が１８校、在学年限分（８年

分）の授業料相当額が１０校、１年分の授業料相当額が３校と修業年限分（４年分）の授業

料相当額を極度額としている大学が も多いことから、本学も修業年限分（４年分）の授業

料相当額を極度額に設定するとの説明があった。 

審議の結果、原案どおり、学生規程の改正について承認された。 
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議事３ リカレント教育プログラム受講料に伴う規程の改正について 

資料３に基づき、委員から、令和３年度より「リカレント教育プログラム」を行うことと

なり、それに伴い受講料を定める必要が出てきたため、１講座あたりの受講料を３万円とす

るとの説明があった。 

審議の結果、原案どおり、授業料等の徴収等に関する規程の改正について承認された。 

 なお、この説明に対し、委員から、地域貢献の観点から受講料を無料にできないか？との

質問があったが、受講料を払っていただくことで、受講生も大学も責任感、緊張感をもって

やっていきたいという趣旨で受講料を徴収していると回答があった。 

 

Ⅱ 報告 

報告１ インドネシア・北スマトライスラム大学（UISU）との協定締結に関する審議結

果について 

資料４に基づき、委員から、２０１７年から継続的にインドネシア・北スマトライスラム

大学（UISU）との協定締結について協議を重ねてきたが、２０２０年の視察の結果、授業の

質が劣化していること、学生が参加する費用の算出根拠が曖昧等の問題がでてきたため、早

急に協定を締結することは得策ではないと判断し、協定締結は行わないとの結論に至ったこ

とについて報告があった。 

 

報告２ 教学マネジメント専門委員会の設置について 

資料５に基づき、委員から、自律的な学修者を育成するためには、学修者本位の教育への

転換が必要であり、大学が教学マネジメントを重視していくことが求められていること、ま

た、次回の認証評価では、重要な評価項目となっていることを見据え、教学マネジメント専

門委員会を設置したことについて報告があった。 

 

報告３ 保護者説明会及び保護者のための就職ガイダンスについて 

資料６に基づき、事務局から、今年度の保護者説明会及び保護者のための就職ガイダンス

について報告があった。 

 保護者説明会（個別相談会）は相談組数５９組７１人、就職ガイダンスは、１０３組１３

０人の申し込みがあった。例年対面で行ってきたが、本年はＺＯＯＭや電話での実施であっ

たが、多くの申し込みがあり、保護者の関心の高さが伺える結果になったとのことであった。 

 

報告４ 学校推薦型選抜Ⅰ等の志願状況について 

資料７に基づき、事務局から、学校推薦型選抜Ⅰ等の志願状況について報告があった。 

学校推薦型選抜Ⅰの志願者数は、８０人（昨年７９人）の申し込みがあった。募集人員は、

昨年の５０人から１０人増えて６０人としたことから、志願者倍率は若干低下し１．３倍（昨

年１．６倍）となったとのことであった。 

 一般編入学（２年次）は４人（昨年２人）、一般編入学（３年次）は７人（昨年４人）で、

昨年より増加したとのことであった。この報告に対し、委員からどんな大学や機関から応募

があったのかについて質問があり、内訳について回答がなされた。 
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報告５ オープンキャンパスの実施報告について 

資料８に基づき、事務局から、今年度のオープンキャンパスの実績及びオープンキャンパ

ス代替企画（ON-LINE Café MMU）について報告があった。 

例年は、６月と９月にプチオープンキャンパス、８月にオープンキャンパスを実施してき

たが、今年は、６月のプチオープンキャンパスと８月のオープンキャンパスが新型コロナウ

イルスのため中止となり、９月のプチオープンキャンパスを来場対面型で行い、午前、午後

同じプログラムで開催し、２０４人の参加があった。アンケート結果では、９割が満足、ま

あ満足と答えており、参加者に概ね満足していただいと考えている、とのことであった。 

 また、８月から９月にかけて、学生によるプレゼンや質疑応答を中心としたオープンキャ

ンパス代替企画（ON-LINE Café MMU）を１３回実施し、５６人の参加があり、全員から満

足、やや満足とのアンケート結果をいただいたとの報告があった。 

 

報告６ 自主講座について 

委員より、今年度の自主講座の開催について報告があった。（資料なし） 

今年は、新型コロナウイルスの影響により、前期は講座の実施ができなかったが、後期は

工夫しながら取り組んでいきたいと報告があった。 

 

Ⅲ その他 

学長より、文部科学省から、全国の大学に対して対面授業を増やしてほしいとの要望があ

り、また、対面授業の割合が少ない大学は公表されることになっているが、本学では３割程

度を対面授業で行っていると回答しており、今後は、感染状況を踏まえながら、対面授業を

増やしていきたいと考えているとの報告があった。 

 

 

次回開催日時 １２月１５日（火）１３：１０～１４：２０ 
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令和２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：令和２年１２月１５日（火）１３：１０～１３：４０ 

場  所：特別会議室 

出  席：〔委 員〕有馬学長、年森委員、宮元人文学部長、森部附属図書館長、 

竹野地域研究センター長、辻学生部長、四方教務部長 

（欠席）近藤委員、長友委員 

〔事務局〕元丸事務局長、笠島企画総務課長、藤浪学務課長、山本学生支援課長、 

鍋島企画総務課長補佐、梶原学務課長補佐、福元学務課長補佐、 

椎葉学生支援課長補佐 

配付資料： 

資料１ ２０２１（令和３）年度学年暦（案） 

資料２ ２０２１（令和３）年度開講科目一覧（案） 

資料３ 宮崎公立大学の成績評価方法及び基準に関するガイドライン（修正案） 

資料４ ２０２１年春季異文化実習（米国・ＮＺ・中国）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。 

 

Ⅰ 議事 

議事１ 令和３年度学年暦について 

資料１に基づき、委員から、令和３年度学年暦について説明があった。 

審議の結果、原案どおり、承認された。 

議事２ 令和３年度開講科目一覧について 

資料２に基づき、委員から、令和３年度開講科目一覧について説明があった。 

審議の結果、原案どおり、承認された。 

議事３ 成績評価方法及び基準に関するガイドラインの改正について 

資料３に基づき、委員から、成績評価方法及び基準に関するガイドラインの改正について

説明があった。 

審議の結果、原案どおり、承認された。 

 

Ⅱ 報告 

報告１ ２０２１年春季異文化実習（米国・ＮＺ・中国）について 

資料４に基づき、委員から、２０２１年春季異文化実習（米国・ＮＺ・中国）について、

米国とＮＺは中止とすること、中国については、オンラインにて異文化実習を実施するとの

報告があった。 
 

Ⅲ その他 

 委員から、本学の研究活動に関することとして、学長と各教員が意見交換する機会がある

のか、また、若手の教員にどのような支援を行っているのか等について質問があり、現状の

活動状況について報告し、意見交換を行った。 
 

次回開催日時 １月１９日（火）１３：１０～１４：２０ 
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令和２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：令和３年１月１９日（火）１３：５～１３：３５ 

場  所：特別会議室 

出  席：〔委 員〕有馬学長、年森委員、長友委員、宮元人文学部長、森部附属図書館長、 

竹野地域研究センター長、辻学生部長、四方教務部長 

（欠席）近藤委員 

〔事務局〕元丸事務局長、笠島企画総務課長、藤浪学務課長、山本学生支援課長、 

鍋島企画総務課長補佐、梶原学務課長補佐、福元学務課長補佐、 

椎葉学生支援課長補佐 

配付資料： 

資料１（当日配付） 宮崎公立大学特任教員規程の制定について 

資料２（当日配付） 令和２年度就職内定状況について 

 

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。 

 

Ⅰ 議事 

議事１ 宮崎公立大学特任教員規程の制定について 

資料１に基づき、事務局から、宮崎公立大学特任教員規程の制定について説明があった。 

審議の結果、原案どおり、承認された。 

 

Ⅱ 報告 

報告１ 令和２年度就職内定状況について 

資料２に基づき、事務局から、令和２年度の就職内定状況について報告があった。 

 

Ⅲ その他 

 特になし。 
 

次回開催日時 ２月１５日（火）１３：１０～１４：２０ 
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令和２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：令和３年２月１６日（火）１３：１０～１４：００ 

場  所：特別会議室 

出  席：〔委 員〕有馬学長、年森委員、長友委員、宮元人文学部長、森部附属図書館長、 

竹野地域研究センター長、辻学生部長、四方教務部長 

（欠席）近藤委員 

〔事務局〕元丸事務局長、藤浪学務課長、山本学生支援課長、 

鍋島企画総務課長補佐、梶原学務課長補佐、福元学務課長補佐、 

椎葉学生支援課長補佐 

（欠席）笠島企画総務課長、 

配付資料： 

資料１－１ 宮崎公立大学における寄附講座の取扱いについて（案） 

資料１－２ 【大学向け寄附講義】「生命保険実学連続講座」の概要 

資料１－３ 宮崎公立大学２０２１年度シラバス案 

資料２ 令和３年度前期 授業実施形態について 

資料３－１ 宮崎公立大学の出願状況（令和３年度入学者選抜） 

資料３－２ 入学者選抜の志願者等の年度別推移 

資料３－３ 令和３年度学校推薦型選抜Ⅱ出願状況 ※当日配付、会議後回収 

 

 

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。 

 

Ⅰ 議事 

議事１ 寄附講座の開設について 

資料１－１から資料１－３に基づき、委員から、宮崎公立大学における寄附講座の取扱い

について及び一般社団法人生命保険協会による新たな寄附講座について説明があり、審議を

行った。審議の結果、原案どおり、承認された。 

委員から、①講義や講師の評価はどこがどのように行うのか ②どのくらいの受講者数を見

込んでいるのか との質問があったが、①については、通常講義と同様、教務部会やＦＤ部会

において行うこと、②については、できるだけ多くの学生が受講できるように時間割を組み

たいと考えている旨の回答が、委員からなされた。 

 

Ⅱ 報告 

報告１ 令和３年度前期授業実施形態について 

資料２に基づき、委員から、令和３年度前期の授業実施形態について、現時点で想定して

いる方針について報告がなされた。 
 

報告２ 令和３年度入学者選抜志願者状況について 

資料３－１から資料３－３に基づき、事務局から、現時点における令和３年度入学者選抜

志願者状況について、また、来年度に向けて、当該年度の志願状況等の分析を行っていく旨

の報告がなされた。 
報告後、今年度の大学入学共通テストや本学の志願状況についての意見交換が行われた。 

 

Ⅲ その他 

 特になし 
 

次回開催日時 ３月１６日（火）１３：１０～１４：２０ 
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令和２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：令和３年３月１６日（火）１３：１０～１４：３５ 

場  所：特別会議室 

出  席：〔委 員〕有馬学長、年森委員、長友委員、宮元人文学部長、森部附属図書館長、 

竹野地域研究センター長、辻学生部長、四方教務部長 

（欠席）近藤委員 

〔事務局〕元丸事務局長、笠島企画総務課長、藤浪学務課長、山本学生支援課長、 

鍋島企画総務課長補佐、梶原学務課長補佐、福元学務課長補佐、 

椎葉学生支援課長補佐 

配付資料： 

  資料１－１ 宮崎公立大学の教育課程等を定める規程（改正案） 

  資料１－２ 宮崎公立大学の教育課程等を定める規程（新旧対照表） 

  資料２－１ 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 

 改正主旨 

  資料２－２ 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 

（改正案） 

  資料２－３ 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 

 新旧対照表 

  参考資料  職場におけるハラスメント関係指針 

資料３   特任教員候補者について 

  資料４   公立大学法人宮崎公立大学令和３年度計画（案） 

  資料５   入学者選抜の志願者等の年度別推移  ※当日配付 

  資料６   教育内容を検証するための有識者会議委員（案）について 

  資料７   教員の採用及び昇任について  ※当日配付 

 

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。 

 

Ⅰ 議事 

議事１ 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１－１及び資料１－２に基づき、委員から、教育課程等を定める規程の改正について

説明があり、審議を行った。審議の結果、原案どおり、承認された。 

 

議事２ 公立大学法人宮崎公立大学ハラスメント防止・対策に関する規程の改正について 

資料２－１から資料２－３及び参考資料に基づき、事務局から、ハラスメント防止・対策

に関する規程の改正について説明があり、審議を行った。審議の結果、原案どおり、承認さ

れた。 

 

議事３ 特任教員候補者について 

資料３に基づき、事務局から、特任教員候補者について説明があり、審議の結果、原案ど

おり、承認された。 

なお、委員より、特任教員候補者の審査に関する手続きにおいて、模擬授業及び面接がな

かったことや、審査書類が特任教員の選考手続きに即していない等の指摘があり、今後、規

程等の整備について要望が出された。 

 

議事４ 令和３年度計画（案）について 

資料４に基づき、事務局から、令和３年度計画（案）について説明があり、審議を行った。

審議の結果、原案どおり、承認された。 
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Ⅱ 報告 

報告１ 令和３年度入学者選抜試験の実施状況について 

資料５に基づき、事務局から、令和３年度入学者選抜試験の実施状況について報告がなさ

れた。委員より、受験生確保に向け、 
①コロナ禍で本学の魅力である留学をどの様に受験生に伝えていくか 
②出口戦略として教職・公務員支援を打ち出していく必要性 
③受験生が分かりやすい情報発信をホームページで行っていただきたい 
④日頃からの高校とのつながりが大事である 

等の意見があった。 
 

報告２ 教育内容を検証するための有識者会議委員（案）について 

資料６に基づき、事務局から、教育内容を検証するための有識者会議委員（案）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 

資料７に基づき、事務局から、教員の採用及び昇任について報告がなされた。 

 

Ⅲ その他 

 なし 
 

次回開催日時 ４月２０日（火）１４：４０～１５：５０ 
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