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平成２１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２１年４月１４日（火）１５：４０～１７：２０ 
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〕内藤理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、佐伯企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

 
配付資料 １．教育研究審議会の運営等について 

２．平成２０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（案） 
３．教育研究審議会と各部会との連携について 
４．職員連絡会の位置づけと部会報告への意見の集約方法について 
５．平成２１年度計画（案）記入票 
６．「２００９（平成二十一）年度始めの挨拶」第１回 職員連絡会 参考メモ 
７．教員の外国出張について 
８．平成２０年度の就職内定状況について 
９．≪国際交流部会≫年度計画重点項目審議結果報告について 

１０．教育研究審議会から各部会への依頼事項（参考メモ） 
１１．平成２０年度業務実績報告について 
１２．≪地域貢献部会≫宮崎学術振興財団助成金による公開研究発表会について 
１３．報告事項に関する参考メモ 

 
 

議事１ 教育研究審議会の運営等について 
配付資料 １．教育研究審議会の運営等について 
配付資料 ２．平成２０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（案） 
配付資料 ３．教育研究審議会と各部会との連携について 
配付資料 ４．職員連絡会の位置づけと部会報告への意見の集約方法について 
配付資料１０．教育研究審議会から各部会への依頼事項（参考メモ） 

議長より、教育研究審議会の運営方法、議事録の作成方法、教育研究審議会と部会との連携など

に関する説明、提案があった。 

審議の結果、以下の点を確認し、了承された。 

（１）教育研究審議会の運営は、情報開示と民主的な方法を基本とし、計画性・迅速性・柔軟性を備

え、信頼関係を共通目標とする。開催は第４火曜日を定例会、第２火曜日を臨時会とする。 

（２）議事録は学長、事務局長、外部委員を除く全員の持ち回りで作成する。 

（３）教育研究審議会と経営審議会、各種部会などが相互に連携、協力して充実を図る。 

（４）職員連絡会は各部会の報告、事実確認の場であり、報告に対する意見や提言がある場合は、教

育研究審議会委員を経て学長に提出する流れとなる。 
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議事２ 平成２１年度計画について 
配付資料 ５．平成２１年度計画（案）記入票 
配付資料 ６．「２００９（平成二十一）年度始めの挨拶」第１回 職員連絡会 参考メモ 

冒頭、議長から、本件は前回審議済みであるが、新しい委員もいるため、「平成２１年度計画（案）

記入票」を読み上げて確認していくことが提案され、委員了承の後、議長が教育研究審議会、現代

ＧＰ部会、大学全体、広報戦略会議それぞれの計画（案）を説明した。 

次に、議長が「２００９年度始めの挨拶」と平成２１年度計画との関連を説明した。 

審議の結果、「広報戦略会議は教育研究審議会の委員および各部会長全員が参加する横断的な組織

である」ことを確認し、そのあり方については、今後整理していくこととした。 

 

議事３ 教員の外国出張について 
配付資料 ７．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。 
審議の中で「海外出張の要件」「関係規程」「申し合わせ事項」に関する質問が出され、今後、

確認、整理していくこととした。 

 

議事４ その他 

教務部会長より、卒業論文計画書の提出について、「受付期間の拡大」「代理提出の容認」に関す

る問題提起があった。 

審議の中で、「代理提出」はすでに制度として認められているが周知不足であることが確認さ

れたため、「教務部会から全教員にメール通知する」という提案があり、了承された。 

 

報告１ 平成２０年度の就職内定状況について 
配付資料 ８．平成２０年度の就職内定状況について 

４月１日現在の就職内定状況および以下の２点が報告された。 
（１）金融危機による影響が大きく、職種としては公務関係に人気が集まった。 
（２）未内定者については、今後とも、ゼミの担当教員、就職活動支援室との連絡を密にして、求人

情報を提供するとともに指導を行っていく。 
 

報告２ 平成２０年度業務実績報告について 
配付資料１１．平成２０年度業務実績報告について 

以下の報告があった。 
（１）学生支援ＧＰ作業部会、教育研究審議会、広報戦略会議の事業管理調書について、教育研究審

議会での審議結果を踏まえて、平成２０年度実績部分の入力を行った。 
（２）この内容で平成２０年度実績ヒアリングを受け、その結果は後日報告する。 
 

報告３ ≪国際交流部会≫年度計画重点項目審議結果報告について 
配付資料 ９．≪国際交流部会≫年度計画重点項目審議結果報告について 

附属図書館長（前：国際交流部会長）より、国際交流部会の年度計画重点項目、「留学生の単位認

定についての検討」「学術交流協定校の拡充の検討」に関する審議結果の報告があった。 



 3

報告４ その他 

配付資料１２．≪地域貢献部会≫宮崎学術振興財団助成金による公開研究発表会について 
配付資料１３．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）宮崎学術振興財団助成金による公開研究発表会は、今年度から地域貢献部会が中心となり、

５月実施に向けた準備を進めている。 
（２）ケーブルテレビによる広報の案内が来ており、教授、准教授、講師の計３名で対応する。 

 
また、議長より、以下の報告があった。 

（１）ＧＰへの取組 
（２）大麻等のこと 
（３）スポーツ＆芸術文化活動 
（４）全国高等学校総合文化祭 
（５）敷地内全面禁煙 
（６）キャンパスソング製作 
（７）エコバッグの活用 
（８）科研費の申請結果 

なお、「敷地内全面禁煙」については、事務局から再度の周知徹底を行うこととした。 

 

以上 
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平成２１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２１年４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 

〔陪 席〕内藤理事長 
〔事務局〕小倉学務課長、佐伯企画総務課長補佐、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．公立大学法人宮崎公立大学教員の学外研修取扱規程（素案）の作成について 

２．公立大学法人宮崎公立大学教員の学外研修取扱規程（素案） 

３．教育研究審議会議事録の学外向け公開議事録についての申し合わせ（素案） 

４．教育研究審議会議事録の学外向け公開議事録について（１案） 

－平成２０年度第１８回教育研究審議会議事録（案）を材料にして－ 

５．宮崎公立大学教員評価制度の構築に向けて（案） 

（平成２０年度第２３回教育研究審議会 配付資料） 

６．平成２１年度科学研究費補助金について（報告） 

７．本学の地域貢献に関する取り組みについて（報告） 

８．コーディネート科目 講師割り当て状況、「宮崎の郷土と文化」講義日程 

９．ブタインフルエンザに関する対応について 

１０．平成 21 年度「大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム」申請に向けて

１１．２００６～２００８年度の主な就職先・進学先 

１２．報告事項に関する参考メモ 

 

 

議事１ 教員の研修制度について 

配付資料 １．公立大学法人宮崎公立大学教員の学外研修取扱規程（素案）の作成について 

配付資料 ２．公立大学法人宮崎公立大学教員の学外研修取扱規程（素案） 

議長より、宮崎公立大学教員の学外研修の取り扱いに関する、（１）素案作成にあたっての基本的

な考え方、（２）素案の作成方法、（３）今後の取り組み、（４）学外研修取扱（素案）、などの説明

があった。 

議長より「今回は頭出しであり、今後、事務局の協力も得てさらに継続検討していきたい」との

提案があり、審議の結果、了承された。 
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議事２ 学外向け公開議事録について 

配付資料 ３．教育研究審議会議事録の学外向け公開議事録についての申し合わせ（素案） 

配付資料 ４．教育研究審議会議事録の学外向け公開議事録について（１案） 

－平成２０年度第１８回教育研究審議会議事録（案）を材料にして－ 

議長より、本件は昨年度の教育研究審議会で承認済みであることが報告された後、教育研究審議

会の学外向け議事録に関する、（１）作成にあたっての基本的な考え方、（２）具体的な取り組み、

（３）公開議事録の具体例、などの説明、提案があった。 

審議の結果、公開議事録の作成にあたっては個人情報保護等に十分配慮し、各委員の確認をとっ

た後にホームページに掲載することが了承された。 

 

議事３ 宮崎公立大学教員評価制度について 

配付資料 ５．宮崎公立大学教員評価制度の構築に向けて（案） 

（平成２０年度第２３回教育研究審議会 配付資料） 

議長より、宮崎公立大学の教員評価制度は、平成２１年度計画では「試行」となっていること、

重要点として「ＦＤ活動の推進」「研究の質の向上」があること、が説明された後、（１）計画（案）

作成にあたっての基本的な考え方、（２）自己点検・評価等の方法、（３）今後の取り組み、などの

説明があった。 

議長より「今回は重要な部分のみの紹介であり、今後も継続検討していきたい」との提案があり、

審議の結果、了承された。 

 

議事４ その他 

配付資料 ９．ブタインフルエンザに関する対応について 

（１）教員免許状更新講習について 

議長より「今年度は宮崎大学が引き受けたが、今後、本学もできる範囲で参画できる体制で

臨みたいので、教職課程充実部会においても意見交換をお願いしたい」との依頼があった。 

（２）ブタインフルエンザに関する対応について 
文部科学省の４月２７日付け文書により、ブタインフルエンザに関する対応が報告された。 
学生部長からは、緊急時の連絡体制や臨時休業等の周知方法などについて、学生部会と事務

局が連携して、今後の対応を検討する必要があるとの意見が出された。 

事務局からは、学生や教職員に対して新型インフルエンザに対する注意等の周知を行う予定

であること、留学中の学生については保護者に連絡を取り安否の確認を行っていること、が報

告された。 

 

報告１ 平成２１年度科学研究費補助金申請について 

配付資料 ６．平成２１年度科学研究費補助金について（報告） 

事務局より、平成２１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。 

 

報告２ 本学の地域貢献に関する取り組みについて 

配付資料 ７．本学の地域貢献に関する取り組みについて（報告） 

地域研究センター長より、本学の地域貢献に関する取り組みの２１年度計画の報告があった。 



 3

報告３ コーディネート科目について 

配付資料 ８．コーディネート科目 講師割り当て状況、「宮崎の郷土と文化」講義日程 

地域研究センター長より、コーディネート科目「宮崎の郷土と文化」の講師割り当て状況、講義

日程の報告があった。 

 

報告４ その他 

配付資料１０．平成２１年度「大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム」申請

に向けて 

配付資料１１．２００６～２００８年度の主な就職先・進学先 

配付資料１２．報告事項に関する参考メモ 

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「平成２１年度 大学教育充実のための戦略的大学連携

支援プログラム」申請の取り組み状況 

（２）２００６年度から２００８年度の主な就職先・進学先 

（３）ＧＰへの取り組み、大麻等のこと、敷地内全面禁煙 

 

以上 



 1

平成２１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２１年５月１２日（火）１５：３０～１７：４０ 
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、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〕内藤理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、佐伯企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

 

配付資料 １．平成２０年度業務実績報告書（案） 
２．公立大学法人宮崎公立大学教員の学外研修取扱規程（素案 修正その１） 

３．宮崎公立大学教員評価に係る年間自己点検評価のための年度計画（素案） 

４．再発防止のための対応（案）（学生支援チーム） 

学外活動に伴う学生等同行届（案） 

学生指導のお願い 

５．平成２１年度 就職内々定状況 

６．平成２１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 平成２０年度業務実績報告について 

配付資料 １．平成２０年度業務実績報告書（案） 

議長より、平成２０年度業務実績報告書の作成に関する、（１） 終的な仕上げを行うにあたって

の基本的な考え方、（２）具体的な作成方法、（３）今後の取り組み、などの説明があった。 

次に、議長より、（１）今回は教育、研究までの部分を審議し、次回の審議会で残りの部分を審議

する、（２）その結果を受けて、再度原案の総仕上げを行う、（３）審議方法としては、ページごと

に委員による確認を行い、修正を得ながら、審議結果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。 

 

議事２ 職員の研修制度について 

配付資料 ２．公立大学法人宮崎公立大学教員の学外研修取扱規程（素案 修正その１） 

議長より、前回の教育研究審議会に提案した素案の修正案が再提案された。 

議長より「この案は成長する資料であるので、これで総括的な合意を得て、今後、より具体的な

検討に入りたい」との説明、提案があり、現時点では提案のとおり了承された。 

 

議事３ 平成２１年度蘇州大学公費派遣留学生選抜試験の結果について 

配付資料 ６．平成２１年度蘇州大学公費派遣留学生選抜試験結果表 

蘇州大学公費派遣留学に関し、１名の選抜、１名の再募集が報告され、了承された。 
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議事４ その他 

配付資料 ３．宮崎公立大学教員評価に係る年間自己点検評価のための年度計画（素案） 

（１）教員評価に係る年間自己点検・評価のための年度計画 

冒頭、議長より、本日は説明程度にとどめることが提案され、了承された後、今回の素案に関

して、（１）各教員の年度計画を前提として作成、（２）年度途中の７月３１日の記入例、（３）

「研究」「教育」「社会貢献」「大学運営」で構成、（４）内容は箇条書き、などの説明があった。 

審議の結果、今後この素案をたたき台として修正していくことが了承された。 

 

（２）審議会の開催時間について 

議長より、第２火曜日の教育研究審議会および職員連絡会の開催時間変更の提案があり、審議

の結果、了承された。 

 

報告１ ハラスメント再発防止のための対応について 

配付資料 ４．再発防止のための対応（案）（学生支援チーム） 

学外活動に伴う学生等同行届（案） 

学生指導のお願い 

議長より、再発防止のための対応（案）などの報告があった。 

 

報告２ 平成２１年度就職内々定状況について 

配付資料 ５．平成２１年度 就職内々定状況 

４月３０日現在の就職内々定状況が報告された。 

今年度は、例年になく厳しい就職状況であり、内々定獲得数はここ３年間で も低い数値である

こと、就職活動支援室、就職対策部会、ゼミ教員の連携強化により学生の支援を継続していくこと

が報告された。 

 

報告３ その他 

配付資料 ７．報告事項に関する参考メモ 

以下の報告があった。 

（１）新型インフルエンザ対応について 

インフルエンザ拡大時の国際交流については、情報収集を行い状況判断する。 

大学としての対応は、対策本部や教育研究審議会で判断することになるが、その判断基準は学

長と事務局で協議の後、教育研究審議会に報告する。 

（２）報告事項のための参考メモ 

議長より「魅力ある大学づくり」「キャンパスソング制作」「新型インフルエンザへの対応」に

関する報告。 

（３）その他 

職員連絡会、教育研究審議会の開催時間の変更については、職員への周知を十分に行う。 

教員への学外研修届け出（「学外活動に伴う学生等同行届」）の様式を配付する。 

 

以上 
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平成２１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２１年５月２６日（火）１３：３０～１６：３０ 
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 

〔陪 席〕内藤理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、佐伯企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

 

配付資料 １．平成２０年度業務実績報告書（案） 
２．平成２０年度業務実績報告（案）の作成について（修正） 

３．ＧＰ２００９申請資料 

４．平成２１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 

５．派遣留学生の留学許可について 

６．地域貢献コーディネーター募集実施要綱（案） 

７．平成２１年度 就職内々定状況 

８．平成２１年度宮崎公立大学定期公開講座の企画書（案） 

９．報告事項に関する参考メモ 

１０．年間を通しての英語学習等アシスタント活動資料 

 

 

議事１ 平成２０年度業務実績報告について 

配付資料 １．平成２０年度業務実績報告書（案） 

配付資料 ２．平成２０年度業務実績報告（案）の作成について（修正） 

冒頭、議長より、業務実績報告書の作成に関して、「部会長等ヒアリング後の修正方法」「地域貢

献等に関する実績の記載方法」などの修正点が説明された。 

修正点の説明後、前回同様、報告書のページごとに委員による確認を行い、修正を得ながら、そ

の結果をもって議事録に替えることで審議を行った。 

今回は、巻頭部分の「公立大学法人宮崎公立大学の概要」「年度計画の自己点検・評価」と前回の

残りの部分を審議した。 

 

議事２ 大学教育・学生支援ＧＰ２００９申請について 

配付資料 ３．ＧＰ２００９申請資料 

学生支援ＧＰ作業部会長より、申請書の概要説明があり、審議の結果、了承された。 

理事長から「ＧＰを獲得することは本学の格を上げることであり、長年の悲願であった。ＧＰ獲

得の意義を事務組合にも訴えていただきたい」、学長から「今回のＧＰにおける大学の学生支援体

制は、学生の主体性を重視する姿勢を堅持している。クローズアップされているのが、学生のやる

気、問題意識を引き出し、それを高めていくために全学で支援していく体制であり感銘を受けた。

残された期間、ＧＰ申請に向けて 大限の努力をしていただきたい」との発言があった。 
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議事３ 平成２１年度バンクーバー・アイランド公費派遣留学生選抜試験の結果について 

配付資料 ４．平成２１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 ５．派遣留学生の留学許可について 

バンクーバー・アイランド大学公費派遣留学に関し、１名の選抜が報告され、了承された。 

今後の派遣留学生の留学許可手続きについては、規程に沿って進めていくことが確認された。 

 

報告１ 地域貢献コーディネーターの募集について 

配付資料 ６．地域貢献コーディネーター募集実施要綱（案） 

事務局より、募集にあたっての基本的方針の報告があり、了承された。 

今後、宮崎市地域コミュニティ課との委託契約締結後、すみやかにハローワークを通じて募集を

行い、７月から採用するスケジュールで進めることも了承された。 

 

報告２ 平成 21 年度就職内々定状況について 

配付資料 ７．平成２１年度 就職内々定状況 

５月２５日現在の就職内々定状況が報告された。 

 

報告３ 平成２１年度宮崎公立大学定期公開講座について 

配付資料 ８．平成２１年度宮崎公立大学定期公開講座の企画書（案） 

地域研究センター長より、今年度の定期公開講座に関して、以下の報告があった。 

（１）テーマは「私たちの暮らしと地域社会を考える」 

（２）外部講師 1名を含む８人の講師により、１０月から毎週金曜日１９時から８回開催 

（３）外部講師については、候補者を選定中 

 

報告４ その他 

配付資料 ９．報告事項に関する参考メモ 

配付資料１０．年間を通しての英語学習等アシスタント活動資料 

以下の報告があった。 

（１）報告事項のための参考メモ 

「キャンパスソング制作」「新型インフルエンザへの対応」「キャリア教育等」に関する報告。 

（２）英語学習等アシスタント活動 

今年度から、活動の幅を広げ、年間を通して、英語学習等アシスタント活動に取り組んでいく

こととなった。 

 

以上 
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平成２１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２１年６月９日（火）１５：３０～１７：２０ 
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〕内藤理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、佐伯企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 
 

配付資料 １．学生による授業評価（案）・基礎演習Ⅰの改善のための評価（案） 
２．教員の外国出張について 

３．公立大学法人宮崎公立大学法人知的財産ポリシー（素案） 

４．学外研修の種類（案） 

５．「高等教育コンソーシアム宮崎」の再編について（案） 

６．平成２１年度後期開放授業開設科目について 

７．平成２２年度大学入試センター試験 志願者割当ての増加について 

８．平成２１年度 就職内々定状況 

９．報告事項に関する参考メモ 

 

 

議事１ 学生による授業評価について 

配付資料 １．学生による授業評価（案）・基礎演習Ⅰの改善のための評価（案） 

ＦＤ部会長から、評価対象科目および「学生による授業評価（案）」、教務部会長から「基礎演習

Ⅰの改善のための評価（案）」の説明があり、審議が行われた。 

審議の結果、以下のような修正を加えることで了承された。 

（１）「学生による授業評価（案）」ついて 

設問には、具体例を追加する。 

多義的に捉えられる用語は、意味を特定し分かりやすくする。 

学生の授業への積極性、熱意などをより適切に把握できる問い方をする。 

（２）「基礎演習Ⅰの改善のための評価（案）」について 

表記について（１）との統一を図る。 

 

なお、（１）については、ＦＤ部会長が審議結果を部会に持ち帰り、可能な範囲で前期の授業評価

に反映させることを目指すが、日程的に困難な場合は昨年度の内容で実施する、（２）については、

表記の修正をＦＤ部会で行う、ことが合意された。 
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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。 
関連事項として、議長より「本学教員の出張に関する過去の資料を、次回の教育研究審議会で提

示予定である」との発言があった。 

 

議事３ 公立大学法人宮崎公立大学法人知的財産ポリシー（素案）について 

配付資料 ３．公立大学法人宮崎公立大学法人知的財産ポリシー（素案） 

議長より、宮崎公立大学法人知的財産ポリシーに関して、「本素案の作成過程」「重要な要検討点」

などの説明があり、審議が行われた。 

委員からは、「研究ノート作成の重要性」の指摘、「学生の知的財産は本ポリシーの範囲外である

こと」の再確認などがあった。 

また、学長より事務局に対して、本ポリシーの運用上の規程整備の要望があった。 

 

議事４ 教員の学外研修について 

配付資料 ４．学外研修の種類（案） 

議長より、「学外研修の種類」「研究支援年」などに関する説明があり、審議が行われた。 

委員より、「研究支援年」については、「勤続年数要件の根拠」「必要な財源の確保」「代替教員に

よる専門演習指導の可能性」などに関して、一層の検討が必要との指摘があった。 

 

報告１ 平成２０年度 業務実績報告について 

学長より、（１）前回の審議結果などを踏まえて改訂が進みつつある、（２）各委員の意見を反映

させて修正した箇所をメールで配信した、ことが報告された。 

 

報告２ 大学教育・学生支援ＧＰ申請 

報告３ 認証評価について 

報告２、３については、学内委員には直前の職員連絡会で報告済みであるため、本審議会終了後、

学長より外部委員に報告することとなった。 

 

報告４ 高等教育コンソーシアム宮崎代表者会議について 

配付資料 ５．「高等教育コンソーシアム宮崎」の再編について（案） 

地域研究センター長より報告があり、了承された。 

なお、本コンソーシアムの組織再編等については、学内委員には直前の職員連絡会で報告済みで

あるため、本審議会終了後、学長より外部委員に報告することとなった。 

 

報告５ 平成２１年度後期開放授業開設科目について 

配付資料 ６．平成２１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報告があり、了承された。 

平成２１年度後期については、開設できる科目２２、開設できない科目１となる。 
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報告６ 平成２２年度大学入試センター試験 志願者割当ての増加について 

配付資料 ７．平成２２年度大学入試センター試験 志願者割当ての増加について 

事務局より、センター試験志願者受け入れ増に伴う対応などの説明があり、了承された。 

本学の受験生受け入れ人数は、３８０名から７０名増の４５０名となる。 

 

報告７ 平成２１年度就職内々定状況について 

配付資料 ８．平成２１年度 就職内々定状況 

６月８日現在の就職内々定状況が報告された。 

 

 

報告８ その他 

配付資料 ９．報告事項に関する参考メモ 

キャンパスソング制作の現状などが報告された。 

 

以上 
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平成２１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２１年６月２３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）、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〕内藤理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、佐伯企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

欠席者：〔事務局〕中山人文学部長 

 
配付資料 １．外国への出張の承認基準について（案） 

（Ｈ１９．８．７ 第１０回教育研究審議会資料） 
２．学外研修の種類（修正案 １） 

３．障害がある学生の平成２１年度前期定期試験の実施（案） 

４．同窓会からの連携の申し出について（参考メモ） 

５．業務実績報告書の仕上げ（報告メモ） 

６．教学マネジメントに向けた取組（案） 

７．平成２１年度 就職内々定状況 

８．平成２１年度前期定期試験時間割（案） 

９．報告事項に関する参考メモ 

１０．宮崎公立大学教員評価制度の構築に向けて（案） 

（Ｈ２１．４．８  第２回教育研究審議会資料） 
１１．宮崎公立大学教員評価に係る年間自己点検評価のための年度計画（素案） 

（Ｈ２１．５．１２ 第３回教育研究審議会資料） 
 

 

議事１ 教員評価制度について 

配付資料１０．宮崎公立大学教員評価制度の構築に向けて（案） 

（Ｈ２１．４．８  第２回教育研究審議会資料） 

配付資料１１．宮崎公立大学教員評価に係る年間自己点検評価のための年度計画（素案） 

（Ｈ２１．５．１２ 第３回教育研究審議会資料） 

議長より、これまでの経緯を含め、宮崎公立大学教員評価制度に関する説明、提案があった。 

本日は「宮崎公立大学教員評価制度の構築に向けて（案）」の「宮崎公立大学教員評価制度の実施

概要（案）」のうち、全体構成および評価項目「Ⅰ 研究業績の評価」の審議が行われ、残りは次回

の教育研究審議会で引き続き審議することとなった。 

 

 

 

 



 2

議事２ 教員の外国出張について 

配付資料 １．外国への出張の承認基準について（案） 

（Ｈ１９．８．７ 第１０回教育研究審議会資料） 

教員の外国出張の承認基準に関する調査結果が報告され、審議の結果、以下が確認、了承された。 

（１）「申し合わせ事項」に該当する書類はなかったが、「外国への出張の承認基準について（案）

（平成１９年度第１０回教育研究審議会資料）」があり、これは法人化前の教授会での申し合

わせ事項を法人化後に教育研究審議会で明文化したものである。 

（２）今後はこれを承認基準とし、教員に周知するために職員連絡会で配付する。また、国外出張

に関する書類も添付する。 

 

議事３ 教員の学外研修について 

配付資料 ２．学外研修の種類（修正案 １） 

議長より、前回の教育研究審議会に提案した「学外研修の種類」の修正案が再提案され、審議の

結果、継続して審議することとなった。 

 

議事４ その他 

配付資料 ３．障害がある学生の平成２１年度前期定期試験の実施（案） 

配付資料 ４．同窓会からの連携の申し出について（参考メモ） 

（１）障害がある学生の平成２１年度前期定期試験の実施について 

教務部会長より説明、提案があり、審議の結果、前期定期試験を受ける際に、従来どおり、本

人が希望する措置を認めることが了承された。 

（２）同窓会からの連携の申し出について 
議長より説明、提案があり、審議の結果、全体的な方向性が了承され、大学の対応窓口を学長、

学生部会、学務課とすることとした。 

委員より、同窓会サイトの運営管理責任者を今後検討していく必要があるとの意見があった。 

 

報告１ 平成２０年度 業務実績報告について 

配付資料 ５．業務実績報告書の仕上げ（報告メモ） 

議長より、業務実績報告書に関して、以下の報告があった。 

（１）これまでの審議結果に沿って業務実績報告書を修正し、６月１９日の役員会で承認を受けた。 

（２）平成１９年度業務実績に対する評価委員会からの課題については、報告文案を作成中である。 

 

報告２ 大学教育・学生支援ＧＰ申請について 

配付資料 ６．教学マネジメントに向けた取組（案） 

議長より、大学教育・学生支援ＧＰ申請に関連するアンケート「教学マネジメントに向けた取組」

に関して、以下の報告があった。 

（１）２６日提出を求められており、ＧＰ部会長が作成したものに議長が文言等を付け加えながら、

現在、回答を調整中である。 

（２）申請が完了した後、宮崎学園短期大学、放送大学の関係各教授に、今回の取り組みに関する

お礼をする予定である。 
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報告３ 平成２１年度就職内々定状況について 

配付資料 ７．平成２１年度 就職内々定状況 

６月２２日現在の就職内々定状況が報告された。 

また、（１）就職内々定は例年に比べて厳しい状況である、（２）内々定を得た学生から就職活動

中の学生に助言を行う会を７月３日に開催予定である、ことも報告された。 

 

報告４ その他 

配付資料 ８．平成２１年度前期定期試験時間割（案） 

配付資料 ９．報告事項に関する参考メモ 

以下の報告があった。 

（１）前期定期試験時間割について 

１クラスあたりの学生数が増えているので、来年度は試験会場を確保するために、試験日を

１日増やす方向で検討する予定である。 

（２）新設科目「教職実践演習」について 

来年度新設予定の「教職実践演習」では、試験を含めて１５回の授業時間確保とシラバスの

提出が文部科学省から求められている。 

（３）報告事項に関する参考メモ 

「認証評価への対応」「魅力ある大学づくり」「キャンパスソング」などに関する報告。 

（４）入試説明会について 

７月７日に開かれる入試説明会で、本学の教育への取り組みについて高等学校の進学担当者

に話す予定である。具体的には、基礎学力を充実させる方向で本学が教育に取り組んでいく姿

勢を説明する。 

 

以上 
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平成２１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２１年７月１４日（火）１５：３０～１７：２０ 
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〕内藤理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、佐伯企画総務課長補佐、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．学外研修の種類（修正案 ２） 

３．教学マネジメントの提出（報告メモ） 

４．「みちづくしｉｎみやざき２００９」の後援及び協力依頼について（ご案内） 

５．コンソーシアム事業分担組織表（案） 
６．宮崎公立大学教員評価制度の構築にむけて 

（案 修正１ 自由討議のための補足説明） 

７．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） 

８．平成２１年度 就職内々定状況 
９．報告事項に関する参考メモ 

１０．平成２１年度における地域留学生交流推進会議経費について 
 

 

議事１ 教員評価制度について 

配付資料 ６．宮崎公立大学教員評価制度の構築にむけて 

（案 修正１ 自由討議のための補足説明） 

宮崎公立大学教員評価制度の構築に向けて（案） 

（Ｈ２１．４．８  第２回教育研究審議会資料） 
宮崎公立大学教員評価に係る年間自己点検評価のための年度計画（素案） 

（Ｈ２１．５．１２ 第３回教育研究審議会資料） 

議長より、配付資料「宮崎公立大学教員評価制度の構築にむけて（案 修正１ 自由討議のため

の補足説明）」に関する説明があり、自由討議が行われた。 

自由討議では、 

（１）最初から細かい点に入らないように議論を進めることが大切 

（２）今回はゆるやかな年度計画で十分 

（３）教員が評価を提出する雰囲気作りが大切 

などの意見が出され、次回以降、これまでの議論を基にして、継続して「教員評価制度の構築に向

けて」を審議することが確認された。 
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議事２ 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３ 教員の学外研修について 

配付資料 ２．学外研修の種類（修正案 ２） 

冒頭、議長より、「研究支援年（仮称）」について、これまでの協議内容を確認し、本日の内容を

含めて議長に一時預けていただけないか、との提案があった。 

内容を踏まえて事務局と相談を行い、ある方向性が出たのち再び審議することが了承された。 

議長より、「研究支援年（仮称）」の「実施要領」「条件」に関する説明があり、審議が行われた。 

 

議事４ その他 

配付資料 ７．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） 

議長より、以下の予告、提案が行われ、了承された。 

（１）教員選考規程の見直しを行う予定である。 

（２）昨年同様に省エネ対策（８月）を行う。 

（３）第９回を８月４日（火）、第１１回を９月２４日（木）に変更する。 

 

報告１ 大学教育・学生支援ＧＰ申請について 

配付資料 ３．教学マネジメントの提出（報告メモ） 

議長より、大学教育・学生支援ＧＰ申請に関連するアンケート「教学マネジメントに向けた取組」

の変更点に関する報告があった。 

 

報告２ 道守宮崎会議について 

配付資料 ４．「みちづくしｉｎみやざき２００９」の後援及び協力依頼について（ご案内） 

議長より、以下の報告があった。 

（１）「みちづくし in みやざき２００９実行委員会」からの後援及び協力依頼を承諾した。 

（２）民と行政との「協働」を基本した「道守活動」の趣旨が本学准教授の研究、並びにゼミ生の

活動内容と一致しているので、本学の学術活動の一部を提供する。 

 

報告３ 高等コンソーシアム宮崎事業分担について 

配付資料 ５．コンソーシアム事業分担組織表（案） 

事務局より、以下の報告があった。 

（１）コンソーシアムの部会の再編が検討されている。新しい組織は、部会を３つの事業実施委員

会に分け、さらに事業実施委員会を７つに分類している。 

（２）本学の運営委員は、昨年までの２名に新たに２名の教授を加えた４名が選出された。 
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報告４ 平成２１年度就職内々定状況について 

配付資料 ８．平成２１年度 就職内々定状況 

７月１３日現在の就職内々定状況および以下の５点が報告された。 

（１）就職内々定は非常に厳しい状況である。 

（２）就職内々定者の情報をゼミ教官と支援室とが共有できるように調整を行っている。 

（３）就職支援コーディネーターについては、今月末に選考を行い、８月から就職支援室に配置し、

学生の就職の支援を行う。 

（４）就職内々定者から未内定の学生に情報を提供する機会を設けたが、参加が少なかった。 

（５）就職対策部会とキャリア教育検討部会との連携事業「専門家による教員向けの就職ガイダン

ス」を７月３０日に実施する。 

 

報告５ その他 

配付資料 ９．報告事項に関する参考メモ 

配付資料１０．平成２１年度における地域留学生交流推進会議経費について 

議長より、以下の報告があった。 

（１）「ＧＰ事業に関するアンケート調査の実施について」を作成中。 

（２）ＧＰ申請の完了にあたり、放送大学と宮崎学園短期大学の関係各教授に、今回の取り組みに

関するお礼を述べた。 

（３）文部科学省高等教育局から「平成２１年度予算からは、市や県レベルでの地域留学生交流推

進会議で実施するすべての事業に対する経費の支出は行わない」旨の通知があった。 

議長より、入試説明会の運営等の改善に関する意見が出され、入試部会で検討することとなった。 

教務部会長より、以下の報告があり、具体的な審議は次回に行うこととなった。 

（１）前教務部会長より指摘があった「ＧＰＡ導入に伴う問題」の具体的内容 

（２）「シラバスで評価の基準を示すこと」などの課題 

 

以上 
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平成２１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２１年７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 

〔陪 席〕内藤理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、佐伯企画総務課長補佐、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２１年度後期 宮崎公立大学科目等履修生募集要項（案） 

３．ＧＰＡの導入に向けた「評価の標準化」関連資料 

４．評価領域・項目と評価方法など（これまでの協議を踏まえての加除修正など） 

５．教員評価に係る年間自己点検・評価のための年度計画（素案 １事例案） 

６．「ＭＭＵ省エネルギー対策実施期間」について（案） 

７．学外研修の種類（修正３ 一部） 

８．ＧＰ事業に関するアンケート調査の実施について（依頼） 

９．平成２１年度第３回教育研究審議会 協議概要（報告）について 

１０．平成２１年度 就職内々定状況 

１１．「点検・評価報告書２００８」に関する改善策および改善計画について（案） 

１２．報告事項に関する参考メモ 

１３．宮崎発！ 第１回九州アイランド女性研究者支援シンポジウムのご案内 及び 

パネル展示出展について（依頼） 

 

 

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４名の外国出張について説明があり、承認された。 

 

議事２ 後期科目履修生の募集について（案） 

配付資料 ２．平成２１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２１年度後期宮崎公立大学科目等履修生募集要項（案）の説明が行われ、

一部の項目を削除することで了承された。 

 

議事３ ＧＰＡの導入に向けた「評価の標準化」について 

配付資料 ３．ＧＰＡの導入に向けた「評価の標準化」関連資料 

教務部会長より、ＧＰＡの導入に向けた「評価の標準化」に関する説明、提案があった。 

「ＧＰＡやＣＡＰ制に関するこれまでの議論」「年度計画との関連」なども確認しながら審議を

行った結果、本議案は非常に重要な議案であり、継続して審議することとなった。 



 2

 

議事４ 教員評価制度について 

配付資料 ４．評価領域・項目と評価方法など（これまでの協議を踏まえての加除修正など） 

配付資料 ５．教員評価に係る年間自己点検・評価のための年度計画（素案 １事例案） 

冒頭、議長より、今回配付した資料は、これまでの協議を踏まえて加除修正を行ったものである

ことが説明され、資料を基にして「研究業績の評価」と「教育領域の評価」の審議が行われ、了承

された。 

また、議長より、次回の教育研究審議会で「社会貢献の評価」を審議することが提案され、了承

された。 

 

議事５ 「ＭＭＵ省エネルギー対策実施期間」について 

配付資料 ６．「ＭＭＵ省エネルギー対策実施期間」について（案） 

審議の結果、今回の省エネルギー対策は年間の省エネルギー対策の一環として取り組むものであ

ることが確認され、去年度と同様に、８月１２日、１３日、１４日の３日間について省エネルギー

に取り組むことが了承された。 

 

議事６ その他 

議長より、会議時間が残り少なくなっているので、その他追加の議事については次回の本審議会

で審議することが提案され、了承された。 

 

報告１ 教員の学外研修について 

配付資料 ７．学外研修の種類（修正３ 一部） 

議長より、本件については、教員の意見を取り入れた形で事務局と協議を進めているので、しば

らく時間の猶予がほしいとの提案があり、了承された。 

 

報告２ 大学教育・学生支援ＧＰ申請について 

配付資料 ８．ＧＰ事業に関するアンケート調査の実施について（依頼） 

アンケート調査の回答原案の説明があり、了承された。 

 

報告３ 平成２１年度就職内々定状況について 

配付資料１０．平成２１年度 就職内々定状況 

７月２４日現在の就職内々定状況が報告された。 

また、８月１日付けで就職支援コーディネーターを１名採用し、就職支援の強化を図ることが報

告された。 

 

報告４ 平成２１年度 第３回 教育研究審議会 協議概要（報告）について 

配付資料 ９．平成２１年度第３回教育研究審議会 協議概要（報告）について 

第３回教育研究審議会議事録の一部を修正して、再度、学内にメール配信することが報告され、

了承された。 
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報告５ その他 

配付資料１１．「点検・評価報告書２００８」に関する改善策および改善計画について（案） 

配付資料１２．報告事項に関する参考メモ 

配付資料１３．宮崎発！ 第１回九州アイランド女性研究者支援シンポジウムのご案内及び

パネル展示出展について（依頼） 

以下の報告があった。 

（１）「点検・評価報告書２００８」に関する改善策および改善計画 

教育研究審議会が関連する改善策および改善計画の報告。 

（２）報告事項のための参考メモ 

「認証評価への対応」「魅力ある大学づくり委員会」「大麻等のこと」「キャンパスソング制作」

「エコバックへの対応」「就職活動」に関する報告。 

（３）宮崎大学から参画協力依頼 

宮崎大学から参画協力依頼のあった「宮崎発！第１回九州アイランド女性研究者支援シンポ

ジウムのご案内及びパネル展示出展」については、本学准教授を窓口として、パネル作成も大

学として取り組む。 

（４）その他 

外部指導者が本学の１年生に陸上のスポーツ指導を行う。また、今後ゼッケンとして本学の

名前を用いる。 

 

以上 
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平成２１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２１年８月４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、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〕内藤理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、佐伯企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

欠席者：〔委 員〕山口理事（事務局長） 

 

配付資料 １．教員の外国出張について 
２．本学における成績評価の現状 

３．平成２１年度蔚山大学校派遣留学生選抜試験結果 

４．平成２１年度 就職内々定状況 

５．平成１９年度業務実績に関する評価結果に対する対応（案） 

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 教員評価制度について 

前回に引き続き、「社会貢献の評価」「大学運営の評価」の２つの評価領域および「評価方法」に

ついて審議を行い、（１）「具体的な例示を入れる」などの改善を行う、（２）細部に関しては今後

さらに検討を加える、ことが了承された。 

 

議事３ 本学における成績評価の現状について 

配付資料 ２．本学における成績評価の現状 

教務部会長より、ＧＰＡ導入に向けた「評価の標準化」に関する新たな資料の説明と問題提起が

あったが、審議の結果、今後の検討課題とすることとなった。 

 

報告１ 平成２１年度蔚山大学校派遣留学生選抜試験の結果について 

配付資料 ３．平成２１年度蔚山大学校派遣留学生選抜試験結果 

蔚山大学校派遣留学に関し、２名の選抜が報告され、了承された。 

また、蘇州大学派遣留学生を追加募集していることが報告された。 
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報告２ 平成２１年度就職内々定状況について 

配付資料 ４．平成２１年度 就職内々定状況 

７月３１日現在の就職内々定状況が報告された。 

また、８月１日付けで就職支援コーディネーターが採用されたことが報告された。 

 

報告３ 平成１９年度の業務実績に関する評価結果について 

配付資料 ５．平成１９年度の業務実績に関する評価結果について 

議長より、評価結果への本学としての対応が説明、提案された。 

また、提案内容に関する意見などを寄せてほしいとの要望が出された。 

 

報告４ その他 

配付資料 ６．報告事項に関する参考メモ 

議長より、以下の報告があり、その他については、配付資料を一読してほしいとの提案があった。 

（１）宮崎大学から参画協力依頼のあった「宮崎発！第１回九州アイランド女性研究者支援シンポ

ジウムのご案内及びパネル展示出展」については、本学も参加する意向であり、特に「パネル

展示」に関しては、本学准教授が中心的に取り組んでいる。 

 

以上 
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平成２１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２１年９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 

〔陪 席〕内藤理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、佐伯企画総務課長補佐、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．クラウドコンピューティングの講演会について 

３．オープンソースソフトウエアの説明会について 

４．ＧＰＡの導入に向けた「評価の標準化」関連資料 
５．ＧＰＡの導入に向けた「評価の標準化」に関する補足資料 

６．平成１９年度の業務実績に関する評価結果に対する対応（報告） 

７．平成２１年度宮崎県教育職員免許法認定講習実施要項 
８．平成２１年度大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】ヒアリングについて 

９．第１回九州アイランド女性研究者支援シンポジウム（宮崎大学）パネル作成 

１０．公立大学法人宮崎公立大学地域研究センター 平成２０年度年報第１号（案） 

１１．コーディネート科目「宮崎の郷土と文化」講義日程 

１２．認証評価の実地視察への取組 
１３．平成２１年度 就職内々定状況 
１４．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 クラウドコンピューティングの講演会について 
配付資料 ２．クラウドコンピューティングの講演会について 
配付資料 ３．オープンソースソフトウエアの説明会について 

議長より、本学の地域貢献の一環として、宮崎県と共催で標記講演会を開くことが提案され、審

議の結果、了承された。 

 

議事３ 新型インフルエンザへの対応について 

企画総務課長より、本格的な感染の拡大を防止するため、理事長を本部長とする「新型インフル

エンザ対策本部」設置の提案があり、了承された。 

本教育研究審議会終了後、直ちに１回目の対策会議を開催することとなった。 
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議事４ 認証評価の実地視察への取組について 

配付資料１２．認証評価の実地視察への取組 

事務局より、実地視察に向けての評価部会のこれまでの取り組みが報告され、その後、今後のス

ケジュールに関する説明、提案が行われ、了承された。 

 

議事５ ＧＰＡの導入に向けた「評価の標準化」について 

配付資料 ４．ＧＰＡの導入に向けた「評価の標準化」関連資料 
配付資料 ５．ＧＰＡの導入に向けた「評価の標準化」に関する補足資料 

教務部会長より、「ＧＰＡを単に導入するのではなく、これをどのような形で導入することが『厳

密かつ厳格な評価』などに繋がるのかについて、議論していただきたい」という、提案の趣旨説明

があり、評価の現状などを確認しながら、意見交換を行った。 

引き続き、今回配付された補足資料を基に、審議を行った結果、議長より、以下の提案が出され、

了承された。 

（１）今回の提案は演習科目の評価のあり方について、重要な示唆に富んでいるので、継続審議と

して今後さらに議論を深めていきたい。 

 

議事６ その他 

議長より、今後の教育研究審議会の議題について、以下の予告とお願いがあった。 

（１）教員評価 （２）教員の学外研修 （３）教員選考関係規程の見直しと作成（９月末までに）

（４）知的財産ポリシー関連の規程の作成（９月末までに） （５）大学入試における追試の検討 

 

報告１ 平成２１年度年度就職内々定状況について 

配付資料１３．平成２１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。 
また、内々定獲得者の半数近くが現在も就職活動中であることが報告された。 

 

報告２ 平成２１年度第１回宮崎公立大学事務組合公立大学法人評価委員会について 

配付資料 ６．平成１９年度の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１９年度の業務実績に関する評価で指摘された４つの課題について、８月３１日

の法人評価委員会で行った報告に関する説明があった。 

 

報告３ 平成２１年度宮崎県教育職員免許法認定講習について 

配付資料 ７．平成２１年度宮崎県教育職員免許法認定講習実施要項 
標記講習会が行われ、８月１７日、１８日に本学教授、８月１９日、２０日に本学准教授が、本

学交流センターで講義を行ったことが報告された。 

また、報告用資料に基づき、今回の講習によって、受講者の「映像の活用に関する自信」の自己

評価が大きく上昇したことも報告された。 

議長より、教職課程充実部会を中心にできるだけの協力をお願いしたいとの要望が出された。 

 



3 

報告４ 大学教育・学生支援推進事業について 

配付資料 ８．平成２１年度大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】ヒアリングについて 

議長より、「本学の申請は採択されなかったが、本事業への申請内容を、本学の今後の教育改革

の取り組みに活かしていきたい」との発言があった。 

 

報告５ 宮崎初！ 第１回アイランド女性研究者支援シンポジウムについて 

配付資料 ９．第１回九州アイランド女性研究者支援シンポジウム（宮崎大学）パネル作成 

議長より、本学准教授を中心としてパネルを作成し、標記シンポジウムに参加したことが報告さ

れた。 

 

報告６ 地域研究センター年報について 

配付資料１０．公立大学法人宮崎公立大学地域研究センター 平成２０年度年報第１号（案） 

地域研究センター長より、９月末に発行予定の「地域研究センター年報」の掲載内容に関する報

告があった。 

 

報告７ 高等教育コンソーシアム宮崎コーディネート科目の受講者について 

配付資料１１．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、コーディネート科目「宮崎の郷土と文化」の講義日程と受講者に関す

る報告があった。 

 

報告８ その他 

配付資料１４．報告事項に関する参考メモ 

議長より、時間の制約により報告説明を割愛するので、配付資料を一読してほしいとの提案があ

った。 

 

以上 
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平成２１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２１年９月２４日（木）１５：３０～１７：３０ 
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 

〔陪 席〕内藤理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、佐伯企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

 

配付資料 １．大学評価分科会報告書（案） 
２．附属図書館土曜日開館試行について 

３．平成２１年度 就職内々定状況 

４．報告事項に関する参考メモ 

 
 

議事１ 認証評価の実地視察への取組について 
配付資料 １．大学評価分科会報告書（案） 

議長より、成案をもって議事録に替えることが提案され、委員了承の後、配付資料に基づいて内

容の検討を行った。 

 

議事２ 附属図書館土曜日開館試行について 
配付資料 ２．附属図書館土曜日開館試行について 

附属図書館長より「１１月から来年２月まで、学生を対象として附属図書館の土曜日開館を試行

したい」との提案があり、審議の結果、了承された。 

 

報告１ 平成２１年度就職内々定状況について 
配付資料 ３．平成２１年度 就職内々定状況 

９月１８日現在の就職内々定状況および以下の２点が報告された。 

（１）昨年度との対比から見ても、非常に厳しい状況である。 

（２）９月１日以降、サービス、金融・保険、公務の３業種で新規内々定を獲得した。 

 

報告２ その他 
配付資料 ４．報告事項に関する参考メモ 

議長から、配付資料を一読してほしいとの提案があった。 

 

以上 
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平成２１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２１年９月２５日（金）１３：３０～１７：４０ 
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、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〕内藤理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、佐伯企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

欠席者：〔事務局〕小倉学務課長 

 

配付資料 １．大学評価分科会報告書（案） （前回配付） 
 
 

議事１ 認証評価の実地視察への取組について 
配付資料 １．大学評価分科会報告書（案） （前回配付） 

議長より、成案をもって議事録に替えることが提案され、委員了承の後、前回に引き続き、配付

資料に基づいて内容の検討を行った。 

 

以上 
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平成２１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２１年９月２９日（火）１０：３０～１１：２５ 
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、 

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〕内藤理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、佐伯企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

欠席者：〔委 員〕金子地域研究センター長 

 

配付資料 １．魅力ある大学づくりに向けた新学科設置の必要性 
２．平成２１年度魅力ある大学づくり委員会を中心とした取組の概要 

３．分科会報告書（案）に対する回答（案）の作成（全体について）（参考メモ） 

４．大学評価分科会報告書（案） 

（Ｈ２１．９．２４ 第１１回教育研究審議会資料） 

５．「韓国大学生訪日研修団」に対する便宜供与依頼 
 

 

議事１ 魅力ある大学づくりについて 

配付資料 １．魅力ある大学づくりに向けた新学科設置の必要性 

配付資料 ２．平成２１年度魅力ある大学づくり委員会を中心とした取組の概要 

議長より、今年度の「魅力ある大学づくり委員会を中心とした取組」の概要説明があった。 

引き続き、事務局より、「魅力ある大学づくりに向けた新学科設置の必要性」および「見直し後

の計画（案）」に関する説明があり、質疑応答が行われた。 

審議の結果、「今回は方向性の確認であり、詳細は今後詰めていく」ことを確認し、計画（案）

が了承された。 

 

議事２ 認証評価の実地視察への取組について 

配付資料 ３．分科会報告書（案）に対する回答（案）の作成（全体について）（参考メモ） 

配付資料 ４．大学評価分科会報告書（案） 

（Ｈ２１．９．２４ 第１１回教育研究審議会資料） 

議長より、以下の２つの提案があり、審議の結果、了承された。 

（１）「分科会報告書（案）に対する回答（案）の作成」に関する一部修正 

（２）分科会報告書（案）に対する回答終了後に実地視察に向けたリハーサルを実施 
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報告１ 韓国大学生訪日研修団について 

配付資料 ５．「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、以下の報告があった。 

（１）外務省の委託を受け「日韓学術文化青少年交流事業」を実施している「財団法人日韓文化交

流基金」から「韓国大学生訪日研修団」に対する便宜供与依頼があった。 

（２）本学来学に関しては、宮崎県国際交流協会を通じて依頼があった。 

（３）内容は以下のとおり。 

①９月２９日から１０日間、韓国国内で選抜された１８名の大学生他２名、計２０名が関東

及び九州の代表的な大学２校を訪問して文化交流を実施 

②本学には１０月５日（月）に来学し、キャンパスツアーや本学学生との交流（ひむかかる

た等）を実施 

議長より、「歓迎会における本学の説明は国際交流部会長が行う」ことが補足された。 

理事長より、「訪問大学は関東で１大学、九州で１大学と聞いており、関東の大学は毎年異なる

が、九州では例年、本学が訪問対象となり交流が盛んに行われている。これは、本学が高い評価を

受けているということであり、大変喜ばしいことである」との発言があった。 

 

報告２ その他 

教務部会長より、以下の報告があり、了承された。 

（１）第１０回教育研究審議会で提案した「ＧＰＡの導入に向けた『評価の標準化』」に関連して、

９月２８日の教務部会で「基礎演習Ⅱ」に関する協議を行った。 

（２）「基礎演習Ⅱ」発表会は、２ゼミ合同で全員に発表を行わせ、前期に学生が立てた目標がど

こまで達成できたかを把握することにより、アカデミックスキルズの修得を目指すこととし

た。 

（３）方式変更に際しては、対象がこれまでの３班から学生１４名と教員の負担が大きくなること

から、教務部会だけではなく教育研究審議会の理解を得るために報告させてもらった。 

 

以上 



1 

平成２１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２１年１０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）、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〕内藤理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、佐伯企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

 

配付資料 １．宮崎公立大学教員評価制度の実施概要（修正案） 
２．宮崎公立大学教員評価制度の実施概要（案） 

３．評価領域・項目と評価方法（修正案） 

４．評価領域・項目と評価方法など（これまでの協議を踏まえての加除修正など） 
５．教員評価に係る年間自己点検・評価のための年度計画（修正案） 
６．教員評価に係る年間自己点検・評価のための年度計画（素案 １事例案修正２） 
７．公立大学法人宮崎公立大学教員の学外研修取扱規程（修正案） 
８．ＧＰＡの導入に向けた「評価の標準化」関連資料 
９．平成２２年度入学者試験の変更について 

１０．その他（参考メモ）－今後の審議の予告をかねて－ 

１１．平成２１年度文部科学省委託事業 専修学校教育重点支援プラン 概要 

１２．平成２１年度 就職内定状況 
１３．報告事項に関する参考メモ 

 
 

議事１ 教員評価制度について 
配付資料 １．宮崎公立大学教員評価制度の実施概要（修正案） 

配付資料 ２．宮崎公立大学教員評価制度の実施概要（案） 

配付資料 ３．評価領域・項目と評価方法（修正案） 

配付資料 ４．評価領域・項目と評価方法など（これまでの協議を踏まえての加除修正など） 

配付資料 ５．教員評価に係る年間自己点検・評価のための年度計画（修正案） 
配付資料 ６．教員評価に係る年間自己点検・評価のための年度計画（素案 １事例案修正２） 

議長より、提議するに至った経緯を含めて、修正案に関する説明があり、質疑応答が行われた。 
審議の結果、以下のように試行しながら進めることで、修正案が了承された。 

（１）職員連絡会で説明、予告を行った上で、今年度は教育研究審議会の委員を対象として、教員

評価制度を試行する。 

（２）必要に応じて見直し改善を行い、本格的な実施については、適切な時期に教育研究審議会に

提案し、審議、決定する。 
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議事２ 教員の学外研修について 
配付資料 ７．公立大学法人宮崎公立大学教員の学外研修取扱規程（修正案） 

議長より、修正案の説明があり、審議の結果、研究支援年の条件に年齢上限を加えることで了承

された。 
また、運用規程の作成は、議長と事務局に一任することとなった。 

 

議事３ ＧＰＡの導入に向けた「評価の標準化」について 
配付資料 ８．ＧＰＡの導入に向けた「評価の標準化」関連資料 

教務部会長より、以下の提案があり、審議の結果、了承された。 

（１）ＧＰＡの導入に向け、後期の「基礎演習Ⅱ」を例として「到達度評価」を試行する。 

（２）「到達度評価」では、５項目の到達目標を設け、その到達度で評価を行なう。 

（３）発表・合評会は、２ゼミ合同で全員に発表を行わせる。 

全科目での「評価の標準化」の実施に向けて順次取り組んでいくことが確認された。 

関連事項として、「基礎演習」の充実に向けた教員対象のガイダンスの必要性が指摘された。 

 

議事４ 平成２２年度入学者試験の変更について 
配付資料 ９．平成２２年度入学者試験の変更について 

入試部会長より、新型インフルエンザに対応した平成２２年度入学試験の変更案が提案され、審

議の結果、了承された。 

 

議事５ その他 
配付資料１０．その他（参考メモ）－今後の審議の予告をかねて－ 

議長より、以下の事項について、今後の審議予告、現状報告があった。 

（１）授業実施回数の検討 

（２）ＭＭＵ学士基礎力への取り組み 

（３）魅力ある大学づくり委員会 

（４）平成２１年度計画等に関する自己点検評価 

（５）知的財産ポリシー関連規程の作成 

 

報告１ 平成２１年度文部科学省委託事業 専修学校教育重点プランについて 
配付資料１１．平成２１年度文部科学省委託事業 専修学校教育重点支援プラン 概要 

議長より、以下の報告があった。 

（１）地方における留学生支援モデル構築に向けて、アンケート調査への協力依頼があった。 

① 本学留学生へのアンケート調査 

② 国際協力に関係している教員へのアンケート調査 

（２）この件については、国際交流部会で対応することとした。 
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報告２ 平成２１年度就職内定状況について 
配付資料 ３．平成２１年度 就職内定状況 

１０月２６日現在の就職内定状況が報告された。 
現在、３年生も就職活動を開始しており、４年生にとってはさらに厳しい状況であるが、今後と

も、就職活動支援室、就職対策部会等と協力しながら、支援を継続していくことが報告された。 

 

報告３ 新型インフルエンザ対策について 
事務局より、（１）新型インフルエンザに関する注意喚起、（２）現在の発生状況、（３）凌雲祭

における感染対策、などが報告された。 

 

報告４ その他 
配付資料１３．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）キャンパスソング制作については、見識者の意見を仰ぎながら、学生有志と協議している。 

（２）本学学生２名について、宮崎市明るい選挙推進協議会から、先進都市（名古屋市選挙管理委

員会等）視察への派遣依頼があった。 
（３）本学教授の支援によって、１１月２１日（土）、宮崎公立大学交流センター多目的ホールで

国際シンポジウム「韓国の人類学者が見た日本」が開催されることとなった。 
 

以上 
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平成２１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２１年１１月２４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〕内藤理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、佐伯企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

 

配付資料 １．教員評価制度「年度計画」記入について 
２．研究支援年（仮称）について 

３．平成２１年度計画等に関する自己点検・評価 事業管理調書 

４．日経グローカル地域貢献度ランキング 
５．平成２１年度地域貢献研究事業研究報告会について（案） 
６．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実施要領（案）

７．平成２２年度「公募による卒業研究テーマ」事業への参画について 
８．平成２２年度推薦入学試験における評価方法の変更について 
９．宮崎県大学共同学術機関リポジトリ（仮称）の構築について 

１０．平成２１年度 就職内定状況 

１１．報告事項に関する参考メモ 

 
 

議事１ 教員評価制度について 

配付資料 １．教員評価制度「年度計画」記入について 

議長より、教育研究審議会委員を対象とした教員評価制度試行の合意に基づき、年度計画の記入

に関する（１）作業スケジュール、（２）計画内容、などの説明、提案があり、審議の結果、了承

された。 

 

議事２ 教員の学外研修について 

配付資料 ２．研究支援年（仮称）について 

議長より、前回の協議を受け、研究支援年の年齢上限に関する提案があり、審議の結果、了承さ

れた。 

なお、研究支援年という名称については、今後の協議事項とすることとなった。 

また、議長より、平成２２年度を開始年とする提案があったが、審議の結果、（１）導入時期を

ずらし、今年度中に運用規程を作成すること、（２）指摘事項を考慮し、次年度に公募すること、

が議長より改めて提案され、了承された。 
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議事３ その他 

配付資料 ８．平成２２年度推薦入学試験における評価方法の変更について 

（１）推薦入試について 

入試部会長より、新型インフルエンザに対応した推薦入学試験の評価方法の変更案が提案さ

れ、審議の結果、承認された。 

（２）ＭＭＵ学士基礎力について 

議長より、ＭＭＵ学士基礎力については、以下のとおり作業を進めることが提案され、審議

の結果、了承された。 

①ＧＰ作業部会を中心にＭＭＵ学士基礎力の全体像を具体化する作業に入る。 

②魅力ある大学づくり及び抜本的カリキュラム改訂の進捗状況を見守って、それと連動させ

最適な時期の導入を図る。 

 

報告１ 平成２１年度計画等に関する自己点検・評価について 

配付資料 ３．平成２１年度計画等に関する自己点検・評価 事業管理調書 

議長より、「大学全体」「教育研究審議会」「学生支援ＧＰ作業部会」「広報戦略会議」に関連する

事業管理調書の平成２１年度進捗状況とヒアリング結果の報告があった。 

 

報告２ 日経グローカルにおける全国大学の地域貢献度ランキングについて 

配付資料 ４．日経グローカル地域貢献度ランキング 

配付資料 ５．平成２１年度地域貢献研究事業研究報告会について（案） 

配付資料 ６．平成２１年度財団法人宮崎学術振興財団助成金事業 
公開研究発表会実施要領（案） 

地域貢献部会長より、以下の報告があった。 

（１）日経グローカルの「全国大学の地域貢献度ランキング」において、本学が４６９大学の中で

７１位にランクされた。関係資料は全教職員に配付する。 

（２）「平成２１年度地域貢献研究事業研究報告会」を平成２２年３月１７日（水）に開催予定。 

今回は地域貢献コーディネーターの活動状況についても発表する予定。 

（３）「平成２１年度公開研究発表会」を平成２２年５月２９日（土）に開催予定。 

今年度のアンケートの指摘を受け、会場数、発表時間、発表人数などの改善を検討中。 

（４）地域研究センター年報が完成した。 

 

報告３ 「公募による卒業研究テーマ」事業への参画について 

配付資料 ７．平成２２年度「公募による卒業研究テーマ」事業への参画について 

事務局より、高等教育コンソーシアム宮崎の新規事業「公募による卒業研究テーマ」への本学の

参加が地域貢献部会で承認されたことが報告された。 

 

報告４ 就職内定状況について 

配付資料１０．平成２１年度 就職内定状況 

１１月２０日現在の就職内定状況が報告された。 
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報告５ 新型インフルエンザ対策について 

事務局より、本学における新型インフルエンザの発生状況が報告された。 

 

報告６ 宮崎県大学共同学術機関リポジトリ（仮称）の構築について 

配付資料 ９．宮崎県大学共同学術機関リポジトリ（仮称）の構築について 

附属図書館長より、宮崎大学図書館から参加の呼びかけがあった「宮崎県大学共同学術機関リポ

ジトリ（下注）」への本学の参加が図書広報部会で承認されたことが報告された。 

委員から（１）将来的な紀要等の印刷の有無、（２）データ媒体に対する評価、の明確化に関す

る意見が出された。 

 

（注）宮崎県大学共同学術機関リポジトリ 

宮崎県大学図書館協議会に加盟している９機関の図書館に、知的産物を電子形態で集積、

保存し、公開するためのシステム。すでに宮崎大学では構築されている。 

 

報告７ その他 

配付資料１１．報告事項に関する参考メモ 

以下の報告があった。 

（１）キャンパスソングが完成。今後は式典の中に組み込んでいく。 

（２）ハラスメント防止対策委員会でガイドラインが包括的に了承された。 

 

以上 
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平成２１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２１年１２月２２日（火）１３：３０～１６：５０ 
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 

〔陪 席〕内藤理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、佐伯企画総務課長補佐、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２０年度派遣留学修得単位認定申請書及び関連書類 

３．平成２２年度前期宮崎公立大学科目等履修生募集要項 

４．平成２１年度後期定期試験時間割表 

５．教員の退職およびそれに伴うゼミ生への対応等について（参考メモ） 
６．推薦入試関係の課題 
７．平成２１年度 就職内定状況 
８．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 派遣留学修得単位認定、科目等履修生募集要項、後期定期試験時間割表について 

配付資料 ２．平成２０年度派遣留学修得単位認定申請書及び関連書類 
配付資料 ３．平成２２年度前期宮崎公立大学科目等履修生募集要項 
配付資料 ４．平成２１年度後期定期試験時間割表 

教務部会長より、配付資料２～４に基づき、部会での検討を踏まえた説明があり、承認された。 

 

議事３ その他 

配付資料 ５．教員の退職およびそれに伴うゼミ生への対応等について（参考メモ） 

議長より、教員の退職願の提出およびその後任に関する提案について説明があり、審議の結果、

教員の退職およびその後任に関する提案が承認された。 

 

報告１ 推薦入学関係の課題について 

配付資料 ６．推薦入試関係の課題 

入学試験部会長より、推薦入試に関する課題と改善の必要性が報告された。 

複数の委員より、推薦入試に関する総合的再検討の必要性が指摘され、関連する部会を横断し、

事務局が統括的な役割を担う、臨時の task force（専門委員会）的組織の必要性が合意された。 
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報告２ 就職内定状況について 

配付資料 ７．平成２１年度 就職内定状況 

１２月２１日現在の就職内定状況が報告された。 

 

報告３ その他 

配付資料 ８．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）認証評価は今週中に評価結果（委員会案）を受領予定。 

（２）高等教育コンソーシアム宮崎のＦＤ事業に関する支援を協議中。 

（３）日本中国語検定協会検定試験の本学実施を検討中。 

また、議長より、卒業論文提出における新型インフルエンザ発病者への配慮の必要性について指

摘があり、教務部会で早急に審議、決定し、１月の前半に周知することとなった。 

 

部会長より、以下の報告があった。 

（１）教務部会長より、「２０１０年度学生要覧」作成に関する変更事項。 

（２）学生部長より、学生の奨学金利用状況に関する注意喚起。 

 

以上 
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平成２１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２２年１月１２日（火）１５：３０～１７：４０ 
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、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 

〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、佐伯企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 
欠席者：〔陪 席〕内藤理事長 

 

配付資料 １．宮崎公立大学に対する大学評価結果（委員会案）の送付について 
宮崎公立大学に対する大学評価（認証評価）結果（委員会案） 

評価結果（委員会案）に対する意見（案） 

２．教員評価に係る年間自己点検・評価のための評価表（例示） 
３．平成２１年度 就職内定状況 
４．全国大学の地域貢献度ランキング（下） 
５．「職場見学・体験講習会」の開催について（ご案内） 
６．報告事項に関する参考メモ 

 
 

議事１ 宮崎公立大学に対する大学評価結果（委員会案）への対応について 

配付資料 １．宮崎公立大学に対する大学評価結果（委員会案）の送付について 

宮崎公立大学に対する大学評価（認証評価）結果（委員会案） 

評価結果（委員会案）に対する意見（案） 

議長より、成案をもって議事録に替えることが提案され、委員了承の後、「評価結果（委員会案）

に対する意見」の内容確認と審議を行った。 

 

議事２ 教員の評価制度について 

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（例示） 

「教員評価に係る年間自己点検・評価のための評価表」の作成について、（１）中項目の自己評

価に基づき大項目の評価を行う手順、（２）研究、教育、社会貢献、大学運営の４分野における「自

己点検・評価の根拠と今後の課題等」の記入、に関する審議を行った。 

 

報告１ 教員の退職について 

議長より、教員の退職に伴う説明・相談会の実施に関する報告があった。 

 

報告２ 就職内定状況について 

配付資料 ３．平成２１年度 就職内定状況 

１２月末現在の就職内定状況が報告された。 
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報告３ 全国大学の地域貢献度ランキング（下）について 

配付資料 ４．全国大学の地域貢献度ランキング（下） 

地域貢献部会長より、以下の報告があった。 

（１）日経グローカルの「全国大学の地域貢献度ランキング（上）」は昨年１１月に配信済み。今

回は同ランキングの「（下）」を配付した。今年からは「地域貢献一押しプロジェクト」が取り

入れられている。 

（２）本学は九州・沖縄４９校中７番目。今後、地域貢献部会で分析して報告する予定。 

 

報告４ 「職場見学・体験講習会」の開催について 

配付資料 ５．「職場見学・体験講習会」の開催について（ご案内） 

議長より、以下の報告があった。 

（１）「職場見学・体験講習会」は１月２５日に開催され、本学学生５名が参加予定。 

（２）当日は、宮日総合広告株式会社、株式会社システム開発、有限会社みやざき中央新聞を見学

する。 

なお、１月２５日は卒業論文提出日であり、学生のためには、今後はなるべく行事を入れない配

慮が必要であるという意見が出された。 

 

報告５ 新型インフルエンザ対策について 

事務局より、（１）本学における新型インフルエンザの発生状況、（２）卒業論文提出日における

新型インフルエンザの発病者に対する特別措置、が報告された。 

 

報告６ 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）大学教育・学生支援推進事業の次年度に向けての取り組みを、現在、検討中。 

（２）１月７日、８日に開かれた「平成２１年度大学教育改革プログラム合同フォーラム」に参加

した学生支援ＧＰ作業部会長に、教育研究審議会と教職員連絡会での概要報告を依頼。次回の

教育研究審議会で報告を行う予定。 

 

事務局長より、「私費留学生の合否判定基準について再検討の余地があるのではないか」という

問題提起があった。 
 

以上 
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平成２１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２２年１月２６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〕内藤理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、佐伯企画総務課長補佐、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（例示） 

教員活動に関する総合評価表（案） 

３．平成２２年度前期開放授業開設科目について 
４．宮崎公立大学地域貢献研究事業実施要領（改正案） 
５．平成２１年度大学教育改革プログラム合同フォーラム 

６．平成２１年度 就職内定状況 
７．評価結果（委員会案）に対する意見の集約に向けて（お知らせとお願い） 
８．報告事項に関する参考メモ 
９．ICT フェアー2010 in Miyazaki 

 
 

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 教員の評価制度について 

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（例示） 

教員活動に関する総合評価表（案） 

前回審議した「教員評価に係る年間自己点検・評価のための評価表」の確認が行われた後、議長

より、「教員活動に関する総合評価表（案）」の説明、提案があり、審議の結果、表現の一部に修正

を加えることで承認された。 

 

議事３ 平成２２年度前期開放授業開設科目について 

配付資料 ３．平成２２年度前期開放授業開設科目について 

地域貢献部会長より、平成２２年度前期開放授業開設科目（１６科目）に関する説明、提案があ

り、審議の結果、承認された。 
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議事４ 宮崎公立大学地域貢献研究事業実施要領（改正案）について 

配付資料 ４．宮崎公立大学地域貢献研究事業実施要領（改正案） 

事務局より、宮崎公立大学地域貢献研究事業実施要領（改正案）の説明、提案があり、審議の結

果、承認された。 

 

報告１ 平成２１年度大学教育改革プログラム合同フォーラムについて 

配付資料 ５．平成２１年度大学教育改革プログラム合同フォーラム 

学生支援ＧＰ作業部会長より、１月７日、８日に開催された「平成２１年度大学教育改革プログ

ラム合同フォーラム」の概要が報告された。 

 

報告２ 就職内定状況について 

配付資料 ６．平成２１年度 就職内定状況 

１月２６日現在の就職内定状況が報告された。 

 

報告３ 宮崎公立大学に対する大学評価結果(委員会案)への対応について 

配付資料 ７．評価結果（委員会案）に対する意見の集約に向けて（お知らせとお願い） 

議長より、評価結果（委員会案）に対する意見の集約に向けた依頼文に関する報告が行われた。 

 

報告４ 新型インフルエンザについて 

事務局より、本学における新型インフルエンザの発生状況が報告された。 

 

報告５ その他 

配付資料 ８．報告事項に関する参考メモ 
配付資料 ９．ICT フェアー2010 in Miyazaki 

以下の報告があった。 

（１）第 7回ハラスメント防止対策委員会でガイドラインが成案となった。 

（２）１月１９日、宮崎公立大学協力による ICT フェアー2010 in Miyazaki が開催された。 

（３）卒業論文の提出者は１９５名。 

 

以上 
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平成２１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２２年２月９日（火）１５：３０～１７：５０ 
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 

〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、佐伯企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 
欠席者：〔陪 席〕内藤理事長 

 

配付資料 １．教員の外国出張について 
２．平成２２年度計画（素案） 

３．教員活動に関する総合評価表（修正案） 

４．平成２２年度「公募による卒業研究テーマ」の中間報告について 
５．平成２１年度高等教育コンソーシアム宮崎合同研修会の案内（案） 
６．平成２１年度 就職内定状況 
７．卒業論文・履修推奨科目について・平成２２（２０１０）年度学年暦（案） 
８．社会心理学演習 第１４回卒業論文概要集 
９．報告事項に関する参考メモ 

１０．Sunrise St. team.MARUMO 企画案と、協力依頼について 

 
 

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２２年度計画（素案）について 

配付資料 ２．平成２２年度計画（素案） 

議長より、平成２２年度計画の素案が提案され、各実施計画について意見交換が行われた。 

今回提案された素案については、今後、さらに検討を重ね、各委員からの意見を取り入れた形で、

再度、次回の教育研究審議会に上程することで承認された。 

 

議事３ 教員の評価制度について 

配付資料 ３．教員活動に関する総合評価表（修正案） 

議長より、前回の教育研究審議会で議論した「教員活動に関する総合評価表」の修正点に関する

説明が行われた。 
その後、議長より、教員評価制度については、平成 22 年度は試行であり、実施しながら改善を

図ることが提案され、審議の結果、基本的な事項が承認された。 
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議事４ その他 

議長より、来年度以降、教育研究審議会の外部委員を２名とすることが提案され、承認された。 

 

報告１ 平成２２年度「公募による卒業研究テーマ」の中間報告について 

配付資料 ４．平成２２年度「公募による卒業研究テーマ」の中間報告について 

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２月９日現在、公募による卒業研究テーマの応募件数は、新規２１件、継続１件

の計２２件 

（２）公募による卒業研究テーマに関わる事業担当者会議（高等教育コンソーシアム宮崎）で協議

した結果、現時点では、宮崎大学が１８件、南九州大学が１件、宮崎公立大学が３件 

（３）今後、担当教員に実施方法等の資料を提供する予定 

 

報告２ 平成２１年度高等教育コンソーシアム宮崎合同研修会の案内（案） 

配付資料 ５．平成２１年度高等教育コンソーシアム宮崎合同研修会の案内（案） 

議長より、平成２２年３月１日の午後に本学交流センターで実施される表記研修会の案内と、関

係各位への協力依頼があった。 

 

報告３ 平成２１年度就職内定状況について 

配付資料 ６．平成２１年度 就職内定状況 

２月９日現在の就職内定状況が報告された。 

 

報告４ 新型インフルエンザ対策について 

事務局より、本学における新型インフルエンザの発生状況が報告された。 

 

報告５ その他 

配付資料 ７．卒業論文・履修推奨科目について・平成２２（２０１０）年度学年暦（案） 

配付資料 ８．社会心理学演習 第１４回卒業論文概要集 

配付資料 ９．報告事項に関する参考メモ 

配付資料１０．Sunrise St. team.MARUMO 企画案と、協力依頼について 

以下の報告があった。 

（１）教務部会長より、卒業論文の代理提出に関する説明があり、代理提出を認めることを明記す

るなど表記等を整理して、次回の教育研究審議会で再度、報告することとなった。 

（２）事務局長より、社会心理学演習の卒業論文概要集の紹介があった。 

（３）議長より、Do まんなかモール活動の中で本学学生らが取り組んでいる Sunrise St.
team.MARUMO の紹介があった。 

 

以上 
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平成２１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２２年２月２３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、宮元学生部長、加藤教務部会長、河野委員 
〔陪 席〕内藤理事長 

〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、佐伯企画総務課長補佐、横山学務課長補佐、

小畑主任主事 
欠席者：〔委 員〕福田入学試験部会長 

 

配付資料 １．教員の外国出張について 
２．国際交流の基本指針（案）・私費留学生受入方針（案） 

３．派遣留学生の単位認定の検討 

４．平成２２年度計画（素案） 
５．教員活動に関する総合評価表（修正案） 
６．Ⅲ 卒業論文（学生要覧の関連部分） 
７．平成２１年度 就職内定状況 
８．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 国際交流の基本指針および私費留学生受入方針について 

配付資料 ２．国際交流の基本指針（案）・私費留学生受入方針（案） 

配付資料 ３．派遣留学生の単位認定の検討 

国際交流部会員（学生部長および事務局）より、「宮崎公立大学国際交流の基本指針（案）」およ

び「私費留学生受入方針（案）」の説明があり、審議の結果、（１）「基本指針（案）」の文章の再検

討、（２）国際交流部会と地域貢献部会との連携、（３）国際交流部会と教務部会との連携、の課題

点を踏まえて、国際交流部会で再検討することとなった。 

次に、国際交流部会員（事務局）より、「留学生が４年間で大学を卒業できる可能性の検討開始」

について提案があり、承認された。この件に関しては、国際交流部会と教務部会との連携の必要性

が指摘された。 

 

議事３ 平成２２年度計画（素案）について 

配付資料 ４．平成２２年度計画（素案） 
教育研究審議会、現代ＧＰ部会、評価部会、広報戦略会議に関する平成２２年度計画（素案）を

審議した。 
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現代ＧＰ部会の計画案については、「『ＧＰ採択を目指す』の文言は不可欠」との結論に達し、審

議結果を計画案に反映させることとなった。 
 

議事４ その他 

議長より、今後の教育研究審議会の案件として、（１）教員研修規程の作成、（２）推薦入試のた

めの検証タスクフォース、の２件が提示された。 

 

報告１ 教員の評価制度について 

配付資料 ５．教員活動に関する総合評価表（修正案） 

議長より、教員活動に関する総合評価表の修正案の説明があり、了承された。 

 

報告２ 卒業論文（学生要覧）に係る検討結果について 

配付資料 ６．Ⅲ 卒業論文（学生要覧の関連部分） 

教務部会長より、学生要覧に記載する卒業論文関係の文章の変更案の説明があり、了承された。 

議長より、（１）英語卒論の体裁などの不統一の改善、（２）卒論発表会の資料の公開方法、に関

する検討の依頼があった。 

 

報告３ 平成２１年度就職内定状況について 

配付資料 ７．平成２１年度 就職内定状況 

２月２３日現在の就職内定状況が報告された。 

議長より、「就職対策部会などの各部会で検討された就職に係る論点や問題点を教育研究審議会

で紹介してもらいたい」との依頼があった。 

 

報告４ 新型インフルエンザ対策について 

事務局より、本学における新型インフルエンザの発生状況が報告された。 

 

報告５ その他 

配付資料 ８．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）認証評価 

（２）高等教育コンソーシアム宮崎 

（３）日本中国語検定協会検定試験 

（４）スポーツ・芸術文化活動 

（５）学生表彰 

（６）大麻等に関する注意喚起 

 

事務局長より、教員の成績入力の遅滞という問題提起と、業務不履行による悪影響の指摘があっ

た。他の委員からも、成績入力に限らず、一般的に締め切りが守られていないことが指摘された。 

 

以上 



1 

平成２１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２２年３月９日（火）１５：３０～１７：４０ 
場 所：管理棟２階中会議室 
出席者：〔委 員〕中別府学長、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 
〔事務局〕小倉学務課長、横山学務課長補佐、荒木企画総務課主事 

欠席者：〔委 員〕山口理事（事務局長） 
〔事務局〕染矢企画総務課長、佐伯企画総務課長補佐 
〔陪 席〕内藤理事長 

 

配付資料 １．中期計画・各年度計画の比較表 
２．「大学評価結果（ 終案）」について（報告） 

３．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．中期計画・各年度計画の比較表 

議長より、成案をもって議事録に替えることが提案され、委員了承の後、資料１「中期計画・各

年度計画の比較表」に基づいて内容の検討を行った。 

 

報告１ 宮崎公立大学に対する大学評価結果（ 終案）について 

配付資料 ２．「大学評価結果（ 終案）」について（報告） 

議長より、大学基準協会の「大学評価結果（ 終案）」に対して４点の提案を行ったことが報告

された。 

 

報告２ その他 

配付資料 ３．報告事項に関する参考メモ 

（１）議長より、「報告事項に関する参考メモ」を一読してほしいとの提案があった。 
（２）入学試験部会長より、国際交流部会長、李教授、田宮准教授とともに、特別選抜入学試験・

私費外国人留学生の判定基準について、「判定基準の明確化」「学力（特に日本語能力）の保

証」の方向で検討していることが報告された。 

 

以上 



1 

平成２１年度 第２２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３月１８日（木）１３：００～１５：００ 
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 

〔陪 席〕内藤理事長 
〔事務局〕染矢企画総務課長、小倉学務課長、佐伯企画総務課長補佐、横山学務課長補佐、

荒木企画総務課主事 
欠席者：〔委 員〕河野委員 

 

配付資料 １．中期計画・各年度計画の比較表 
２．平成２２年度の講義および演習の担当について 

 
 

議事１ 平成２２年度計画について 

配付資料 １．中期計画・各年度計画の比較表 

議長より、成案をもって議事録に替えることが提案され、委員了承の後、前回に引き続き、資料

１「中期計画・各年度計画の比較表」に基づいて内容の検討を行った。 

 

議事２ 来年度の講義担当について 

配付資料 ２．平成２２年度の講義および演習の担当について 

議長より提案説明があり、審議の結果、関係委員会を経て正式に決定することとなった。 

 

以上 
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