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平成３１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３１年４月１６日（火）１４:４０～1５:３０ 

場 所：中会議室 

出席者：〔委 員〕年森委員、近藤委員 

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、山本学務課長、山本学生・就職支援室長 

鍋島企画総務課長補佐、河野学務課長補佐、梶原学生・就職支援室長補佐 

 欠席者：〔委 員〕長友委員 

配付資料： 

資料１  ２０２１年度宮崎公立大学入学者選抜試験における変更について 
  資料２  平成３１年度自主講座申請一覧 

資料３  平成３１年度科学研究費等採択状況 

資料４  入学者の状況 

 

 

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 入試制度改革について 

 

入学試験部会長から、資料１「２０２１年度宮崎公立大学入学者選抜試験における変更について

（予告）」に基づき、入試制度改革に伴う本学入学者選抜試験の変更についての公表案が説明され

た。 

委員から、「共通テスト国語の記述式問題を活用することついて、どういう議論のもとに採用と

したのか」という質問があり、「国語力を他の教科の基本となる重要な学力と捉えて、選択式に加

え記述式を取り入れて学力を計ることとし、配点は今後議論する」ことが確認された。また、「出

願資格をＣＥＦＲ（Ａ２）以上のレベルとしているが、志願者確保という点からどう考えているか」

という質問があり、「現在が英検準２級以上としており、その基準に準じて設定していることから

志願者数は大きく変わらないと考えている」ことが確認され公表案が承認された。 

また、予告の公表は１週間後の予定とすることが確認された。 

 

 

Ⅱ 報告１ 平成３１年度自主講座について 
 

地域研究センター長から資料２「２０１９年度自主講座申請一覧」にそって、７名の教員による

開設予定講座とその予算配分が報告された。 
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報告２ 平成３１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３「平成３１年度科学研究費採択状況」にそって、代表としての採択は９

件（新規４件、継続５件）、分担者としての採択は４件（新規１件、継続３件）計１３件であり、

昨年度より件数、金額とも増えていることが報告された。 

 

報告３ 平成３１年度宮崎公立大学名誉教授について 

 

報告３について企画総務課長から、昨年度退職者がいなかったことから、新たに要件を充たすこ

ととなる対象者はいないことが報告された。 

 

報告４ 入学者の状況等について 

 

学務課長から資料４に基づき、平成３１年度の入学者新入学生２１０名、編入学生４名の状況が

説明された。 

新入学生の男女別は、男６４名（３０．５％）、女１４６名（６９．５％）、新入生の県内外別は、

県内９３名（４４．３％）、県外１１７名（５５．７％） 

編入学生は、私費外国人編入学生２年次２名、３年次２名、全て中国国籍 

入学者選抜の状況は、推薦Ⅰ５６名、推薦Ⅱ３２名、一般前期９４名、一般後期２８名 

また、入学者の多い高校は、県内では宮崎南高校、宮崎北高校、宮崎日大高校、県外では鹿児島

県武岡台高校、鹿屋高校、国分高校であったこと、さらに遠方からの入学者として北は北海道、南

は沖縄県からの入学があったことなどが報告された。 

 

委員から、「一般前期の合格者１３６名のなかで９４名が入学しているが、入学しなかった４０

名あまりのうちの県内の人数を把握しているか」「合格して入学手続きをしなかった生徒がどうゆ

う分布であるか」「男子学生が増えているということだが、県内外のどちらが増えているのか」な

どの質問があり、新入学生を対象に実施したアンケートの集計結果も含め、追跡データ等の情報を

提供していくこととなった。 

また、入学試験部会長から、県内学生の入学者減少対策として、入試制度改革の中で、県内高校

を対象とする学校推薦型選抜Ⅰの定員を５０名から６０名とすることが説明された。 

 

 

Ⅲ その他について 

 

（なし） 

 

次回開催日時 ５月２１日（火） １３:１０～開催予定 
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令和元年度 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：令和元年６月１８日（火）13:10～14:30 

場 所：中会議室 

出席者：〔委 員〕有馬学長、年森委員、長友委員、近藤委員、 

宮元人文学部長、辻学生部長、四方教務部長、 

森部附属図書館長、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、山本学務課長、 

鍋島企画総務課長補佐、河野学務課長補佐、 

梶原学生・就職支援室長補佐 

  

欠席者：〔事務局〕山本学生・就職支援室長 

 

配付資料 

資料１  令和３(2021)年度宮崎公立大学入学者選抜における変更について（予告）   

資料２  教員採用について 

  資料３  宮崎公立大学客員教員規程（案） 

  資料４   平成３０年度業務実績及び第２期中期目標期間事業報告書 最終評価（案） 

資料５  令和元年度自主講座申請一覧  

資料６  令和元年度後期開放授業開設科目について 

  資料７  令和２年度及び令和３年度研究支援年の実施スケジュール 

 

 

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 入試制度改革について 

森部附属図書館長(入試部会長)から、資料１に基づき説明がなされ、原案どおり承認され

た。 

委員からは、「推薦Ⅰの対象となる高校への丁寧な説明が必要である」「大学入学共通テス

トの利用科目に理系科目を追加したことについて丁寧な広報が必要である」等の意見が出さ

れた。 

 

議事２ 教員の新規採用について 

笠島企画総務課長から、資料２に基づき説明がなされ、原案どおり承認された。 

また、教員選考会議等スケジュール案の提示もなされ、こちらも原案どおり了承された。 

 

議事３ 宮崎公立大学客員教員規程について 
 元丸事務局長から、資料３に基づき説明がなされ、原案どおり承認された。 
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議事４ 平成３０年度業務実績及び第２期中期目標期間事業報告について 

元丸事務局長から、資料４に基づき、主要項目を抜粋して説明がなされ、原案どおり承認

された。 

報告１  令和元年度自主講座について 

 竹野地域研究センター長(地域貢献部会長)から、資料５に基づき、今年度の自主講座申請

状況及びその実施スケジュール等について報告がなされた。 
 

報告２ 令和元年度後期開放授業開設科目について 

竹野地域研究センター長(地域貢献部会長)から、資料６に基づき、今年度後期の開放授業 
開設科目及び今後の予定について報告がなされた。 
 

報告３ 令和２年度及び令和３年度研究支援年の実施について 

 笠島企画総務課長から、資料７に基づき、令和２年度及び令和３年度研究支援年の実施ス

ケジュールについて報告がなされた。 
 

その他  

 山本学務課長から、当日配布資料に基づき、平成３１年度新入生対象アンケート結果及び

平成３１年度入学辞退者について報告がなされた。 
 

 

次回開催日時 ７月１６日（火）１３：１０～１４：２０ 
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令和元年度 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：令和元年７月１６日（火）１３:１０～１３:５０ 

場 所：中会議室 

出席者：〔委 員〕有馬学長、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、 

     近藤委員、長友委員、年森委員 

      

〔事務局〕元丸事務局長、笠島企画総務課長、山本学務課長、 

山本学生・就職支援室長、鍋島企画総務課長補佐、 

河野学務課長補佐、梶原学生・就職支援室長補佐、福元企画係長 

 欠席者：なし 

 

配付資料 

  資料１－１  宮崎公立大学客員教員規程 

  資料１－２  客員教員候補者調書（会議終了後、回収） 

  資料２    令和元年度 宮崎公立大学 保護者説明会（概要） 

  資料３    学生の留学について 

  資料４    高等教育の無償化に関する対応状況について 

  資料４（別冊）大学等における就学の支援に関する法律第７条第１項の確認に係る 

         申請書 

 

 

 

委員出席確認、資料確認、議事録作成者確認に続き、学長の進行で、議事に入った。 

 

 

Ⅰ 議事 

 

   議事 1 客員教員の選考について 
 

〇元丸事務局長が、資料１－１、１－２に基づき、曽我文敏氏への客員教授の称号付与に

ついて説明し、原案のとおり承認される。 

 ・（根拠）客員教員規程４条１項に定める教員選考規程１３条６号に該当 

 委員からは、「今後も、外部の特色ある人材を教育の現場に配置するなどして、教育の

活性化を図ってもらいたい」との意見があった。 
 

 

 

Ⅱ 報告 

 

   報告 1 令和元年度保護者説明会について 
 
〇笠島企画総務課長が、資料２に基づき、今年度の概要を説明する。 
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   報告２ 学生の留学について 
 

〇竹野国際交流部会長が、資料３に基づき、今年度の派遣留学生の決定状況を説明する。 

 委員からは、学生の応募状況について質問があり、その状況を部会長が回答する。 
 

 

 

   報告３ 高等教育無償化に関する対応状況について 
 
〇笠島企画総務課長が、資料４に基づき、高等教育無償化に関する取組み状況を説明する。 
 

 

 

Ⅲ その他 
 
〇なし 
 

 

 

 

 

 

次回開催日時 令和元年８月２０日（火） １４:４０～開催予定 



 

令和元年度 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：令和元年８月２０日（火）１４:４０～１５:２０  

場 所：中会議室 

出席者：〔委 員〕有馬学長、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、竹野地域研究センター長、 

長友委員、年森委員、近藤委員 

〔事務局〕元丸事務局長、梶原学生・就職支援室長補佐 

 （欠席）山本学務課長、笠島企画総務課長、山本学生・就職支援室長、 

鍋島企画総務課長補佐、河野学務課長補佐、 

 

配付資料 

資料１   令和元年度公費交換留学生（受入）について（報告） 

資料１－１ 宮崎公立大学客員教員規程   

資料１－２ 客員教員候補者調書（回収資料）                        
  資料２   令和元年度高等教育コンソーシアム宮崎  

         コーディネート科目「宮崎の郷土と文化」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 客員教授の選考について 

元丸事務局長から、資料１－１及び１－２に基づき説明がなされ、原案どおり承認された。 

・（根拠）客員教員規程４条１項に定める教員選考規程１３条６号に該当 

・（期間）称号付与期間は、本年１０月１日から令和６年３月３１日まで  

委員からは、「せっかくの貴重な機会なので、学生が（講義の中で）フリーカンバセーショ

ンできるとよい」「本学女子学生のロールモデルになるのでは」等の意見が出された。 

 

報告１  令和元年度公費交換留学生の受入れについて 

 竹野地域研究センター長から、資料１のとおり報告がなされた。 
 委員からは、「今年度韓国からの交換留学生がいないことについて、(このところの)日韓関

係が影響しているわけではなくカリキュラム等の都合とのことだが、その理由について、先

方の大学から内容の聴き取りをしっかりしてほしい」との意見が出された。 
 

報告２ 令和元年度高等教育コンソーシアム宮崎コーディネート科目について 

竹野地域研究センター長から、資料２のとおり報告がなされた。 

委員からは、「本学以外の大学からの受講者が少ない（宮大、看護大、宮短はゼロ）ことに

ついて、コーディネート科目スタート時の想いからかけ離れているようで残念である」との

意見が出された。 

 

次回開催日時 ９月１７日（火）１３：１０～１４：２０ 



 

令和元年度 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：令和元年９月１７日（火）１３:１０～１３: ５０ 

場 所：中会議室 

出席者：〔委 員〕有馬学長、宮元人文学部長、森部附属図書館長、 

四方教務部長、竹野地域研究センター長、 

長友委員、年森委員、近藤委員 

〔事務局〕元丸事務局長、笠島企画総務課長、山本学務課長、 

山本学生・就職支援室長、鍋島企画総務課長補佐、河野学務課長補佐 

梶原学生・就職支援室長補佐 

 （欠席）辻学生部長 

 

 

配付資料 

資料１   令和元年度教員の昇任にかかるスケジュール（案） 

参考資料１ 公立大学宮崎公立大学教員選考規程 

参考資料２ 公立大学法人宮崎公立大学教員等資格審査取扱要綱 

参考資料３ 自薦に伴う必要資格（案） 
資料２   令和３（2021）年度宮崎公立大学学校推薦型選抜における実用英語技

能検定の取扱いについて 
 

 

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 教員の昇任について 

鍋島企画総務課長補佐から資料１及び参考資料１～３に基づき説明がなされ、原案どおり

承認された。 

 

Ⅱ 報 告 

 報告１  保健室・障がい学生支援室スペースの愛称について 

 山本学生・就職支援室長から、保健室・障がい学生支援室の愛称を「学生サポートセンタ

ー」とすることが学生部会にて決定されたとの報告がなされた。（資料なし。） 

 委員からは、「学生サポートセンターではどのようなサポートをするのかについて、どのよ

うに学生に周知するのか。」との質問があり、後期ガイダンスで説明を行う予定であるとの回

答がなされた。 
 

 報告２ 令和３年度学校推薦型選抜における実用英語技能検定の取扱いについて 

森部入学試験部会長から資料２により令和３年度宮崎公立大学学校推薦型選抜における実

用英語技能検定の取扱いについての報告がなされた。 

 



 

Ⅲ その他 

鍋島企画総務課課長補佐から、第２回教育研究審議会で報告のあった「令和２年度及び令和

３年度研究支援年実施について」は、応募がなかったことが報告された。 
 

次回開催日時１０月１５日（火）１３：１０～１４：２０ 
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令和元年度 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：令和元年１１月１９日（火）１３:１０～1４:２０ 

場 所：中会議室 

出席者：〔委 員〕年森委員、近藤委員、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、山本学務課長、山本学生・就職支援室長 

鍋島企画総務課長補佐、河野学務課長補佐 

 欠席者：〔委 員〕梶原学生・就職支援室長補佐 

配付資料： 

資料１－１ 卒業論文の作成及び公表基準（新旧対照表） 
  資料１－２ 卒業論文の作成及び公表基準 

資料２－１ 宮崎公立大学国際交流の基本方針（案） 

資料２－２ 宮崎公立大学国際交流の基本方針（現行） 

当日配布資料 令和３(2021)年度入学者選抜大学入試英語成績提供システムの 

導入延期に伴う本学の対応 

参考資料①・② 

資料３   推薦入試等志願者状況 

資料４－１ ＭＭＵオープンキャンパス 参加者数の推移 

資料４－２ ２０１９ ８月ＭＭＵオープンキャンパスアンケート結果の概要 

 

資料確認、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 卒業論文の作成及び公表基準の改正について 

教務部会長から、資料１「卒業論文の作成及び公表基準」に基づき、卒業論文の提出日について、

従来は１日限りとしていたが、特別欠席に該当する理由（インフルエンザ・入院等）により、提出

日にやむを得ず提出することができない場合は、別途、提出期限を設けることが説明され提案通り

承認された。 

 

  議事２ 宮崎公立大学国際交流の基本方針の改定について 

地域研究センター長から、資料２「宮崎公立大学国際交流の基本方針」にそって、改定の趣旨に

ついて説明がなされた。まず、改定の方針として開学の理念を受け継ぎながら、第３期中期計画を

実現するために中期的な視野に立って改定を行ったこと。次に、①英語圏を中心とした派遣留学の

拡大、②多様な留学生の受け入れの拡大、③中国・韓国との堅実な相互交流の維持、④教職員の交

流と地域社会の国際交流機会の創出の４つの基本方針と重点課題について説明がなされた。 

委員から、「一時期、日本全体の留学生が減少していたが、戻ってきているのか」「女子学生の方
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が留学している数が多いのではないか？」「北米より東南アジアの方が留学する学生は増えている

のか？」等の質問があり、「本学では留学は減少することなく活発に行われている」「男子は保守的

で思い切った選択ができないのではないか」「金銭的な面もありフィリピンのセブ島やフィジーに

行く学生が多いこと」などの回答がなされた。 

「宮崎公立大学国際交流の基本方針」の改定については、提案通り承認された。 

 

  議事３ 大学入試英語成績提供システムの導入延期に伴う本学の対応について 

入試部会長から、資料３「令和３年度入学者選抜大学入試英語成績提供システムの導入延期に       

伴う本学の対応」にそって、文部科学大臣が、令和３年度大学入試における英語民間試験活用のた

めの「大学入試英語成績提供システム」の導入を見送りしたことに伴い、本学の英語民間試験に関

する令和３年度入学者選抜の出願資格を見直し、「一般選抜、学校推薦型選抜Ⅰ、Ⅱとも、出願資

格は令和２年度入学者選抜と同じとする」ことが説明され、提案通り承認された。 

今後、１２月１３日までに文部科学省にどのような対応をするのかを報告し、大学のホームペー

ジにも掲載するとのことであった。 

 

Ⅱ 報告１ 高等教育の修学支援新制度機関要件の確認について 

企画総務課長から、本学が高等教育の修学支援新制度について、設立団体である宮崎市に申請を

行い、９月２０日付けで対象の団体になったとの報告がなされた。 

委員から、「本学ではどれくらいの学生が対象となるのか？」と質問があり、「申請ベースで１０

０人くらいの学生が申し込んでいる」との回答がなされた。 

 

  報告２ 推薦入試等の志願者状況について 

学務課長から、令和２年度の推薦入試Ⅰ、特別選抜、編入学志願者状況について説明がなされた。

推薦入試Ⅰは７９名で昨年と同数、私費外国人が１名、社会人が１名、一般編入学の２年次が２名、

３年次が４名ということであった。推薦入試Ⅰの出願高校では、人数が多い高校は、宮崎南と宮崎

北が８名、高鍋が５名ということであった。 

委員から、宮崎東高校から２名の推薦があり、いい学生がいるので、こういう道があることはい

いことではないかとの意見が出された。 

 

  報告３ オープンキャンパスの実績報告について 

学務課長から資料４に基づき、オープンキャンパスの参加数の推移およびアンケートの結果につ

いての報告がなされた。令和元年度は、生徒４７２名、保護者２７９名、合計７５１名で昨年度に

引き続き多くの参加があったこと等が説明された。 

 

Ⅲ その他 

（なし） 

 

次回開催日時 １２月１７日（火） １３:１０～開催予定 



1 

令和元年度 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：令和元年１２月１７日（火）１３:１０～1３:５０ 
場 所：中会議室 
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、山本学務課長、 
山本学生・就職支援室長、鍋島企画総務課長補佐、 
河野学務課長補佐 

欠席者：〔委 員〕近藤委員 
配付資料： 
資料１－１ ２０２０年度（令和２年度）学年暦 【案】 
資料１－２ 令和２年度以降の学年暦について 
資料２   令和元年度宮崎公立大学保護者説明会実績報告 
当日配付  推薦入試等の志願者状況について 
 

委員出席確認、資料確認、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    

議事１ 令和２年度学年暦について 

教務部会長から、資料１－１「２０２０年度（令和２年度）学年暦 【案】」及び資料１－２

「令和２年度以降の学年暦について」に基づき、令和２年度以降の学年暦については授業期間１

４週に引き続き１５・１６週目に授業等調整期間を設けること、授業等調整期間は授業及び補講又

は定期試験を実施する期間とすることについて説明がなされた。また、変更の理由として、現行の

方式では、異文化実習の出発と定期試験期間が重なり調整が難しいこと、祝日の開講日が増加する

ことについて説明がなされた。さらに、授業等調整期間を設けることにより、講義の性質に合った

成績評価方法等に柔軟に対応し、適切な評価方法等の導入を促すものであること、検討している多

様な評価のパターンについての説明がなされた。これらの変更を踏まえた「令和２年度学年暦につ

いて」は原案どおり承認された。 

 

Ⅱ 報告      

報告１ 保護者説明会の実績報告について 

企画総務課長から、資料２「令和元年度宮崎公立大学保護者説明会実績報告」に基づき説明がな

された。委員から、今後も継続してほしい、もう少し参加者が増えてもいいと思うなどの意見があ

った。来年からは、アンケートの質問に何回目の参加かという質問を加えることとなった。 
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Ⅲ その他 

推薦入試等の志願者状況について、学務課長から資料に基づき説明がなされた。委員から「編

入学については、地域の大学として（県内）短期大学へ広く紹介・周知するなどをとおして、

より多くの志願者を集めてもいいのではないか。」「推薦入試の結果、合格者がいない高校に

対しては、申し訳ないという思いがある。」などの意見があった。 

 

次回開催日時 １月２１日（火） １３:１０～開催予定 



 

令和元年度 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２年１月２１日（火）13:10～14:20 

場 所：中会議室 

出席者：〔委 員〕有馬学長、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、竹野地域研究センター長、長友委員、年森委員 

     （欠席）近藤委員     

〔事務局〕元丸事務局長、笠島企画総務課長、山本学務課長、 

     山本学生・就職支援室長、鍋島企画総務課長補佐、 

河野学務課長補佐、梶原学生・就職支援室長補佐 

配付資料 

資料１－１ 宮崎公立大学地域貢献推進に関する基本方針【改定案】   

資料１－２ 宮崎公立大学地域貢献推進に関する基本方針【現行】 

資料２   一般社団法人公立大学協会会員専用  

      公立大学向け「団体役員賠償責任保険」制度のご案内 

 

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 宮崎公立大学地域貢献推進に関する基本方針の改定について  

 

竹野地域研究センター長から、資料１－１、１－２に基づき、改定案について説明がなさ

れ、原案どおり承認された。 

委員から、「①宮崎公立大学はどのように活動（地元住民と協働して調査研究）しているの

か。また、どのように活動して行こうと考えているのか。②(地域の政策課題・産業界等のニ

ーズに即した教育研究活動を展開する仕組みとして）どのような仕組みを考えているのか」

等の質問があり、竹野地域研究センター長から、①については、小学校等での読み聞かせや

文科省のプロジェクトを採択した高校のサポート、「こゆ財団」との連携等が挙げられること、

②については、地域研究センターが中心（拠点）となった仕組みづくりを考えている旨の回

答があった。 

 また、「ゼミで中長期的に取り組めると良い」などの意見も出された。 

 

 

 

その他  公立大学法人向け「団体役員賠償責任保険」制度について 

  

 鍋島企画総務課長補佐から、資料２に基づき、本学役員が公立大学向け「団体役員賠償責

任保険」に加入することとなったこと、また、当該保険には各審議会委員も加入するこ

とができる旨説明がなされ、教育研究審議会委員も同意の上、加入することとなった。 

 なお、加入に伴い委員が負担する保険料についても了承された。 

 

次回開催日時 ２月１８日（火）１４：４０～１５：３０ 
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令和元年度 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２年２月１８日（火）１４:４０～１５:４０ 

 場 所：中会議室 

 出席者：≪委 員≫有馬学長、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、 

          長友委員、年森委員 

     ≪事務局≫元丸事務局長、笠島企画総務課長、山本学生・就職支援室長、 

          鍋島企画総務課長補佐、河野学務課長補佐、 

          梶原学生・就職支援室長補佐 

 欠席者：≪委 員≫近藤委員 

     ≪事務局≫山本学務課長 

 

配付資料 

  資料１    令和３年度宮崎公立大学入学者選抜における変更について（予告） 

  資料２－１  令和２（２０２０）年度 開講科目一覧 

  資料２－２  令和２（２０２０）年度 授業時間割 

  資料３    令和２年度前期開放授業 開設科目について 

  資料４－１  新型コロナウイルスに感染した場合等の受験生への配慮について 

  資料４－２  新型肺炎の感染拡大に伴う令和元年度中国異文化実習の中止について 

  資料４－３  新型肺炎の感染拡大に伴う中国長期留学の対応について 

  資料５－１  宮崎公立大学の出願状況（令和２年度入学者選抜） 

  資料５－２  入学者選抜の志願者等の年度別推移 

  資料５－３  令和２年度推薦入試Ⅱ出願状況 

 

 

委員出席確認、資料確認、議事録作成者確認に続き、学長の進行で、議事に入った。 

 

 

Ⅰ 議事 

 

   議事 1 入試制度改革について 

〇森部入学試験部会長が、資料１に基づき説明し、原案のとおり承認された。 

 委員からは、「一般選抜で利用する教科・科目に共通テストの理系科目を追加したことや

後期日程の小論文で英語資料の読解を含まないとしたことで、広く人材が志願できる体制

になると考えられ評価できる。」との意見があった。 

 

   議事２ 開講科目一覧及び時間割について 

〇四方教務部会長が、資料２－１、２－２に基づき説明し、原案のとおり承認された。 

 委員からは、特に意見はなかった。 
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Ⅱ 報告 

 

   報告 1 令和２年度前期開放授業開設科目について 

〇竹野地域貢献部会長が、資料３に基づき、令和２年度前期開放授業開設科目を報告した。 

 

   報告２ 新型コロナウイルス感染拡大への対応について 

〇森部入学試験部会長が、資料４－１に基づき、新型コロナウイルスに感染した受験生へ

の配慮を報告した。 

〇竹野国際交流部会長が、資料４－２、４－３に基づき、新型コロナウイルス感染拡大に

伴う令和元年度の中国異文化実習と令和２年度前期の中国長期留学の中止を報告した。 

 

   報告３ 令和２年度入学者選抜志願者状況について 

〇森部入学試験部会長が、資料５－１、５－２、５－３に基づき、状況を報告した。 

 

 

Ⅲ その他 

〇なし 

 

 

 

 

 

次回開催日時 令和２年３月１７日（火） １３:１０～開催予定 
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令和元年度 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２年３月１７日（火）１３:１０～１４:１０ 

 場 所：中会議室 

 出席者：≪委 員≫有馬学長、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、 

          長友委員、年森委員 

     ≪陪 席≫野﨑教職課程部会副部会長 

     ≪事務局≫元丸事務局長、笠島企画総務課長、山本学務課長 

山本学生・就職支援室長、鍋島企画総務課長補佐 

河野学務課長補佐、梶原学生・就職支援室長補佐 

 欠席者：≪委 員≫近藤委員 

      

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（新旧対照表） 

  資料１－２  宮崎公立大学の教育課程等を定める規程 

  資料２－１  入学受入れの方針（アドミッションポリシー）の改定（案） 

  資料２－２  令和３（2021）年度宮崎公立大学入学者選抜における変更につい

て（予告） 

  資料３    公立大学法人宮崎公立大学 令和２年度計画（案） 

  資料４    宮崎公立大学学長選考会議委員の選出について 

  資料５    令和２年度入学者選抜試験の実施状況 

  資料６－１  宮崎県公立学校教員採用選考試験における大学推薦特別選考の取扱い

に関する内規 

  資料６－２  大学推薦特別選考試験に関する今後のスケジュール 

  資料７    教員の採用及び承認について 

 

委員出席確認、資料確認、議事録作成者確認に続き、学長の進行で、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定について 

〇四方教務部会長が、資料１－１、１－２に基づき説明し、原案のとおり承認された。 

 委員からは、特に意見はなかった。 

 

議事２ 入学者選抜の変更に伴う入学受入れの方針（アドミッション・ポリシー）の改定

について 

〇森部入試部会長が、資料２－１、２－２に基づき説明し、原案のとおり承認された。 

 委員からは、特に意見はなかった。 

 

議事３ 令和２年度計画（案）について 

〇笠島企画総務課長が、資料２－１、２－２に基づき説明し、原案のとおり承認された。 

 年森委員からインターンシップ専門人材の配置についての確認の質問があった。 
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議事４ 学長選考会議委員の選出について 

〇山本学務課長が、資料４に基づき説明し、長友委員、竹野委員、辻委員が選出された。 

 

 

Ⅱ 報告 

 

報告 1 令和２年度入学者選抜試験の実施状況について 

〇山本学務課長が、資料３に基づき、令和２年度前期開放授業開設科目を報告した。 
  

 

報告２ 宮崎県公立学校教員採用選考試験における大学推薦特別選考の取扱について 

〇野﨑教職課程部会副部会長が、資料６－１、６－２に基づき報告した。 

 長友委員から大学推薦特別選考について、小学校枠だけでなく、中・高等学校の枠を作

るべきでないか、要望をしてはどうかとの意見があった。 

 

報告３ 教員の採用及び昇任について 

〇笠島総務企画総務課長が、資料７に基づき報告した。 

 

 

Ⅲ その他 

〇年森委員から就活について、新型コロナウィルスの影響により、学生がウエブの利用を
求められているが、対応できているのかと、やり方に戸惑いはないのかとの質問があった。
山本学生・就職室長から対応はできていると思うが、戸惑いはあるとの回答があった。 
長友委員から、同じく新型コロナウィルスの影響による就職の取り消し等がないかの質問
があった。山本学生・就職室長から今のところないとの回答があった。 

 

 

 

 

 

次回開催日時（予定） 令和２年４月２１日（第３火曜日） １４:４０～１５時５０分 
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