
平成２３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２３年４月１２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、上原理事、田中附属図書館長、 

加藤地域研究センター長、戸髙学生部長、有馬教務部会長、 

大賀入学試験部会長、河野委員、長友委員 

〔事務局〕小八重事務局長、染矢企画総務課長、永井学務課長、 

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年度 教育研究審議会の運営等について 

３．平成２３年度計画 

４．公立大学法人 宮崎公立大学 平成２３年度計画【当日配付】 

５．東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）への対応について（素案）【当日配付】 

６．報告事項に関する参考メモ【当日配付】 

 

議事１ 教員の外国出張について 

事務局より、配付資料１に基づき、教員の外国出張について説明があり、審議の結果、了承

された。 

 

議事２ 平成２３年度 教育研究審議会の運営等について 

議長より、配付資料２に基づき、教育研究審議会の位置づけと役割、各部会との関係、具体的な

運営等に関する説明、提案があり、審議の結果、了承された。 

 

議事３ 平成２３年度計画について 

議長より、当日配付資料４に基づき平成２３年度計画の要点の説明、及び、配付資料３に基づき

教育研究審議会に関連する年度計画の説明があり、その後、意見交換が行われた。 

 

議事４ その他 

（１）東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）への対応について 

議長より、当日配付資料５に基づき、東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）への対応に関

する提案が行われ、今後、各部会等で具体的な対応策を検討していくこととなった。 

（２）入学志願者減への対応について 

議長より、入学志願者減に対する具体的方策についての要請があり、その後、意見交換が行

われた。 

（３）宮崎公立大学の市立化について 

委員より市立化に伴う大学名称の変更の有無について問い合わせがあり、事務局より変更が

無い旨の説明があった。 



 

報告１ その他 

議長より、当日配付資料６に基づき、（１）ハラスメントに関するアンケート結果の公表および

注意喚起、（２）准教授復職後の対応、（３）平成２３年度科学研究費補助金申請の状況、に関する

報告が行われた。 

 



平成 23 年度 第 2 回教育研究審議会議事録 

日 時：平成 23 年 4 月 26 日（火）13:30～15:30 

場 所：管理棟２Ｆ中会議室 

出席者：〔委 員〕中別府学長（議長）、河野委員、上原委員、中山学部長、 

田中委員（附属図書館長）、加藤委員（地域研究センター長）、 

戸高委員（学生部長）、有馬委員（教務部会長）、大賀委員（入試部会長） 

〔事務局〕小八重事務局長、染矢企画総務課長、永井学務課長、横山学務課長補佐 

櫛間企画総務課長補佐 

〔欠 席〕長友委員 

 

配付資料：① 本学入学志願者減に対する具体的方策（素案） 

     ② 報告事項に関する参考メモ 

 

議事１ 本学入学志願者減に対する対応について 

配布資料に基づき、議長より説明と提案があり、その後、意見交換が行われた。 

 

議事２ その他 

議長より、昨年度提案し、積み残した取組みについて、次回以降提案するとの意見があった。 

  ①MMU 学士基礎力 

  ②退職に伴う教員人事 

  ③全授業 15 回実施 

 

報告１ 准教授の復帰後の対応について 

事務局より、准教授の復帰後の対応についての説明があった。 

 

報告２ 東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）への対応について 

 議長より、東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）への対応について、各部会で引き続き検討を

お願いする、との要望があった。 

 

報告３ その他 

学生部長より全教職員に向けて、学生相談室の利用に関する文書を配信することが説明された。

 

議長より、報告事項に関する参考メモをもとに以下の報告があった。 

   ①ハラスメント防止・対策委員会の経過の報告 

   ②4 月 18 日に管理者と宮崎公立大学との懇談会を行った旨の報告 

   ③公立大学協会の会議の報告 

 



平成２３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２３年５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、小八重事務局長、中山人文学部長、田中附属図書館長、 

加藤地域研究センター長、戸高学生部長、有馬教務部会長、 

大賀入学試験部会長、河野委員、長友委員、上原委員 

〔事務局〕染矢企画総務課長、永井学務課長、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件：１件は当日配布） 

２．本学入学志願者減に対する具体的方策（案） 

３．研究支援年の実施に向けて 

４．教育情報の公表について 

５．報告事項に関する参考メモ 

６．東日本大震災の被災者への対応について（当日配布） 

 

議事１ 教員の外国出張について 

事務局より、教員の外国出張について説明があり、審議の結果、了承された。その後、今後

の教員の外国出張の取り扱いについては、過去の審議状況からみて、必要な場合のみ審議すること

の提案が議長からあり、了承された。 

  

議事２ 本学入学志願者減に対する対応について 

議長より、前回の教育研究審議会で合意を得たものに、新たに提案する内容を追加した具体的方

策（案）の説明がなされ、審議の結果、提案は了承された。 

 

議事３ 研究支援年の実施について 

議長より、これまでの経緯の説明がなされ、実施に向けての提案がなされた。審議の結果、次回

の審議会において、実施の方向で諮ることとなった 

 

議事４ その他 

図書広報部会長から、追加資料により、東北大震災被災者向けの図書館利用について、報告がな

された。 

 

報告１ 東日本大震災（東北太平洋沖大地震）への対応について 

前回の報告以降の新しい動きは特になし。 

 

報告２ 教育情報の公表について 

議長より、配布資料による現在の公表内容の説明の後、事務局から今後の公表については、今後

も見やすいものにしていくことの報告がなされた。  



 

報告３ その他 

議長より以下の報告がなされた。 

（１）教員評価 

（２）ハラスメント防止・対策 

（３）平成２２年度計画業務実績報告 

（４）公立大学協会。 

 



平成２３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２３年５月３１日（火）１３：３０～１５：１５ 

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、上原理事、田中附属図書館長、 

加藤地域研究センター長、戸髙学生部長、有馬教務部会長、 

大賀入学試験部会長、河野委員、長友委員 

〔事務局〕小八重事務局長、染矢企画総務課長、永井学務課長、 

櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐、荒木主事 

 

配付資料 

①．平成２２年度公立大学法人宮崎公立大学業務実績報告書（案） 

②．研究支援年の実施に向けて 

③．平成２３年度後期開放授業開設科目について 

④．平成２３年度短期研修受入れ事業（韓国）短期研修日程（案） 

⑤．宮崎公立大学ネットワーク（MMUNET）利用規約（案） 

⑥．平成２３年度 第１回カリキュラム改訂検討委員会（仮称） ほか 

⑦．平成２３年度第３回地域貢献部会議事録【当日配付】 

⑧．平成２３年度派遣留学生選抜試験結果【当日配付】 

⑨．東日本大震災で被災した受験生等に対する支援について【当日配付】 

⑩．報告事項に関する参考メモ【当日配付】 

 

議事１ 平成２２年度業務実績報告について 

業務実績については、成案をもって議事録に代えることが了承された。 

 

議事２ 研究支援年の実施について 

議長より、配付資料②に基づき、前回の協議において出された意見をもとに作成された修正案に

ついて説明があり、審議の結果、一部修正案は却下とするものの、委員の意見に対する追加提案を

議長がすることを付帯条件に、２４年度から実施することとし、今年度、公募を実施することが了

承された。 

 

議事３ その他 

地域貢献部会長より、配布資料⑦のとおり、定期公開講座のあり方について検討している旨の説

明があり、今後、教育研究審議会で審議していくことになった。 

 

報告１ 地域貢献部会からの報告 

地域貢献部会長より、資料③に基づき、後期の開放授業の科目の紹介があった。 

 

 

 



報告２ 国際交流部会からの報告 

国際交流部会より、資料④に基づき、蔚山大学校からの短期研修生受け入れに伴う、研修生によ

る授業の受講予告がなされ、また、資料⑧（説明後回収）に基づき、平成 23 年度の派遣留学選抜

試験結果についての説明があった。 

 

報告３ 情報ネットワーク部会からの報告 

情報ネットワーク部会より、資料④に基づき、ネットワークの利用規約が作成に伴い、禁止行為

事項について注意喚起をしたい旨の報告があった。また、事務局より、決裁後、利用規約を学内ネ

ットに掲載し、学生と教職員に周知を図る予定であることが補足説明された。 

 

報告４ 東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）への対応について 

事務局より、資料⑩に基づき、来期受験する受験生の検定料、入学する学生の授業料、入学料の

免除支援、及び、科目等履修生の検定料、授業料、入学料の免除支援について報告があった。 

 

報告５ 本学入学志願者減に対する対応について 

議長より、資料⑥に基づき、カリキュラム改訂検討委員会（仮称）や入試タスクフォース（仮称）、

広報 WG（仮称）、総合的進路支援対策会議（仮称）でそれぞれ取組みが始まり、７月末を小さな節

目にまとまった報告がされることになっていることが説明され、意見交換が行われた。 

 

報告６ その他について 

議長より、資料⑩に基づき、教員評価、ハラスメント防止・対策、年度計画実績報告、公立大学

協会に関するこれまでの取組み状況が報告された。 



平成２３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２３年６月２８日（火）１３時３０分～１５時２０分 

 場 所：管理棟２階中会議室 

 出席者：〔委 員〕中別府学長、小八重事務局長、中山人文学部長、田中附属図書館長、 

     加藤地域研究センター長、戸高学生部長、大賀入学試験部会長、 

     河野委員、長友委員、上原委員 

     〔事務局〕永井学務課長、櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐（中座） 

 配付資料 

   １．研究支援年の実施にむけて 

   ２．宮崎公立大学事務組合公立大学法人評価委員会による平成２１年度事業実績に関する 

     評価結果に対する対応（報告） 

   ３．平成２３年国公立大一般入試 学外試験会場一覧・平成２３年度入学試験【前期】日程 

     会場別一覧・地域別学生一覧（当日配布） 

   ４．報告事項に関する参考メモ（  〃  ） 

   ５．第一回凌雲杯中国語コンテスト・第７４回中国語検定試験教室割（  〃  ） 

   ６．高等教育コンソーシアム宮崎の概要・組織図（  〃  ） 

   ７．特別研究員制度について（  〃  ） 

 

議事１ 研究支援年の実施について 

 議長より、配付資料①に基づき、「公立大学法人宮崎公立大学研究支援年実施要綱」（案）の説明

があり、審議の結果、修正点が指摘されたが、提案は了承された。 

 

議事２ その他 

 事務局より、一般選抜前期日程試験の地方試験会場増設について説明があった。 

 

 議長より、特別研究員制度について説明があり、審議の結果、了承された。 

 

報告１ 平成２１年度業務実績に関する評価結果に対する対応について 

 議長より、配付資料②に基づき、６月２４日（金）に宮崎公立大学事務組合公立大学法人評価委

員会から、平成２１年度業務実績に対する評価結果のなかで「今後の課題」として指摘された事項

に対する報告があった。また、国際交流協定に基づく学生送出数は全国国公立大学中６位であるこ

との報告があった。 

 

報告２ その他 

 議長より、報告事項に関する参校メモ等に基づいて、以下の報告がなされた。 

（１）ハラスメント防止・対策委員会での審議事項 

（２）第１回凌雲杯中国語コンテストの開催 

（３）第７４回中国語検定の実施 

（４）高等教育コンソーシアムの「コーディネート科目」及び合同進学説明会 



（５）公立大学協会地区協議会の開催 

 

 地域研究センター長より、定期公開講座に関する報告があった。 



平成 23 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２３年７月２６日（火）１３：３０～１５：２５ 

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、上原理事、田中附属図書館長、 

加藤地域研究センター長、戸髙学生部長、有馬教務部会長、 

大賀入学試験部会長、河野委員、長友委員 

〔事務局〕小八重事務局長、染矢企画総務課長、永井学務課長、 

櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

配付資料 

①本学志願者数の経年推移の要因分析（素案 05） 

②規定の改正について（案） 

③在学生に対する督促について（案） 

④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） 

⑤研究支援年の実施に向けて 

報告事項に関する参考メモ 

総合的進路支援対策会議について【当日配付】 

カリキュラム改訂検討委員会報告書【当日配付】 

本学前期志願者増のために参考になる大学リスト【当日配付】 

 

議事１ 本学入学志願者減に対する対応について 

資料に基づき、あるいは口頭で、カリキュラム改訂検討委員会については人文学部長、入試タス

クフォースについては地域研究センター長・学生部長・入試部会長、ＰＲプランニングティームに

ついては附属図書館長、総合的進路支援対策会議については人文学部長より中間報告がなされ、意

見交換が行われ、さらに調査・検討と実践を進めることが確認された。 

 

議事２ 図書広報部会関連規程の改正および延滞利用者（学生）への督促について 

田中委員より、資料②・③に基づき説明がなされ、いくつかの指摘を経て、両案とも承認された。

 

議事３ その他 

資料④「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）」は異議なく承認された。

 

報告１ 研究支援年の実施に向けて 

資料⑤について、その確認がなされた。 

 

報告２ その他 

事務局より、「報告事項に関する参考メモ」に基づき、鹿児島入学試験会場視察の状況（高校・

会場施設ともに前向き・積極的）について報告がなされた。公立大学協会の第２回理事会（職員セ

ミナー）での指摘に関する報告、平成 23 年度地区協議会に関する依頼などがなされた。 



平成 23 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 23 年９月 13 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、中山人文学部長、上原理事、田中附属図書館長、 

加藤地域研究センター長、戸髙学生部長、有馬教務部会長、 

大賀入学試験部会長、河野委員、長友委員 

〔事務局〕小八重事務局長、染矢企画総務課長、永井学務課長、 

櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

配付資料 １．教員採用について 

２．平成２３年度交換留学生について 

３．教員の退職について（参考メモ）【当日配付】 

４．平成２４年度推薦入試における各高等学校への推薦枠【当日配付】 

５．教員の異動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） 

【当日配付】 

６．報告事項に関する参考メモ【当日配付】 

 

議事１ 教員の退職について 

１名の専任教員に関して、転任先の大学より８月に割愛願いがあり、審議の結果、承認された。

 

議事２ 教員新規採用について 

 「日本文学」の教員採用に関する方向性が示され、審議の結果、了承された。 

 

議事３ 平成２４年度推薦入試における各高等学校への推薦枠について 

 平成２４年度推薦入試における各高等学校への推薦枠の見直し案について説明があり、審議の結

果、承認された。 

 

議事４ その他 

「国際法」の教員採用に関する採用基本方針が提案され、審議の結果、承認された。 

 

報告１ 研究支援年の実施にむけて 

審査会のメンバー依頼など、今後の手続きを説明された。 

 

報告２ 平成２３年度交換留学学生について 

今年度の韓国からの交換留学生は、蔚山科学大学が半年２名ずつ、合計４名となった旨の説明が

あった。 

 

報告３ その他 

「公立大学の明日を考える懇話会」の開催、及び、ハラスメント防止・対策委員会の臨時会開催、

鹿児島での試験場開設の報告があった。 



平成２３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２３年９月２７日（火）１３時３０分～１５時３０分 

 場 所：管理棟２階中会議室 

 出席者：〔委 員〕中別府学長、河野委員、長友委員、小八重事務局長、中山人文学部長 

     田中附属図書館長、加藤地域研究センター長、戸高学生部長、有馬教務部会長、 

     大賀入学試験部会長 

     〔事務局〕永井学務課長、櫛間企画総務課長補佐（中座）、横山学務課長補佐 

          〔欠 席〕上原委員、染矢企画総務課長 

 配付資料 

   １．教員採用について−井上理事長への内申のための素案 − 

   ２．「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 

    （概要メモ） 

   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  

    「推薦入学方法などに関する実証的検証」報告書 

   ４．組織改編に伴う法人規程の一部改正について（案） 

   ５．報告事項に関する参考メモ 

 

議事１ 教員新規採用について 

 「日本文学」「国際法」の教員像の素案に関わる協議結果について、議長、人文学部長、入試部会

長より報告がなされ、素案が承認された。 

 

議事２ 推薦入学合格者の追跡調査について 

 議長より、配布資料２と３についての説明があった後、地域研究センター長により定量的分析の

説明があった。審議の結果、今後の取扱は、入学試験部会長が本議案を部会に持ち帰り、協議を開

始することとなった。 

 

報告１ 研究支援年の実施にむけて 

 議長より、研究支援年の選考審議会が１０月４日（火）に実施される予定であること、１０月１

１日（火）の教育研究審議会に研究支援提供者の報告がなされるとの報告があった。 

 

報告２ その他 

 事務局長より、配付資料４に基づき学務課所属の「就職活動支援室」を平成２３年１０月１日か

ら課に相当する「就職支援室」として独立させる組織改編に伴う法人規程の一部改正についての報

告があった。 

 

議長より、配付資料５に基づき、入学試験会場の増設、９月１５−１６日本学で開催された第２９

回電気設備学会、そして平成２２年度の業績実績の報告の評価について報告があった。 

 



平成 23 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 23 年 10 月 25 日（火）13:30～15:05 

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、上原理事、田中附属図書館長、 

加藤地域研究センター長、戸髙学生部長、 

大賀入学試験部会長、河野委員、長友委員 

〔事務局〕小八重事務局長、染矢企画総務課長、永井学務課長、 

櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

         ［欠席］有馬教務部会長、 

配付資料 

①  教員評価制度の構築にむけて 

②  愛知県立大学 教員の自己点検・自己評価 

③  教員活動評価調査票入力システム（岡山大学情報データベース） 

④  「みやざき TLO の今後について－組織の見直しに向けて－」 

⑤  宮崎公立大学付属図書館規定の改定について 

教員評価制度の構築にむけて（案）【別冊】 

報告事項に関する参考メモ【当日配付】 

 

議事１ 教員評価について  

議長より、配付資料に基づき、本題の経緯・現状の説明があり、その後、本会議での協議内容に

ついての協議事項について提案がなされた。審議の結果、今後の取扱いについて議長から提案があ

り、承認された。 

 

議事２ その他 

議長より、（１）暫定評価、平成 23 年度の業務実績報告、平成 24 年度の年度計画について現在

検討中であること、（２）近々、具体案を提示すること、（３）教職員が協働し全学を挙げて取り組

むこと、が説明された。 

 

報告１ 研究支援年の実施に向けて 

議長より、審査が終了し、それに伴う事務手続きがなされていることが報告された。 

 

報告２ みやざき TLO(Technology Licensing Organization)の今後について 

議長より、配付資料に基づき、みやざき TLO が抱える現在の問題点について説明がなされ、今後

組織の見直しに向けての検討が行われることが報告された。 

 

報告 3 宮崎公立大学付属図書館規定の改定について 

 附属図書館長より、配付資料にもとづき、規程に（１）土曜日についての記載、（２）土曜日開館

において一般の方への利用を認めない旨の記載、を追記することが報告された。 

 



報告 4 その他 

 議長より当日配布資料を基に、（１）ハラスメント防止・対策の取組状況、（２）教員選考会議（新

規採用は年内に「割愛願い」を出す、昇任に関しては年度内を目安に取り組む）の進捗状況、（３）

公立大学協会の平成 23 年 10 月５日に開催された九州沖縄地区協議会が成功裡に終了したこと、が

報告された。 



平成２３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 23 年 11 月 22 日（火）13:30～15:55 

場 所：管理棟２階中会議室 

出席者：〔委 員〕中別府学長、小八重理事（事務局長）、中山人文学部長、田中附属図書館長、

加藤地域研究センター長、戸高学生部長、有馬教務部会長、 

大賀入学試験部会長、河野委員、長友委員、上原委員 

〔事務局〕永井学務課長、櫛間総務課長補佐、横山学務課長補佐、染矢企画総務課長 

配付資料 

①教員評価について（2010 年度試行の再検討のための参考資料） 

②見消し修正案（「教員評価に係る年間自己点検・評価のための年度計画」）  

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） 

【本日協議用に修正】 

④平成 23 年度（2011）年度 学年歴（案）について 

平成 24 年度 学年歴（案） 

平成 23 年度（2011）年度 学年歴 

⑤平成 23 年度計画進捗状況ヒアリングの実施について 

【補足資料（１）～（８）】 

⑥報告事項に関する参考メモ 

 

議事１ 教員評価について 

議長より、配付資料に基づき、本事案についてのこれまでの経緯と協議内容について確認があっ

た。前回の協議で出された意見を受けて、記入者の立場に立って、簡素化するという方向で修正を

行ったという説明があり、内容を確認した。 

 

議事２ 平成 23（2011）年度 学年歴（案）について 

教務部会長より資料④24 年度 学年歴（案）について説明があり、原案が了承された。議長より、

「ＭＭＵ学士基礎力」と「15 回授業」については、カリキュラム検討委員会に検討を依頼している

ことの確認があった。 

 

議事３ その他 

議長より、（１）「暫定評価」について、近いうちに原案を提示する、（２）訴訟中の２名の教員の

平成 24 年度担当科目について協議中であることの旨、説明があった。 

 

報告１ 研究支援年の実施に向けて 

事務局より、平成 24 年度の研究支援年適用者についての審査が終了し、現在それに伴う事務手続

きを行っているとの報告があった。 

 

 



報告２ 平成 23 年度計画進捗状況ヒアリングの実施について 

事務局より、資料⑤に基づき、平成 23 年度計画進捗状況ヒアリングを 12 月上旬に行う予定で準

備を進めているとの報告があった。 

 

報告３ 平成 24 年度推薦入学志願者数について 

事務局より、平成 24 年度は昨年度と同じく 77 名が志願しているとの報告があった。 

 

報告４ その他 

議長より、配付資料⑥「報告事項に関する参考メモ」に基づき以下について報告があった。 

（１）教員評価関連書類の提出 

（２）「東南アジア青年の船」の受入れ 



平成２３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２３年１２月１３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、中山人文学部長、上原理事、田中附属図書館長、 

加藤地域研究センター長、戸髙学生部長、有馬教務部会長、 

大賀入学試験部会長、河野委員、長友委員 

〔事務局〕小八重事務局長、横山学務課長補佐、荒木企画総務課主事（議事１のみ） 

欠席者：〔事務局〕染矢企画総務課長、永井学務課長、櫛間企画総務課長補佐 

 

配付資料 

１．教員評価について（2010 年度試行の再検討のための参考資料） 

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）【成案】 

３．「Ⅱ 教育に関する年度計画」（例示）【成案】 

４．「教員評価に係る年間自己点検・評価のための評価表」（例示）【成案】 

５．大学運営に関する「年間自己点検・評価のための評価表」の記入について（例示） 

【成案】 

６．a.平成 24 年度 当該教員の講義および演習の担当について（案） 

７．当該教授の業務分担について（案）（参考メモ）【当日配付】 

８．b.平成 24 年度 当該教員の講義および演習の担当について（案） 

９．第１期中期目標・中期計画、暫定評価、第２期中期目標・中期計画の関連性について 

１０．卒業論文の提出方法と認定方法について（教務部会の協議結果） 

１１．平成２３年度就職内定状況 

１２．報告事項に関する参考メモ【当日配付】 

 

 

議事１ 暫定評価について 

議長より、暫定評価に関するこれまでの取り組み、経緯の説明があった。引き続き、事務局より、

配付資料９に基づき、「中期目標・中期計画と暫定評価の関連」「暫定評価の記載例」「今後のスケ

ジュール」の説明があった。質疑応答及び確認の後、議長より、自己評価確認の要請があった。 

 

議事２ 教員評価について 

配付資料１に基づき、第９回、第１０回の教育研究審議会における「教員評価」に関する協議概

要の確認が行われた後、議長より、配付資料２～５に基づき、「教員評価」の年度計画、評価表に

関する成案の説明及び提案があり、審議の結果、一部修正を経て、提案は承認された。 

 

議事３ 訴訟中の教員による平成２４年度担当科目について 

議長が、本件の取り扱い及び手続きについて審議の過程を確認した後、担当科目の提案がなされ、

審議の結果、一部修正を経て、提案は承認された。 



 

報告１ 推薦入試結果について 

入試部会長より、推薦入学試験の実施状況が報告された。 

 

報告２ 平成２３年度計画進捗状況ヒアリングの実施について 

議長より、平成２３年度計画の進捗状況について、ヒアリングが実施されたことが報告された。

 

報告３ 卒業論文の提出方法と認定方法について（教務部会の協議結果） 

教務部会長より、ハラスメント防止・対策委員会から検討依頼があった「卒業論文の提出方法と

認定方法」に関する教務部会での協議結果について、報告があった。 

 

報告４ 平成２３年度就職内定状況について 

人文学部長（就職対策部会長）より、１２月７日現在の就職内定状況が報告された。 

 

報告５ その他 

議長より、以下の報告があった。 

（１）外務省地方連携推進室長・古沢洋志氏の来学（１１月２５日） 

（２）本学を会場とした高等教育コンソーシアム宮崎による授業体験会（１２月１０日） 

（３）公立大学協会の九州・沖縄地区協議会による文部科学大臣あての大学教育改革の新展開推進

事業の実現に関する要望書提出 

 



平成２３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２４年１月５日（木） 

＜持ち回りによる審議＞ 

 

配付資料 １．平成２４年度 帰国子女特別選抜試験の評価方法について（変更後） 

２．平成２４年度 社会人特別選抜試験の評価方法について （変更後） 

３．平成２０年度 帰国子女特別選抜試験の評価方法について（変更前） 

４．平成２２年度 社会人特別選抜試験の評価方法について （変更前） 

５．私費外国人留学生特別選抜試験の評価基準と方法の見直しについて【参考】 

 

 

議事１ 特別選抜試験（帰国子女・社会人）の評価方法の見直しについて 

資料に基づき、特別選抜試験（帰国子女・社会人）の評価方法の見直しについて、持ち回りによ

る審議が行われ、異議なく承認された。 

 

 



平成２３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２４年１月１０日（火）１３：３０～１４：５０ 

場 所：管理棟２階中会議室 

出席者：〔委 員〕中別府学長、小八重事務局長、中山人文学部長、田中附属図書館長、 

加藤地域研究センター長、戸高学生部長、有馬教務部会長、 

大賀入学試験部会長、河野委員、長友委員、上原委員 

〔事務局〕永井学務課長、横山学務課長補佐、荒木企画総務課主事 

欠席者：〔事務局〕染矢企画総務課長、櫛間企画総務課長補佐 

配付資料 

１．暫定評価について（２件：配付資料①、作成方針案は当日配付） 

２．教育実習履修要件の一部変更について 

３．平成２４年度前期開放授業開設科目について 

４．報告事項に関する参考メモ 

 

 

議事２ 教育実習履修要件の一部変更について 

教職課程充実部会員より、配付資料②に基づき、今回の変更内容とその理由について説明の

後、審議の結果、原案通り承認された。 

 

議事１ 暫定評価について 

事務局より、配付資料①に基づき、暫定評価についての現状報告があった。また、基本指針及び

今後の取り扱いについて、本日配付資料を基に説明がなされ、今後は事務局と議長を中心に作成を

進め、完成段階で報告をすることで基本方針は了承された。 

 

議事３ その他 

特になし。 

 

報告１ 特別選抜試験について 

事務局から、１月７日実施の帰国子女、社会人、私費留学生特別選抜試験の実施報告があった。

 

報告２ その他 

（１）地域研究センター長から、当日配付資料に基づき、前期開放授業開設科目について、開設科

目と今後のスケジュールが報告された。 

（２）入試タスクフォースの先進地視察の時期が遅れていることに対し、早急に対処することの確

認がなされた。 

（３）当日配付の報告事項に関する参考メモに基づき、議長から次のような報告がなされた。 

①第５回みやざき観光・文化検定試験の受験状況（１２月１８日実施） 

②平成２４年９月初めに開催される九州体育・スポーツ学会のプログラム概要 



③１２月３日実施の高等教育コンソーシアム宮崎学生インターゼミナールにおける本学学生の

発表件数（全体の半分となる１４件）、優秀発表者（本学学生２名が選出） 

（４）大学の学内・学外行事を把握し、見聞するため、予定表の送付希望が委員からあった。 

 

最後に、議長から今回のハラスメント事案に対して、大学の教育研究の責任者として学生、教員、

地域社会に迷惑をかけたため、辞任してお詫びする旨の発言があった。 



平成 23 年度 第 14 回教育研究審議会（臨時）議事録（案） 

日 時：平成 24 年 1 月 12 日（木）13:50～14:20 

場 所：管理棟２Ｆ中会議室 

出席者：〔委 員〕 中山学部長、上原理事、田中附属図書館長、加藤地域研究センター長 

戸髙学生部長、有馬教務部会長、大賀入学試験部会長、 

河野委員、長友委員 

〔事務局〕小八重事務局長、染矢企画総務課長、永井学務課長、 

櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

配付資料 

公立大学法人宮崎公立大学定款 

  公立大学法人宮崎公立大学学長選考会議規程 

公立大学法人宮崎公立大学学長選考規程 

 

議事１ 学長選考会議委員の選出について 

事務局から、「学長選考会議委員の選出について」の説明後、議長（人文学部長）から、本審議会

から３名学長選考会議の委員を選出することになる旨説明があり、審議の結果、全員一致で、上原

委員、田中委員、加藤委員が、本審議会から選出されることが承認された。 

 

議事２ その他 

今後のスケジュールについて説明があった。 



平成 23 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 24 年 1 月 31 日（火）13:30～15:00 

場 所：管理棟２階中会議室 

出席者：〔委 員〕井上学長、中山人文学部長、上原理事、田中附属図書館長、 

加藤地域研究センター長、戸髙学生部長、有馬教務部会長 

大賀入学試験部会長、河野委員、長友委員 

〔事務局〕小八重事務局長、染矢企画総務課長、永井学務課長、 

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 24 年度の講義および演習の担当について（案）【当日配付】 

②  学長選考公示 

③  公立大学法人宮崎公立大学学長選考規程 

④  一般選抜試験 出願状況【当日配布】 

⑤  平成 23 年度の就職内定状況【当日配布】 

⑥  是正措置への対応について【当日配布】 

 

議事１ 平成 24 年度の講義および演習の担当について  

議長より、第 11 回教育研究審議会にて決定した、ハラスメント事件にかかわる 2 名の教員の平

成 24 年度の担当講義について、ハラスメント防止・対策委員会、教務部会での検討を踏まえ、24

年度も 23 年度と同様とする学長修正案を再提することが説明され、審議の結果、承認された。 

 

議事２ 学長選考に伴う候補者選考について 

事務局より、学長選考の公示内容について説明があり、報告事項が終了後、委員だけで協議する

ことになった。 

 

報告１ 入学試験の状況について 

出願受付開始から 8 日目までの状況では、平成 22 年度、23 年度入学試験の出願を上回っている

ことが報告された。 

 

報告２ 就職内定状況について 

人文学部長から、就職内定状況について、卒論提出時点で就職希望者が 157 人、うち内定者 131

人であることが報告された。 

 

報告 3 ハラスメントに係る対応について 

委員から今回のハラスメント後の対応について質問があり、外部検証委員会を設置したこと、学

生からの相談専用の携帯電話を設置したこと、保健室に事務局を通らず入れるよう外側にドアを付

けることにしたことが報告された。 

報告事項が終了後、事務局職員を除く委員だけによる学長選考についての協議が行われた。 



平成 23 年度 第 16 回 公立大学法人宮崎公立大学 教育研究審議会（臨時） 議事録 

日 時：平成 24 年 2 月 2 日（木）16:00～17:00 

場 所：管理棟２階中会議室 

出席者：〔委 員〕井上学長、中山人文学部長、上原理事、田中附属図書館長、 

加藤地域研究センター長、戸髙学生部長、有馬教務部会長、 

大賀入学試験部会長、河野委員、長友委員 

          

配付資料 

①  学長候補者履歴・業績表 

 

井上学長が司会者となって議事を進めた。 

 

議事１ 学長候補者の選定 

学長候補者について選定協議を行った。 

 



平成 23 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２月 14 日（火）13:30～15:30 

場 所：管理棟２階中会議室 

出席者：〔委 員〕井上理事長、中山学部長、上原理事、田中附属図書館長、 

加藤地域研究センター長、戸髙学生部長、有馬教務部会長、 

大賀入学試験部会長、河野委員、長友委員 

〔事務局〕小八重事務局長、染矢企画総務課長、永井学務課長、 

櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

 

議事１ 平成 24 年度学年暦について 

 講義数と卒業論文提出日について説明があり、審議の結果、了承された。 

 

報告１ 入学試験の状況について 

 平成 24 年度志願状況について、志願者数・志願倍率ともに上昇した旨の説明があった。 

 

報告２ その他 

東大による秋入学構想を受け、マスコミからも本学の動きを問われていることに伴い、意見交換

が行われた。 

 



平成 23 年度 第 18 回 公立大学法人宮崎公立大学 教育研究審議会（臨時） 議事録 

日 時：平成 24 年 2 月 23 日（木）13:00～14:30 

場 所：管理棟２階中会議室 

出席者：〔委 員〕井上学長、中山人文学部長、上原理事、田中附属図書館長、 

加藤地域研究センター長、戸髙学生部長、有馬教務部会長、 

大賀入学試験部会長、河野委員、長友委員 

 

井上学長が司会者となって議事を進めた。 

 

議事１ 学長候補者の選定 

学長候補者について選定協議を行った 

 



平成 23 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 24 年３月 13 日（火）13:28～15:15 

場 所：管理棟２階中会議室 

出席者：〔委 員〕井上学長、中山人文学部長、上原理事、田中附属図書館長、加藤地域研究 

センター長、有馬教務部会長、大賀入学試験部会長、河野委員 

〔事務局〕小八重事務局長、染矢企画総務課長、永井学務課長、 

櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐（、荒木主事） 

 欠席者：〔委 員〕戸髙学生部長、長友委員 

配付資料 

①平成 24 年度計画策定および平成 23 年度業務実績報告書作成スケジュール（案） 

②平成 24 年度計画（案）・教育研究部門 

③宮崎公立大学一般選抜前期日程試験合格者の内訳 

④（参考）本学入学志願者減に対する具体的方策（案） [第１頁]【当日配付】 

⑤（参考）カリキュラム改訂検討委員会報告書 [第１頁]【当日配付】 

⑥平成２３年度の就職内定状況（過年度との比較）【当日配付】 

⑦平成２４年度《前期》授業時間割（案）【当日配付】 

⑧休講条件について【当日配付】 

⑨平成２４年度（前期）交換留学生について【当日配付】 

 

議事１ 平成 24 年度計画について 

本件については、議事録は成案を以って替えることで了承された。 

 

議事２ カリキュラム改訂検討委員会について 

 議長より、資料④・⑤に基づいてカリキュラム改訂の経緯の再確認があった後、検討過程の構想

が提案され、審議の結果、了承された。 

 

議事３ その他 

 特になし。 

 

報告１ 入学試験の状況について 

 入学試験部会長及び事務局より、配布資料③に基づき、一般選抜前期日程試験の状況などに関す

る報告と補足説明がなされた。 

 

報告２ 就職内定状況について 

人文学部長より、配布資料⑥に基づき、３月 13 日時点での内定状況に関する報告（91.7％）が

あった。 

 

 



報告３ その他 

 教務部会長より、配布資料⑦に基づき、受講学生の集中回避、集中講義の合理化などを考慮した

時間割（案）を作成中である旨報告がなされた。また、配布資料⑧に基づき、休講条件について文

書化を行った旨報告がなされた。 

 

 事務局より、配布資料⑨に基づき、平成 24 年度前期の交換留学生２名が蔚山科学大学より推薦

された旨報告がなされた。 

 



平成 23 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２４年３月２８日（水）１０時００分～１２時００分 

 場 所：管理棟２階中会議室 

 出席者：〔委 員〕井上学長、上原理事、河野委員、長友委員、小八重事務局長、 

     田中附属図書館長、加藤地域研究センター長、戸高学生部長、有馬教務部会長、 

     大賀入学試験部会長 

     〔事務局〕染矢企画総務課長、永井学務課長、櫛間企画総務課長補佐、横山学務課長補佐 

         〔欠席〕 中山人文学部長 

 配付資料 

   １． 規程改正（案）について 

   ２． 学長特別補佐役の設置（案）について 

   ３． ハラスメント外部検証委員会報告書 

   ４． 平成２３年度教員選考について 

   ５． 平成２４年度入試試験結果 

   ６． 平成２３年度就職内定状況 

   ７． 宮崎公立大学の明日を考える懇談会について 

   ８． ２０周年記念事業・行事検討委員会報告書 

  

議事１ 規程改正（案）について 

 事務局より、資料１に基づき、学長が欠けた場合は人文学部長がその職務を代行するものとし、

学則を変更する旨の説明があり、審議の結果、承認された。 

 

議事２ その他  

 特になし。 

 

報告１ 「ハラスメント外部検証委員会報告書」について 

 事務局より、資料３に基づき、外部検証委員会の検証と提言を受領し、それをもとに対策をつく

ること、また、宮崎市から是正命令が来ており、４月１０日までに学生への説明会を開催し、宮崎

市に提出したいとの説明があった。 

 

報告２ 学長選考会議について 

 事務局より、学長候補者１名が推薦されたが該当者はなかったこと、資料２に基づき、学長特別

補佐役の設置（案）について説明があった。 

 

報告３ 平成２３年度教員選考について  

事務局より、資料４に基づき、選考結果の報告がなされた。 

 

 

 



報告４ 平成２４年度入試試験結果  

事務局より、資料５に基づき、入学予定者数２１２名、志願者倍率４.２%、志願倍率２.1%との

平成２４年度入試試験結果の報告がなされた。 

 

議事５ 平成２３年度就職内定状況 

附属図書館長より、資料６に基づき、平成２３年度就職内定状況について報告した。 

 

議事６ 宮崎公立大学の明日を考える懇談会について  

事務局より、資料７に基づき、宮崎公立大学の明日を考える懇談と「明日のための公立大のため

の（提言）」について報告がなされた。 

 

議事７ ２０周年記念事業・行事検討委員会報告書  

事務局より、資料８に基づき、２０周年記念事業・行事検討委員会報告書の報告がなされた。 
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