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拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

日頃より本学の教育・研究・社会貢献活動についてご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、本学は地域活性化の中核的役割を果たす大学として日々様々な活動を行っております。その活動の

概要は、大学のウェブサイト上にトピックスとして掲載し、幅広く地域の皆様に見ていただけるようしてい

るところです。 

そのトピックスを月毎にまとめたものを報道機関の皆様にお配りし、大学の活動を知っていただくととも

に、記事として取り上げていただき、より地域の皆様の目に届けたいと思っております。 

つきましては、是非一読していただき、取材していただくようお願いいたします。取材にあたっての関係部署

との調整・取り次ぎ等は総務広報課広報係にお申し付けください。 

敬具 

 

 

 

 

 

報道発表 ～世界を視野に 地域から始めよう～ 

① 発信元 

宮崎大学企画総務部総務広報課 

TEL：0985-58-7114  FAX：0985-58-2886 



宮崎大学最近のトピックス（令和３年４月分） 

 

1. 日機装(株)との共同研究包括連携協定に関する研究報告会を開催 

2. カリフォルニア州立大学フレズノ校 オンライン日本語交流を実施 

3. フェニックス・シーガイア・リゾートから特製カレーの提供 

4. 宮崎大学履修証明プログラム「宮崎大学 420単位時間日本語教員養成プログラム」

2020年度修了式を開催 

5. 韓国・順天大学校－宮崎大学 オンライン交流「話そう会」を開催 

6. 第２回地域活性化のための多文化共生・日本語支援シンポジウムを開催 

7. 新型コロナウイルス感染症の中等症肺炎に対する医師主導臨床試験が AMEDに採択 

8. 小林市と寄附講座の協定を締結 

9. 宮崎大学がジョセフ・Ｍ・ヤング駐日米臨時代理大使と学生の意見交換会を開催 

10. 令和３年度宮崎大学入学式を挙行 

11. ニュースターコミュニケーションズ株式会社と大学施設のネーミングライツに関する

契約を締結－新名称は「NSCエネルギースクエア」に決定－ 

12. 医学部附属病院総合周産期母子医療センターがリニューアル 

13. 産学連携により焼酎粕を燃料にするするための実用化プラントが完成 

～ 焼酎バイオエナジー宮崎日南工場 ～ 

14.  JA宮崎経済連グループとの共同研究等成果ポスターを展示 

15. 教育学部技術教育講座の学生からテーブルと椅子の寄贈 

16. 谷口浩美特別教授が聖火ランナーとして日南市を疾走 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  日機装(株)との共同研究包括連携協定に関する研究報告会を開催 

令和 3 年 3 月 1 日、宮崎大学は日

機装株式会社（東京都渋谷区）との共

同研究包括連携協定に関わる研究報

告会（オンライン）を開催した。 

この報告会は、平成 28年 11月、新技

術の共同開発研究によるイノベーシ

ョンの創出ならびに共同開発研究を

通じた人材育成等を目的として締結

した「共同研究包括連携協定」のもと、双方が保有するシーズ・ニーズのマッチング、共同

研究活動の年次報告として開催している。 

３回目を迎える今回は、「共同研究包括連携協定のこれまでの歩み」として、活動実績・成

果の振り返りや UV-LED の応用など多分野における共同研究活動拡大の状況報告が行われ、

引き続き活動報告が行われた。 

活動報告では、医学部に設置した医療環境イノベーション講座における異分野融合研究と

して、「深紫外線 LED（DUV-LED）を用いた床面殺菌装置開発」、「新型コロナウイルスに対す

る深紫外線 LEDおよびオゾン水の有用性」と題し、２名の研究者からの研究報告が行われ、

引き続き、「包括連携協定に関わるシーズ・ニーズマッチング」として、学内からのシーズ

の提案募集や企業とのマッチング・ミーティングの開催など、幅広い分野への展開を図るた

めの共同事業推進活動の状況が報告された。 

今後も、宮崎大学と日機装株式会社は、研究活動への理解を深める機会として本報告会を毎

年実施することとしている。 

 

 

 

2.  カリフォルニア州立大学フレズノ校 オンライン日本語交流を実施 

令和 3 年 2 月 24 日（水）、3 月 5 日

（金）の 2回にわたり、宮崎大学では、

カリフォルニア州立大学フレズノ校の

学生と宮崎の学生・高校生らが日本語交

流を行った。 

米国カリフォルニア州では新型コロナ

ウィルス感染症の影響が大きく、大学の

講義がオンラインとなり、また留学生数

も減少していることから、日本語を学習する学生が生の日本語に触れる機会が得られなく

なってしまったことを受け、宮崎県出身で日本語の教鞭をとるミホ・シュワイツァー先生の



提案により、本イベントを実施することとなった。 

当日は、フレズノ校の中級日本語クラスの学生、宮崎県からは宮崎大学、宮崎公立大学の学

生、宮崎大宮高校の生徒および本学日本語教員養成プログラム受講生ら約 25 名が参加し、

新型コロナウィルス感染症の状況や、コロナ後に行きたい場所、関心のある日本文化や、宮

崎とカリフォルニア州の相互の紹介などのトピックで会話が弾んだ。 

現在は、コロナ禍で互いに行き来できない状況ではあるが、今回のようなオンラインでの交

流により国際意識や海外への関心を維持することで、コロナ後の留学や海外渡航などへの

意欲を高めることができると感じることができた。 

宮崎大学では、今後も様々な形で地域と世界とを結ぶ交流イベントを継続して行くことと

しており、国際感覚を備えたグローバル人材の育成を推進していくこととしている。 

 

 

 

3.  フェニックス・シーガイア・リゾートから特製カレーの提供 

令和 3年 3月 19日（金）、フェニック

ス・シーガイア・リゾートから、医学部

附属病院玄関前において、キッチンカー

による特製カレーの提供があり、医療従

事者へふるまわれた。 

新型コロナウイルス感染症患者の治療

にあたる医療従事者に感謝と敬意の気

持ちを伝えようと同社が企画したもの。 

シーガイアコンベンションセンター宴

会部 久保支配人から「医療に従事されている方々は最前線で頑張っておられ、食事の時間

も自由に取れないと聞いているので、特製カレーを食べて元気になっていただきたい。」と

の寄贈の趣旨説明があり、これを受けて、宮崎大学医学部附属病院の鮫島浩病院長から「温

かい心遣いに大変感謝している。地元のエネルギーを我々も食べて、地元の皆さんの健康に

尽力したい」と謝辞があり、併せて感謝状が贈られた。 

特製カレーのふるまいは 3月 26日にも行われ、計 200食が無料でふるまわれた。 

 

 

 

4.  宮崎大学履修証明プログラム「宮崎大学 420単位時間日本語教員養成プログラム」 

令和 2年度修了式を開催 

令和 2年 3月 20日、宮崎大学履修証明プログラム「宮崎大学 420単位時間日本語教員養

成プログラム」令和 2年度修了式を附属図書館本館 1階ワークショップコートにて挙行し、



第 2期修了生 28名を送り出した。 

本プログラムは学校教育法に基づ

く履修証明プログラムであり、昨

今の在住外国人の増加に伴い国際

化・多様化している地域社会に貢

献できる実践的な日本語教員の養

成を目的として令和元年度から実

施しており、国立大学では唯一の

社会人に開かれた日本語教員養成研修となっている。社会人が受講しやすいように構成し

てあるため、様々なバックグラウンドを持った幅広い世代が受講し修了している。 

令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症の影響により 1 か月遅れて令和 2 年 7 月からの開

講し、オンライン講義、オンデマンド視聴講義が中心となる時期もあったが、修了生からは

無事に全ての科目を終えられ、この式を迎えられる喜びと安堵の声が多く聞かれた。 

 感染拡大防止対策を行いながら開催された式では、村上啓介国際連携センター長から修

了生一人ひとりに履修証明書が授与され、今後の日本語教育への今後の貢献に期待を寄せ

る式辞が送られた。続いて臨席の講師から今後の活躍を祈念して激励の言葉が贈られた。 

また、修了生ひとり一人から、これまでの学修への思いや修了した喜び、これからの抱負等

が語られた。 

今後、修了生は日本語教員として在住外国人への日本語教育・支援、異文化接触、多文化共

生等に携わりながら経験豊富な日本語教師となって国内外で活躍することが期待される。 

 

 

 

5.  韓国・順天大学校－宮崎大学 オンライン交流「話そう会」を開催 

日本語学習者と日本語学習支援

者の継続した学び、交流の機会を作

るため、オンライン会議ツールを使

用したオンライン交流「話そう会」

が 2021 年 1 月から 3 月の間に計 8

回、宮崎大学の海外協定校である韓

国・国立順天大学校との間で実施さ

れた。この交流は、宮崎大学大学院

を修了し、現在は順天大学校アジア語文学部日本語日本文化専攻で日本語指導を行う眞榮

田義正客員教授が企画し、実施している。 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、海外渡航や留学が行えないだけでなく、リモート

ワーク、非対面授業などに切り替わっていることで人とモノの交流が難しくなっている状

http://www.miyazaki-u.ac.jp/newsrelease/20210330_01_03.JPG


況の中、日本語学科など日本語を学ぶ順天大学校の学生 10名、宮崎大学の学生、日本語教

師養成研修の受講者、県内高校生、県内在住の日本語教育支援者など計 20名が参加し、日

本語・韓国語を交えて、毎週さまざまなテーマについて話し合った。 

毎回のグループトークでは、日韓の文化や言語の違い・共通点、両国で流行しているものや

問題になっていることなど、身近な話題から時事問題について議論することもあった。会を

重ねるごとに、参加者同士の会話も増え、日本語や日本に関する素朴な疑問や、韓国の行事、

食文化に関する話題が出て、お互いの文化や生活について深く理解する姿が見られた。 

参加者からは、「日常ではあまり話せなかった日本語でいっぱい会話したところが良かっ

た」、「期待以上に隣国であることを体感できた」、「お店や実家から参加する学生の背景が、

韓国を感じさせるものがあって面白かった」、「テーマごとに自由に話すことができて良か

ったが、少し活動の時間が短く、また韓国語で会話する時間が欲しかった」など、さまざま

な意見が出ていた。 

第 2 期は、毎週土曜日 19 時～20 時にて 3 月 27 日から開始しており、5 月末まで実施の予

定。 

 

 

 

6.  第 2回地域活性化のための多文化共生・日本語支援シンポジウムを開催 

令和 3 年 3 月 14 日、宮崎大学は

宮崎県との共催により 2019 年度に

続き 2回目となる「地域活性化のた

めの多文化共生・日本語支援シンポ

ジウム」を開催した。 

宮崎県は外国人増加率が 19.42%と

全国 1 位（総務省人口動態調査

2020.1）であり、急激な国際化や在

住外国人への対応が喫緊の課題となっている。この地域課題に対し、宮崎大学では 2019年

度より「宮崎大学 420単位時間日本語教員養成プログラム」を開講して外国人の日本語学習

を支援する日本語教育人材の養成を行っている。また、宮崎市、JICAと連携した「宮崎-バ

ングラデシュ・モデル」により、IT 分野での高度外国人材導入を支援するとともに、地域

における外国人材の受け入れ方を摸索している。さらに、宮崎県では、みやざき外国人サポ

ートセンターを 2019 年 10 月に開設するとともに、地域日本語教育体制整備事業を実施し

て、地域日本語教室の展開など、在住外国人支援体制の拡充を図っている。 

こうした現状や活動を広く伝えるとともに、地域と協力して国際化を地域の活性化につな

げるべく、国際交流や日本語教育、外国人材支援に関わる各分野からパネリストを招いての

開催となった。新型コロナウィルス感染症対策のため、会場とオンラインの同時配信にて行



い、およそ 90人（会場 30、オンライン 60）が参加した。 

参加者からは、「宮崎県内の外国人が抱えている問題が理解できた」、「身近な問題としてと

らえることができた。」、「『暮らしやすい宮崎』にするためにも今後もお互いに連携を図って

いきたい」、「日本語支援の体制づくりや支援者の役割などがよくわかりました」、「地方なら

ではの素朴な、温かい支援のしくみができるといい」など多くの感想、意見を頂戴し、参加

者の９割から次回の開催を望む声があった。 

今後、宮崎大学では、産官学の地域での連携を深めつつ、宮崎の国際化への対応、多文化共

生社会への取り組みのさらなる強化を図っていく。 

 

 

 

7.  新型コロナウイルス感染症の中等症肺炎に対する医師主導臨床試験が AMEDに採択 

令和 3 年 3 月 26 日（金）、宮崎大学

医学部は、同学部内科学講座循環体液

制御学分野北村和雄教授らの研究グ

ループが提案した新型コロナウイル

ス感染症の中等症肺炎に対する医師

主導臨床試験（早期第Ⅱ相試験）の研

究開発課題「COVID-19による中等症肺

炎の治療薬開発―Phase Ⅱa 試験」が、

国立研究開発法人日本医療研究開発

機構（AMED）の令和２年度「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業（新

型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対する研究）」に採択されたことから、宮崎県庁に

て会見を行った。 

同研究グループは、北村教授らが発見した生理活性ペプチド「アドレノメデュリン（AM）」

が、血管の健全性を制御する必須の因子であることから、抗炎症作用と併せて、COVID-19に

よる重症肺炎患者に AMを投与することで、血管や肺の損傷、多臓器障害を抑制する可能性

に着目し、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）の支援を得て、本学医学部附属

病院及び国立国際医療研究センター国際感染症センターを中心とする多施設共同医師主導

治験により、COVID-19重症肺炎患者に対する AMの投与効果を検証していた。 

今回、本学医学部は、国立国際医療研究センター国際感染症センター及び長崎大学大学院医

歯薬学総合研究科とともに、中等症肺炎患者の重症化防止・治療を目的とする前期第Ⅱ相臨

床試験（PhaseⅡa）を AMEDの令和２年度「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発

推進研究事業（新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対する研究）」に提案し、研究開

発課題「COVID-19による中等症肺炎の治療薬開発―Phase Ⅱa 試験」として採択され、既に

実施中の COVID-19重症肺炎に対する臨床試験と併せて、COVID-19中等症肺炎に対する臨床



試験を行うことを発表した。 

北村教授は会見で「重症化予防や早期回復は、医療のひっ迫を防ぐことにもつながる。１日

でも早く実用化し、患者や治療を行っている医師に届けたい」と話した。 

 

 

 

8.  小林市と寄附講座の協定を締結 

令和 3年 3月 29日（月）、宮崎大学と小

林市は、4月 1 日に開設する寄附講座「災

害医療・救急医療支援講座」の協定を締結

した。 

同講座は、県内の災害拠点病院が相互に支

援できる取り組みの研究や「災害・救急医

療」「地域医療」に関する教育を進めるなど

西諸地区の地域医療の充実に取り組むた

め設置するもの。 

寄附額は年間 2500万円で設置期間は令和 8年 3月末までの 5年間。教員 2名を配置し、そ

のうち 1名は小林市立病院に常駐し、西諸地域の救急医療体制の充実に取り組む。 

調印式では、池ノ上学長が「多額の寄附をいただき大変感謝している。大学の使命である教

育と研究を続け、地域医療に貢献したい。」と抱負を述べ、宮原小林市長から「新燃岳噴火

や豪雨災害など山間部特有の災害も見込まれるため、西諸の医療体制充実に向けた大きな

一歩になる。」と期待が語られた。 

 

 

 

9.  宮崎大学がジョセフ・Ｍ・ヤング駐日米臨時代理大使と学生の意見交換会を開催 

令和 3 年 3 月 29 日、宮崎大学は駐日

米国臨時代理大使のジョセフ・Ｍ・ヤン

グ氏の訪問を受け、学生との意見交換

会を開催した。 

本訪問は、令和 2 年度リニューアルし

た附属図書館に、在福岡米国領事館か

らの助成によって、「アメリカン・イン

フォメーション・デスク」を設置したこ

とに伴い実現したものである。 

はじめに、ヤング臨時代理大使は学生代表 2名による英語での図書館の案内を受けながら、



図書館 1階の「根井正利博士展示コーナー」および同 3階の「アメリカン・インフォメーシ

ョン・デスク」を視察した。 

その後、本学の学生 20名（留学生含む）やオンライン参加者 20名とアフターコロナの留学

や異文化理解等に関して英語で積極的なディスカッションを展開した。ヤング氏から、「英

語圏には『誰かの靴を履いてみること』という言い回しがあるが、どのようなときも相手の

立場に立って考えることが重要」とのアドバイスが学生に送られた。 

同デスクでは、コロナ禍においても、オンラインセミナーや留学生との交流により、海外留

学に関心のある日本人学生の支援を行い、本学における積極的な国際交流の促進に取り組

んでいくこととしている。 

 

 

 

10.  ニュースターコミュニケーションズ株式会社と大学施設のネーミングライツに 

関する契約を締結 －新名称は「NSCエネルギースクエア」に決定－ 

宮崎大学は、ニュースターコミュニケ

ーションズ株式会社（本社：宮崎県都城

市、代表取締役：吉原和雄）と大学施設

のネーミングライツに関する契約（以下

本契約）を令和 3 年 2 月 18 日に締結し

た。これにより、令和 3年 4月から集光

型太陽光発電システムの愛称が「ＮＳＣ

エネルギースクエア」となる。 

本学ではキャンパス内の各所に様々な

種類の太陽光発電（計 211kW）を設置しており、今回対象とした集光型太陽光発電システム

（31kW）は、レンズで集光した日光を最適な角度で受けられるように自動でパネルを動かし

太陽を追尾する効率的なシステムである。 

本契約を機に本学は「ＮＳＣエネルギースクエア」の愛称が多くの学生に親しまれ、定着す

るよう努め、地域の活性化及び産学連携の機会拡大につなげていきたいと考えている。 

ネーミングライツ制度は「本学及び地域の活性化に資するほか、事業者と連携する機会を拡

大するとともに、新たな財源を確保し、健全で安定した財政基盤を確立すること」を目的と

しており、本件以外にもネーミングライツパートナーを募集している。 

 

 

 

 

 



11.  令和３年度宮崎大学入学式を挙行 

令和 3年 4月 5日（月）、宮崎大学創

立 330記念交流会館コンベンションホ

ールにおいて、入学式を挙行し、学部・

大学院などに 1363 名の新入生が入学

した。 

令和 3年度は、新型コロナウィルス感

染症の拡大防止のため、各学部・研究

科の新入生代表者に出席者を限定した

ことから学生 15 人と池ノ上克宮崎大

学長をはじめとする宮崎大学関係者約 20名が列席。新入生を代表して地域資源創成学部の

清水颯さんが「学業に専念し、社会の期待に応えます」と宣誓した。 

今後、4月 6日（火）に新入生オリエンテーションが全学部で実施され、4月 9日（金）か

ら前学期授業が開始されることとなっている。 

5 学部の新入生 1,064 人の内訳は、県内出身者が 35%に対し、県外等出身者が 65%を占め、

男女比としては、約 40%近くが女子学生となり、女子学生の割合は前年と比較して上昇した。 

 

 

 

12.  医学部附属病院総合周産期母子医療センターがリニューアル 

令和 3年 4月 6日（火）、宮崎大学医学

部附属病院では、1000g 未満で生まれて

くる超低出生体重児や心臓その他の病気

や合併症を持つ新生児への医療体制を拡

充することを目的に、総合周産期母子医

療センターを改修し、内覧会を実施した。 

今回の改修は、令和 2 年 9 月から約半年

間かけて行われ、総工費は約 3 億 6 千万

円。NICU（新生児集中治療管理室）およ

び GCU（新生児回復室）が拡大されたことから、新生児 1床あたりのスペースは NICUが 9.3

㎡から 12.7 ㎡へ、GCU が 6.7 ㎡から 9.2 ㎡と広くなり、複数台の医療機器を使用する重症

新生児へのスムーズな対応が可能となった。 

また、室内の全ての機器をシーリングペンダント（天井吊り下げ）式にして、電気コードな

どが一切床に設定されていない状況にすることで、細菌の温床となる埃がたまりにくくな

り、感染症対策がさらに強化されているほか、電子カルテなどを見るモニターも各種機器の

前方に設置することで、新生児をモニタリングしながらカルテ情報の記録ができるように



なった。 

さらに、室内の胎児心拍数モニタリングシステムは、必要に応じて本学附属病院以外の施設

の胎児モニターも共有することができ、宮崎県内の安全な分娩体制を強化した。 

センター長を務める児玉由紀教授は、産婦人科医である池ノ上克学長、鮫島浩病院長がこれ

まで確立してきた宮崎県の周産期母子医療体制について前置きしたうえで、「本県の周産期

母子医療の『最後の砦』として、母体と胎児の命を守っていきたい」と力を込めた。 

4 月 8日（木）には、現在仮設の NICU / GCUにいる新生児が移ってくることになっていて、

本学が取り組む地域に根差した周産期母子医療体制の新たな一歩を踏み出す。 

 

 

 

13.  産学連携により焼酎粕を燃料にするするための実用化プラントが完成 

～ 焼酎バイオエナジー宮崎日南工場 ～ 

令和 3年 4月 7日（水）、宮崎大学工学

部と共同研究を実施してきたあなぶきハ

ウジングサービスを中核とするあなぶき

グループ（高松市、新宮章弘社長）は、

焼酎粕を利活用して燃料にするための実

用化プラントを設置した「焼酎バイオエ

ナジー宮崎日南工場」の落成式を挙行し、

新宮章弘社長、池ノ上克宮崎大学長およ

び崎田恭平日南市長を含む 50 名以上の

関係者が出席した。 

南九州は焼酎の一大産地で、特に、宮崎県は焼酎売上額が 2010年から 8年連続全国 1位で

地域経済の大きな柱となっている一方、小規模な酒造メーカーは、焼酎の製造過程で発生す

る焼酎粕（焼酎蒸留粕）を廃棄物処理業者に「廃酸」として処理を依頼しており、そのコス

トが大きな課題となっていた。 

そこで、この地域課題解決のため、現あなぶきハウジングサービス焼酎バイオマス事業推進

課の池田勇人氏が、焼酎粕から高濃度エタノールを抽出することなどで、資源のリサイクル

を図るとともに、焼酎粕の処理コスト削減をする方法はないかと模索し、最終的にたどり着

いたのが塩盛弘一郎教授だった。 

2013 年に宮崎県産業支援財団の紹介で塩盛教授が相談を受けた当初、実用化には課題も多

かったが、その後の池田氏の真摯な実験の取り組みで、焼酎粕の再蒸留の過程でエタノール

が増えること、でんぷん源を加えると再発酵が起こりエタノールを増やせることを確認し、

これらの結果と塩盛研究室で蓄積していた蒸留技術を基に、焼酎粕からバイオマス燃料を

製造する焼酎粕処理プロセスを構築するための共同研究を、当時の同氏が所属する加賀城



建設（株）と 2014年に本学産学・地域連携センター内に研究室を構え、2017年には同セン

ター敷地内に実証パイロットプラントを設置して実証実験を開始した。 

今回完成した本工場は、敷地面積約 2060㎡（建物面積約 380㎡）で、あなぶきグループが

出資して建設したもので、一日に処理できる焼酎粕は約 12トン。焼酎粕に食品加工会社な

どで処分される生芋に含まれるでんぷんを加えることでエタノール発酵が起こり、最終的

には一日あたり約 1,200 リットルのエタノール燃料とともに、約 2 トンのペレット燃料を

製造できるようになる。また、それらを処理プロセスの燃料に使用することで、コスト削減

と二酸化炭素排出削減を実現する焼酎粕処理プロセスとなっており、酒造会社への導入を

目指す。そして、本処理プロセスにより、焼酎粕をカーボンニュートラルなバイオマス燃料

に変換することで焼酎製造のエネルギーリサイクルの実現が期待される。 

池ノ上学長は「本学では、地域貢献を最優先に取り組んできたが、塩盛研究室における研究

成果を地域課題の解決に直結する形で企業との連携ができたことはうれしい限り」と述べ、

池田氏は「一日でも早く地域の酒造会社の期待に応えたい」と落成式を離れたところから見

ながら感慨深げに語った。 

宮崎大学では、本年 4月に設立された「みやざき SDGｓプラットフォーム」の事務局を置く

など、今後も産学官連携を強化しながら、環境にも配慮した形で地域課題の解決に資する取

組を強力に推進していくこととしている。 

 

 

 

14.  JA宮崎経済連グループとの共同研究等成果ポスターを展示 

宮崎大学は、宮崎県内の農業の発展と

相互の資質向上に寄与することを目的

に、平成 19年度に JA 宮崎経済連グルー

プと包括連携協定を締結し、本学の農学

部と県内の農業振興等のために、様々な

分野において共同研究を中心とした連

携事業・研究を展開している。 

例年、「JA宮崎経済連グループと宮崎大

学の包括連携協定に基づく共同研究等

成果報告会」として、双方の役員、関係教員等が一堂に会する成果報告を行ってきたが、令

和 2年度は、新型コロナウィルスの感染拡大の状況を踏まえ、活動状況および研究成果をポ

スター形式でとりまとめ、JAビルと宮崎大学附属図書館にて展示することとした。 

併せて、昨年 12月に実施した地域デザイン講座主催の「宮崎大学企業フォーラム（JA宮崎

経済連編）」の様子についても展示している。 

コロナ禍における新たな取り組みが、この機会に教職員への共同研究成果の紹介および学



生・一般来訪者に向けた産学連携事業活動のアピールに繋がることを期待している。 

● 展示場所：宮崎大学附属図書館 1階コミュニケーションコート（JA ビルの展示は終了） 

● 展示期間：令和 3年 4月 12日（月）～5月 14日（金） 

【令和２年度共同研究】 

 共同研究① 生食キンカンの有効性に関する研究 

      （研究代表者：農学部 江藤 望准教授） 

 共同研究② 宮崎県産青果物に含まれる機能性微粒子解析とその応用 

      （研究代表者：地域資源創成学部 山﨑 有美准教授） 

 共同研究③ 豚の浮腫病対策 

      （研究代表者：農学部 末吉 益雄教授） 

 連携研究① JA宮崎経済連を介したスマ農・機械化システムの取組み  

       ～ニンジン茎葉処理及びほうれん草収穫機械改良について～ 

      （実証実施責任者：産学・地域連携センター 小林 太一准教授） 

【宮崎大学企業フォーラム（JA宮崎経済連編）】 

 『SDGｓと農業協同組合』～持続可能な社会実現をめざして～ 

 

 

 

15. 教育学部技術教育講座の学生からテーブルと椅子の寄贈 

宮崎大学木花キャンパスの屋外交流

スペース『まほろば』に、本学教育学部

技術教育講座の藤元嘉安教授指導の下、

武田晴花さんを中心とした学生グルー

プが宮崎県産スギ乾燥材を利用して製

作したテーブルと椅子が寄贈され、令和

3 年 4 月 19 日、感謝状および記念品贈

呈式が実施された。 

『まほろば』において実施された贈呈式

では、池ノ上学長から学生代表の武田さんに感謝状と記念品が手渡され、池ノ上学長から、

授業外の時間を使って制作したという学生たちの自主的な活動への賞賛と謝辞が述べられ

た。 

また、武田さんらからは、今回寄贈されたテーブルと椅子と同じ木材で制作した「テンセグ

リティ」と呼ばれる構造材が宙に浮いているように見える不思議なオブジェも寄贈された。 

本学では、平成 26年度に木花キャンパスの中央部に県産木材を使用した創立 330記念交流

会館を建設したほか、藤元教授が、県産材普及・啓発への多大な貢献があったとして、みや

ざき木づかい県民会議（会長 河野俊嗣宮崎県知事）から感謝状が贈られるなど、全学的に



県産木材の利用を促進するとともに、環境に配慮したキャンパスづくりに取り組んでいる。

今後も取組を積極的に推進することで、県産材の積極利用や環境への配慮の機運を高めて

いく。 

 

 

 

16. 谷口浩美特別教授が聖火ランナーとして日南市を疾走 

 令和 3年 4月 25日（日）・26日（月）、東

京オリンピックの聖火リレーが宮崎県内で

開催され、本県ゆかりのオリンピアンを含む

181人のランナーが参加した。 

宮崎大学からは、1991 年世界陸上男子フル

マラソンにおいて金メダルを獲得した谷口

浩美教育・学生支援センター特別教授が、2

日目の日南市内での 15 名による聖火リレー

の最終ランナーを務め、日南市有数の観光地である飫肥城周辺において多数の地域住民に

歓迎されながら笑顔で疾走した。 

谷口特別教授は、現在も県内外での各種講演に出向く傍ら、本学において市民向けの公開講

座「フルマラソンを走ろう」を継続して実施するなど、スポーツを通じた市民の健康増進に

貢献している。 

 


