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宮崎大学のトピックス（１１月分）の配信について 

 

 

 

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１１月分） 

 

 1. 宮崎大学医学部看護学科後援会から寄附金の贈呈 

 2. 木花キャンパスにおいてトヨタのカーシェアサービス「TOYOTA SHARE」を開始 

3. 大分大学と連携・協力協定を締結 

4. プロサッカーチーム「テゲバジャーロ宮崎」の選手が宮崎大学を訪問  

5. 医学獣医学総合研究科修了ハラ・ガマル・アリ・アリ・エル・ダウスさんが 

若手外国人農林水産研究者表彰（Japan Award）を受賞  

6. 農学工学総合研究科「英語による農工大学院生研究発表会」を開催 

7. 教育学部 4年の時任太那さん：第 44回朝日アマチュア将棋名人戦で宮崎県代表へ  

8. キャンパスクリーンキャンペーンを実施 

 9. 工学部で VR英会話プロジェクトを開始 

～VR空間を利用した英会話レッスンで楽しみながら学習できる～  

 10. 修学支援事業「学生向け 100円弁当第２弾」：1,180食が 30分で完売 

11. 水光正仁・次世代研究者支援室長が「生物工学功労賞」を受賞 

 12. GEホールディングスから「ブルーベリー教授のくにさと 35号のど飴」の寄贈 

 13. 地域デザイン講座特別セミナー「宮崎大学企業フォーラム ＪＡ宮崎経済連編」を開催 

 14. 日本三大秘境の椎葉村長が高校生・大学生に講演 

 15. 「宮崎大学発ベンチャーシェアオフィス」の開設セレモニーを実施 

 16. 都農町の小学校にて「運動教室」を実施 

17. 公開講座「"和合の郷"土呂久に学ぶ環境学 2」を実施 

19. 九州地区 防災・減災シンポジウム in 宮崎 2021」をオンラインで開催 

 18. 教育学部尾之上准教授が日本教育心理学会優秀論文賞を受賞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 宮崎大学医学部看護学科後援会から寄附金の贈呈 

令和 3 年 10 月 27 日（水）、医学部看護

学科後援会から医学部へ 30 万円の寄附が

あり、土谷和利会長から菱川義隆医学部長

へ目録が贈呈されｃた。 

土谷会長から、「医学・看護学教育の発展

のために寄与したい。」と述べられ、これ

を受けて、菱川学部長から、「昨年度に引

き続いてのご支援に大変感謝している。学

生の教育に役立てたい。」と謝辞が述べら

れた。 

 

 

 

2. 木花キャンパスにおいてトヨタのカーシェアサービス「TOYOTA SHARE」を開始 

令和 3 年 11 月 1 日（月）より、宮崎

大学と宮崎トヨタ自動車株式会社は、木

花キャンパスにおいてカーシェアの実

証実験を開始した。全国的にも大学内で

のカーシェア設置は事例として少なく、

県内では初の取り組みである。 

木花キャンパス体育館南側駐車場にシ

ェアカー2台を配置し、スマートフォン

の専用アプリを使用して簡単に利用す

ることができるようになっている。 

本学では、学生生活を豊かにすることを目的に、様々な交通手段を学生に提供しており、カ

ーシェアは「シェアサイクル（PiPPA）」に続いての導入となる。 

クルマを保有するのと変わらない利便性を、クルマの維持費をかけずに得ることができる

カーシェアを活用することで、学生の行動範囲が拡大するとともに、生活費の低減等にも

繋げることができ、キャンパスライフのさらなる充実につながることが期待される。 

 

 

 

 

 

 



3. 大分大学と連携・協力協定を締結 

令和 3 年 11月 1 日（月）、宮崎大学は、

大分大学旦野原キャンパスにおいて、両大

学の共通する理念の実現と社会的使命を果

たすため、双方が連携・協力した教育研究

を推進し、双方の発展に寄与することを目

的として連携・協力協定の調印式を行った。 

本学では、2007年度に日本で初めてとなる

異分野融合型の博士後期課程として農学工

学総合研究科を設置。2010年度にも、医学

と獣医学の異分野融合型としては日本初と

なる博士課程である医学獣医学総合研究科を設置するなど、異分野融合研究を強力に推進

してきました。また、2011 年度には、高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫などの国境を越

えた人獣共通感染症に関する研究促進および防疫体制強化のための産業動物防疫リサーチ

センターを開設した。 

一方、大分大学は本年 10月、あらゆる感染症に対応できるよう、全国の研究機関と連携し

て研究することを目的としたグローカル感染症研究センターを開設したところで、先進的

な感染症に関する研究を推進するとともに、医学部関連講座とも連携し、新薬の開発なども

積極的に展開することとしている。 

現在、Covid-19 をはじめとする感染症の蔓延は、国境を越えたグローバルな脅威となって

おり、その問題に立ち向かうために、まずは、両大学が強みとする感染症研究の分野におい

て、産業動物防疫リサーチセンターとグローカル感染症研究センターを中心に連携を深め、

その後、他の分野にも連携を広げながら、東九州の研究拠点となることを目指していく。 

本学が、他大学と連携協定を締結するのは今回が 3例目で、国立大学法人とは初めて。今後

も、様々な機関と連携しながら、地域や世界に役に立つ取り組みを推進していく。 

 

 

 

4. プロサッカーチーム「テゲバジャーロ宮崎」の選手が宮崎大学を訪問 

令和 3年 11月 2日（火）、宮崎県初のプロサッカークラブ「テゲバジャーロ宮崎」（二村

恵太代表取締役）の選手 2名（梅田魁人選手、藤武剛選手）が木花キャンパスを訪問し、学

生たちに「宮大×テゲバ交流イベント」への参加を呼びかけた。 

本学地域資源創成学部の丹生晃隆研究室では、テゲバジャーロ宮崎と連携して、これまでに、

選手と大学生が e-Sportsを通じて交流を行うイベントや、学生が YouTubeを利用してテゲ

バジャーロ宮崎を紹介する動画制作を行ってきた。地域に根差したスポーツチームは、まさ

に地域資源の一つであり、スポーツチームが地域と共に発展することで、地域活性化につな



がることも期待されてる。 

今回は、宮大×テゲバ交流イベント実

行委員会（テゲバジャーロ宮崎＋丹生

研究室 3 年生）の主催で、11 月 14 日

（日）に、本学の学生を対象とした応援

バスツアーを開催することとなりまし

た。このイベントの広報のために、学生

と選手が学生への参加を呼びかけた。 

本イベントは、ユニリーバスタジアム

新富でのホームゲームの観戦だけでなく、事前のスポーツツーリズム講座やホームタウン

としての取り組みを学習する「新富町スタディツアー」も行い、スポーツチームと地域との

関わりについても学びを深める内容となっている。 

地域資源創成学部では、経営やマーケティングなど多様な専門知識や実践力、英語力を身に

つけるほか、企業や行政機関などと連携しながら、外に出て地域活性化に具体的に取り組む

ことができるカリキュラムになっている。今回のイベントは学部の取り組みの一つであり、

これまで以上に活気に満ちた魅力ある地域づくりに励んでいく。 

 

 

 

5. 医学獣医学総合研究科修了ハラ・ガマル・アリ・アリ・エル・ダウスさんが 

若手外国人農林水産研究者表彰（Japan Award）を受賞 

本年 9 月末に本学医学獣医学

総合研究科を修了した HALA 

GAMAL ALI ALI EL DAOUS（ハラ・

ガマル・アリ・アリ・エル・ダ

ウス） さんが 2021年（第 15 回）

若手外国人農林水産研究者表彰

（Japan Award）を受賞した。 

本表彰は、農林水産省が開発途

上地域の農林水産業及び関連産

業に関する研究開発に貢献する若手外国人研究者（40 歳未満）の一層の意欲向上に資する

ことを目的とし、 

（1）開発途上地域における研究開発に優れた功績をあげた若手外国人研究者 

（2）将来の技術革新等につながる優れた研究業績をあげた若手外国人研究者 

に対して、毎年 3名を限度に表彰状（農林水産技術会議会長賞）と、5千米ドルの奨励金（甕

（もたい）・JIRCAS賞）を授与するものである。 



ハラさんは、エジプト出身の 30歳で、ベンハー大学（エジプト）に所属しながら本学医学

獣医学総合研究科（博士課程）を令和 3年度に修了した。本学では、獣医学科の産業動物伝

染病防疫学研究室（指導教員：関口敏准教授）に所属し、牛伝染性リンパ腫ウイルスに関す

る研究に取り組んだ。 

今回の受賞業績は、「ダイレクトフィルターPCR を用いた牛伝染性リンパ腫ウイルス感染の

新規診断検査手法の確立」で、牛から血液を一滴採取し、ろ紙にしみ込ませ、血液が付着し

たろ紙の一部をそのままテンプレートとして PCR に使用するという手法を確立させたこと

が評価された。 

 

 

 

6. 農学工学総合研究科「英語による農工大学院生研究発表会」を開催 

令和 3 年 11 月 2 日（火）、農学工学

総合研究科「英語による農工大学院生

研究発表会」を創立 330 記念交流会館

にて開催した。今年度も、昨年度と同様

に新型コロナウィルス感染症対策を行

い、会場の収容人数の関係上、博士課程

学生及び関係教職員のみが出席しての

開催となった。 

本発表会は 2008年から毎年開催されて

おり、募集案内、講演要旨集などの書類と司会、プレゼンテーション、表彰式など全ての進

行を英語のみで行っている。 

本年は、学生 13名（うち留学生 7名）がショートプレゼンテーションとポスタープレゼン

テーションを通じて、英語で発表、質疑応答を行った。 

多数の農学工学総合研究科教員による厳正な審査の結果、学長賞（ Outstanding 

Presentation Award）に朴 炯俊さんが、研究科長賞（Excellent Presentation Award）に

Ng Hwan Mayさん、太田 江美さんが選ばれた。受賞者 3名以外にも多くの優れた発表が行

われ、今後の研究の発展が大いに期待される発表会となった。 

・学長賞（Outstanding Presentation Award） 

    Hyungjun Park（朴 炯俊） 

・研究科長賞（Excellent Presentation Award） 

    Ng Hwan May（ホアン ワンメイ） 

    Emi Ota（太田 江美） 

 

 



7. 教育学部 4年の時任太那さん：第 44回朝日アマチュア将棋名人戦で宮崎県代表へ 

教育学部 4年の時任太那（ときとう だ

いな）さんが、令和 3年 11月 6日（土）

に開催された「第 44 回朝日アマチュア

将棋名人戦」（朝日新聞者主催）県大会で

パート優勝を果たし、宮崎・熊本・鹿児

島・沖縄の各代表 2名が出場する南部九

州ブロック大会への出場権を獲得する

快挙を達成した。 

宮崎県から 2名が出場権を獲得できる本

大会において、時任さんはこれまで 4度も代表決定戦で敗れましたが、ついに悲願達成とな

りました。 

時任さんからは「自分のパートには、これまで何度も負けてきた複数の先輩棋士たちがいて、

正直厳しいかと思っていたので、とても嬉しい」との率直な感想が寄せられた。 

11 月 21日（日）に開催される南部九州ブロック大会での更なる活躍が期待される。 

時任太那（ときとう だいな）さん； 

教育学部小中一貫教育コース中学校主免専攻 4年。 

宮崎県都城市出身の時任さんは４歳の頃から父やいとこの影響を受けて将棋を始め、小学 2

年生の時に将棋道場に通い始める。 

都城泉ヶ丘高等学校在学時には、将棋部主将として高等学校将棋選手権団体の部で全国 3位

の好成績を挙げる。 

宮崎大学教育学部に進学し、将来は中学校の数学教諭になることを目指している。 

 

 

 

8. キャンパスクリーンキャンペーンを実施 

令和 3 年 11 月 9 日（火）、キャン

パスクリーンキャンペーンを実施し

た。 

これは毎月実施しているキャンパス

一斉清掃を拡大して行うもので、木

花キャンパスでは、学長や理事を含

む、学生・教職員が多数参加した。 

当日は、集合場所の創立 330 記念交

流会館前の広場で鮫島学長から開始

の挨拶があった後、各作業エリアに



分かれて、ゴミや落ち葉拾い、側溝の清掃等を行った。 

みやだいもうくんも応援に駆けつけ、キャンパスや建物を大切に使っていこうという意識

づけにつながるイベントとなった。 

 

 

 

9. 工学部で VR英会話プロジェクトを開始 

～VR空間を利用した英会話レッスンで楽しみながら学習できる～ 

工学部において、VR英会話プロジェク

トが開始した。 

本プロジェクトは、工学部川崎典子准教

授の研究の一環で、VR 英会話プラットフ

ォーム「immerse」を利用し、約４ヶ月間

の期間で工学部の学生約 20 名に対して

VR 空間を利用した英会話レッスンを行

い、その学習効果を今年度中に分析する

というものである。 

英語への苦手意識から英語コミュニケー

ションに興味を持ちにくい傾向がある工学系学生の学習意欲を高めるために、ゲーム感覚

で取り組める VR英会話を導入し、英語学習意欲の向上に繋げられるかどうかの効果検証を

行う。 

本プロジェクトは、工学部の坂本眞人教授の研究室と協力をしながら進めることで、VR 機

器の操作等の技術サポートを得ながら進めており、研究室に所属する情報システム工学科

４年の中原拓海さんが技術サポートを提供している。 

中原さんは、プロジェクトに携わる中で、VR のどういった部分が英語学習において有用で

あるのか、また反対に学習として普及するという点でどのような難点があるのか（VR の普

及の難しさ、教師側のオペレーションの難しさなど）を研究している。 

また、今後は VRだけでなく、スマートフォンやゲームパッドなどを利用した英語学習シス

テムの開発も目指していくとのこと。 

大学院へ進学して研究を続けるという中原さんの今後の更なる活躍が期待される。 

本学では、このプロジェクトをベースに、今後も工学部が得意とする最新テクノロジーを活

用し、高等教育の充実を図る。 

 

 

 

 



10. 修学支援事業「学生向け 100 円弁当第２弾」：1,180食が 30分で完売 

令和 3年 11月 10日（水）、本学に在

籍する学生を対象とした修学支援事業

の一環として、100円弁当（1,160食）

を販売した。 

本企画は、宮崎大学生活協同組合と附

属図書館に併設したライブラリーカフ

ェ「ニコマルカフェ」を運営する株式

会社デイリーマームと連携して実施し

たもので、今回が 2 回目となります。

通常のお弁当代金から 100 円を差し引

いた金額を本学が持つ修学支援基金を財源として負担することで実現した。 

また、生活協同組合が販売する弁当箱は再利用できる仕組みにしていて、弁当箱を持ち込め

ば 10円返金される仕組みとしていて、キャンパス全体での環境に配慮した取り組みも推進

している。 

特に、2回目の注目弁当である限定 50食の「コロナに打ち"勝つ"カレー」（カツの大きさが

通常の 1.5倍）を買おうと販売開始前から行列ができ、わずか 3分で売り切れた。 

お弁当を購入した学生からは「月に 1回でもこういった支援があると大変助かる。今回は限

定カレーが売り切れのため、食べることができなかったが、次回は是非味わってみたい」と

喜びの声があった。 

本学では、100円弁当の販売を含め、今後も学生が充実した大学生活が送れるように様々な

支援を行っていく。 

 

 

 

11. 水光正仁・次世代研究者支援室長が「生物工学功労賞」を受賞 

令和 3年 11月 10日（水）、日本生物

工学会の「生物工学功労賞」を受賞し

た水光正仁・次世代研究者支援室長（役

員補佐）が鮫島学長へ受賞報告を行っ

た。 

「生物工学功労賞」は、今年で設立 99

周年を迎えた歴史ある日本生物工学会

の事業推進に顕著な功労のあった会員

に授与される賞です。水光室長は蛋白

質硫酸化に関する研究、人材育成、並びに学会活動を通した生物工学分野への貢献が評価さ



れ、去る 10 月 27 日(水)～29 日(金)に開催された第 73 回日本生物学会大会にて受賞した。 

同賞の受賞者は、これまで産業界から選ばれることが多く、アカデミアから選出されること

は稀であることから、鮫島学長は「本学から受賞者が出たことは大変素晴らしい。これまで

のご活躍が認められた証」と労いとお祝いの言葉を述べられた。 

水光室長は、今年 9月に設置された次世代研究者支援室で、様々なキャリアパスにおいて活

躍できる博士人材・次世代研究者を育成するための博士課程学生支援プログラムを統括し

ている。今回の受賞理由の一つとなった人材育成の手腕が引き続き発揮されることが期待

される。 

 

 

 

12. GE ホールディングスから「ブルーベリー教授のくにさと 35号のど飴」の寄贈 

令和 3 年 11 月 11 日（木）、株式会

社 GE ホールディングスから鮫島学長

に対して、本学との共同研究成果を活

用して製品化されたのど飴「ブルーベ

リー教授のくにさと35号のど飴」1080

袋（16，200粒）の寄贈があった。 

本商品は、令和 3年 11月 18日（木）

から販売開始となる予定で、すでに 10

月 22 日（金）から先行予約が開始さ

れており、宮崎大学発ベンチャー企業「なな葉コーポレーション」の親会社である株式会社

GE ホールディングス（株式会社 GEウェルネス）が販売元となる。 

本学では、宮崎県地域結集型共同研究事業「食の機能を中心としたがん予防基盤技術創出」

（2004年～2008年）以来、十数年にわたる基礎研究の成果として、ブルーベリー茎・葉か

ら抽出した成分に、成人 T 細胞白血病や C 型肝炎を引き起こすウイルスの増殖を抑制する

作用があることを見出してきた。また同時に、大学発ベンチャー（前述）を起業して、ブル

ーベリー茎・葉の機能性に着目した様々な食品を開発している。 

今回の商品に配合されているラビットアイブルーベリー「くにさと 35号」は、本学の知恵

を結集して作られた葉専用の品種で、葉に栄養が行き届くように実をつけないよう育成さ

れたユニークな品種でもある。また、ポリフェノール類の一種であり、強力な抗酸化力を持

つプロアントシアニジンが豊富に含まれていることが解明されている。 

最近では、「くにさと 35号」の茎・葉抽出物中の特定成分を豊富に含む粗精製分画に、新型

コロナウイルスに対する不活化効果が認められ、それらの研究成果により宮崎大学は、2021

年度の第 57回宮崎日日新聞賞 科学賞に選定されるなど、注目されている。 

 



13. 地域デザイン講座特別セミナー「宮崎大学企業フォーラム ＪＡ宮崎経済連編」を開催 

令和 3年 11 月 11 日（木）、ＪＡ宮崎

経済連から事業戦略部長の長埜憲敏氏

を含む４名を招き、宮崎大学企業フォー

ラムを開催した。創立 330交流記念会館

の会場では対面形式で地域資源創成学

部 1 年生 95 名を含む約 130 名が受講し

たほか、zoom を利用したオンライン形

式では、宮崎県内の高校生や市民など

33名が受講した。 

本フォーラムは、本学地域デザイン講座が主催し、本県を拠点に成長を続ける企業などにつ

いて学生に知ってもらうことなどを目的に実施するもので、これまでも「旭化成株式会社」

「安井株式会社」「くしまアオイファーム」「デンサン」などの地元企業の現役の開発者、研

究者、会社幹部などが企業の現実、実態を語る講師を努めている。今回の開催で 2018年か

らの開催数が 11回を迎え、受講者は累計で 860名を超えた。ＪＡ宮崎経済連は 3年連続の

開催で、今回は『ＪＡ宮崎経済連のＳＤＧｓ～持続可能な社会実現をめざして～』のテーマ

で講演が行われ、フリーディスカッションの時間も設けられ、多くの学生から質問が寄せら

れて大盛況のうちに終了した。 

本学では今後も様々な団体と連携しながら各種講座・イベントを企画するとともに、それら

をオンライン形式で配信することで、県内の高校生や大学生、一般市民に広く学びの機会を

提供しながら、地元企業の魅力発信に努めていく。 

 

 

 

14. 日本三大秘境の椎葉村長が高校生・大学生に講演 

令和 3年 11月 17日（水）、宮崎大

学は、地域デザイン棟と 330 記念交

流会館を拠点に「第 32回宮崎 TOPセ

ミナー 椎葉村編」を開催した。 

本セミナーは、平成 29年度から開催

され、本年度が 5 年目。地域のポテ

ンシャルを知り、地方自治を身近に

感じて、宮崎の将来を考えてもらう

きっかけをつくることを目的に開催

が継続されている。 

これまでに宮崎県内 26市町村の首長 31人が講演を行い、学生・教職員のみならず、地域住



民や高校生なども参加し、のべ 2,000名以上が受講している。 

本年度 4回目となる今回は、黒木保隆椎葉村長が講師を務め、新型コロナウィルス感染症対

策をとりながらの対面形式と Zoomを利用したオンライン形式で実施し、本学関係者のほか、

高校生、市民も含めて 125名が受講した。 

黒木村長は、2021年 7月から同町における 24年ぶりの新村長として就任したばかり。人口

減少や少子高齢化などの喫緊の課題に直面するなか、新たな交流拠点施設として開設した

「Katerie」などを紹介し、「住んでよかった、帰ってきてよかった椎葉村」となるよう、産

業の発展や雇用の促進、子育てや住環境の整備などによる椎葉村への UIターン者増加につ

なげるための取り組みなどを紹介した。 

質疑の時間では、多くの受講者から質問や意見があり、黒木村長から一つ一つ丁寧に回答い

ただき、最後に、高校生・大学生に対して「若いうちは失敗を恐れず、諦めを持たず、何に

でも興味を持って実行していって欲しい」と、熱いエールを贈っていただいた。 

本学では、高千穂郷・椎葉山地域が世界農業遺産に認定される前から 5町村（高千穂町、椎

葉村、五ヶ瀬町、諸塚村、日之影町）について宮崎県と連携しながら調査・研究を実施して

きており、平成 29年 3月には、「宮崎大学」、「世界農業遺産高千穂郷・椎葉山地域活性化協

議会」および「宮崎県立高千穂高等学校」の三者間で連携協定を締結した。 

その後、世界農業遺産としての認定を受けた同地域の若い世代を対象としたプログラムを

構築・実践することなど、教育・人材育成面での連携強化に加え、同地域が持つ資源の再評

価・体系化などを学術的な視点で明らかにし、地域活性化につなげていくことを目指して、

農学部や地域資源創成学部教員を中心に研究を進めており、同地域の価値を学術的に明ら

かにするとともに、出前講義の実施などを通して、若い世代が地域に自信と誇りを持てるよ

うに教育・人材育成面でも寄与していくこととしている。 

 

 

 

15. 「宮崎大学発ベンチャーシェアオフィス」の開設セレモニーを実施 

本学は、特色ある研究と産学・地域

連携の推進により、大学の研究成果を

活用した新事業創出及び大学発ベンチ

ャー企業の創出・支援等を進めており、

その取組の一環として、「宮崎大学発ベ

ンチャーシェアオフィス」を設置し、

令和 3年 11月 19日（金）、開設セレモ

ニーを実施した。 

産学・地域連携センター１階に設けら

れた同オフィスは、複数（5～6社程度）



の大学発ベンチャーが入居できるシェアオフィスとなっており、会社としての法人登記の

住所を本学の住所とすることも認めている。さらに、オンライン会議にも対応したミーティ

ングスペースやオンライン会議専用ルーム、フリーアドレスのワークスペースに加え、充実

したネットワーク環境や郵便物を受け取るポスト等を備えています。シェアオフィスは 11

月 1日から利用を開始しており、現在は、株式会社 Smolt、株式会社なな葉コーポレーショ

ン、LOCOBOT株式会社の 3社が入居中である。 

これまで本学では、大学発ベンチャー企業の創出・支援等を推進しており、特に近年では、

本学の教員及び学生が知財や優れた研究成果・アイデアを事業化する際に創業資金等を提

供する「みやぎん宮崎大学夢応援ファンド」の設立や、県内大学の学生を対象としたビジネ

スプランコンテスト等のアントレプレナーシップ教育の実施による成果により、教員及び

学生に関する起業が創出されており、現在の大学発ベンチャー企業の認定は 10 社（令和 3

年 11月時点）となっている。 

開設セレモニーでは、淡野公一副学長（産学・地域連携担当）から、「本学では、大学の研

究成果を活用した新事業創出及び大学発ベンチャー企業の創出・支援を行っており、特に最

近のベンチャー創出は増加傾向にある。大学発ベンチャー企業には、シェアオフィスを活用

いただき、ここから世界に羽ばたいていただきたい」、同オフィスに入居する株式会社 Smolt

代表取締役で農学工学総合研究科 1 年の上野賢さんから、「Smolt は第１回宮崎大学ビジネ

スプランコンテストで学長賞を受賞したことがきっかけで会社設立に至った。このシェア

オフィスを今後活用しながら企業としてもさらに成長してきたい。ここが宮崎大学の新た

なイノベーションの拠点となることを期待しています」と挨拶が述べられた。 

本学では、今後も更なる大学発ベンチャーの創出に向け、より一層の支援体制の充実を図っ

ていくこととしている。 

 

 

 

16. 都農町の小学校にて「運動教室」を実施 

令和 3年 11月 19日（金）、医学部看護

学科地域看護学領域の教員と学生が、都

農町立都農東小学校及び内野々分校を合

わせた全校生児童約 80名を対象に「運動

教室」を実施した。 

今回の運動教室は、令和 2 年度から看護

学科が都農町で展開している「-1から100

歳までの健康促進事業」の一環で行われ

ました。運動不足や生活の便利化により

体をうまく動かせないことで、ケガや将



来の生活習慣病が懸念されている世代に、運動機能の測定を行うとともに、運動することの

大切さ、楽しさを伝える目的で実施した。 

看護学科の吉永砂織准教授から「どうして運動が必要なのだろう？」「日頃から全身を使っ

て遊ぼう！」と体を動かすことの大切さが伝えられた後、児童と一緒に全身を使った「お魚

ダンス」を踊りました。その後、柔軟性やバランスの測定、筋肉量や歩き方について一人ず

つ測定を実施した。 

参加した児童からは、「普段はしないような動きをしたので疲れたけど、楽しかった」「自分

の体のことがいろいろ知れてよかった」などの感想が聞かた。また測定結果を互いに比べる

ことにより、児童自身だけでなく教職員の気づきにもつながっているようであった。 

 

 

 

17. 公開講座「"和合の郷"土呂久に学ぶ環境学 2」を実施 

令和 3 年 11 月 13 日（土）、11 月 20 日

（土）、11 月 27日（土）と 3 回に分けて公

開講座「"和合の郷"土呂久に学ぶ環境学 2」

を開催した。講師は元新聞記者で記録作家

の川原一之氏が務め、まちなかキャンパス

にて講義を行い、オンライン配信も含め、28

名が受講した。 

川原氏は、これまで長きにわたり、宮崎県西

臼杵郡高千穂町岩戸の土呂久地区の旧土呂

久鉱山で、亜ヒ酸を製造する「亜ヒ焼き」が行われたことを原因に発生した土呂久公害につ

いて追跡調査を行い、土呂久の歴史の記録に尽力してきた。現在は土呂久公害の教訓を次世

代に引き継ぐ取組をしている。 

初回の講座は、初めて土呂久公害が報道されたとされている 1971年 11月 13日付の西日本

新聞の記事から、ちょうど 50 年となったという話題から始まった。（実際にはその 2 年以

上前から地元ローカル紙で報道されていたことが紹介された。） 

今回は土呂久で亜ヒ酸生産が始まった歴史を、それに関わったキーマン達を中心に紹介さ

れ、「佐伯」や"夢追い山弥"という伝承との繋がりが示された。 

２回目の講座では、まず 1925年の鉱山周辺における牛馬の変死を扱った獣医の報告書が取

り上げられた。続いて土呂久地区の住民自治組織であった和合会が、1941 年に土呂久鉱山

での亜ヒ焼を中止に追い込むまでの過程が説明された。そしてこの二つの出来事の背景に

は、開発を推し進める国と被害を受ける地元住民の間に立ち、現実的な解決を模索した甲斐

徳次郎岩戸村長の存在が示唆された。 

３回目の講座では、現在もアジアの各地から砒素汚染によって多くの患者が苦しんでいる



現状から、土呂久の支援者が 1994年 4月「アジア砒素ネットワーク」を結成して、その経

験を活かし、アジアの砒素汚染解決のための活動を始めた話があり、受講者からは「土呂久

の運動がアジアへと広がりを見せていたことについて驚いた」等の声が聞かれた。 

本学では、土呂久公害に関する唯一の資料室や展示スペースを大学内に設置している。 

過去の教訓を後世につなげられるよう今後もこのような取組を推進していく。 

 

 

 

18. 九州地区 防災・減災シンポジウム in 宮崎 2021」をオンラインで開催 

令和 3 年 11 月 27 日（土）、

「九州地区 防災・減災シンポ

ジウム in 宮崎 2021」をオンラ

インで開催（共催：一般財団法

人国立大学協会）した。 

九州地区では、地震や火山、豪

雨等の自然災害が毎年のように

発生している状況の中で、自然

災害による人的・物的被害軽減は喫緊の課題となっている。宮崎大学では、大学院農学工学

総合研究科に設置した防災環境研究センターを中心に、ポストコロナ時代（ニューノーマル）

における防災・減災に関する最新の学術研究成果を社会に還元することを目的に、市民向け

のシンポジウム～ニューノーマルにおける防災・減災を考える～を開催した。 

シンポジウムは、講演及び質疑応答で構成されており、長崎大学 高橋和雄名誉教授、宮崎

大学医学部附属病院感染制御部 髙城一郎部長、熊本県山鹿地区薬剤師会 大森眞樹理事

の３名の講師により行われた。ポストコロナ時代における防災・減災への対応として、異な

る職種に就く３名の講師の視点から、公的機関に加え地域の取り組みの在り方、防災の観点

からの感染症対策、被災時の公衆衛生について、最新の研究成果を加えて、分かりやすく解

説した。 

シンポジウムはライブ配信後も、宮崎大学公式 Youtubeチャンネルにて配信している。 

https://www.youtube.com/watch?v=PXkKVgbsnSU 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PXkKVgbsnSU


19. 教育学部尾之上准教授が日本教育心理学会優秀論文賞を受賞 

教育学部教育臨床心理講座の尾之上高哉准

教授が、日本教育心理学会優秀論文賞を受賞し

た。 

当該年度の機関誌『教育心理学研究』に掲載さ

れた論文「ブロック練習と交互練習の単独効果

と 複合効果の比較検討―学習内容の定着度、

及び、確信度判断の正確性に着目して―」（共

著）が、 同機関誌に発表された全論文のうち、

特に優秀な論文として選出されたものである。

論文の水準とその研究成果の教育への貢献度

の高さが評価され、今回の受賞に至った。尾之上准教授のますますの活躍が期待される。 

 


