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宮崎大学のトピックス（９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４年９月分） 

 

1. みやざき未来研究所 第３回「地域とメディア編」を実施 

2. 「DXを学ぶ」 第４回講座を実施 

3. 「数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム認定制度」に本学プログラムが認定 

4. 公開講座「牧水をよむ」を実施 

5. 令和 4年度宮崎大学・鹿児島大学定例意見交換会を実施 

6. 在福岡タイ王国総領事一行が宮崎大学を訪問 

7. 宮崎大学初！クラウドファンディング第１号プロジェクトが成立しました 

8. スマートフォンを用いて腰痛予防に貢献 

～デジタルヘルスアプリで腰部に係る負担を数値化～ 

9. 宮崎基地特攻資料展を宮崎大学附属図書館にて開催【2022/9/6-9/22】 

10. 宮崎大学アイスブレーカーズが宮崎南地区代表に決定 

11. 第 10回宮崎ナイトリレーマラソンにて宮崎大学陸上部が２位 

12. 宮崎大・南九州大・宮崎国際大・宮崎学園短大が合同記者会見を実施 

13. 大学発ベンチャー企業「株式会社 Smolt（スモルト）」が約 6,500万円を資金調達 

14. DXを学ぶ 第 5 回『AIの世界１』を実施 

15. 令和 4年度宮崎大学「夢と希望の道標」奨学金贈呈式について 

16. 医学部門脇寿枝准教授が代表者を務める研究事業が AMEDで採択！  

17. 宮大生が企画・募集していた串間市仲町商店街の愛称が決定しました 

18. みやざき未来研究所 第 4回「事業承継編」を実施 

19. 令和 4年度宮崎大学秋季学位記授与式を挙行 

  



1.みやざき未来研究所 第３回「地域とメディア編」を実施 

令和 4年 8月 22日（月）、地域デザイン棟（木

花キャンパス）において、一般向けにも開放して

実施している講座であるミヤダイミライ塾「みや

ざき未来研究所」の第 3回目は、「メディアと地域

編」と題して、本講座のコーディネーターでもあ

る脇氏のほかに、日経ビジネス電子版編集長の原 

隆氏、NHK宮崎放送局の牛田 幸宏氏、ひなた宮崎

経済新聞編集長の田代 くるみ氏を特別ゲストにお

迎えしました。 

今回登壇いただいた講師４名は、皆さん宮崎県出身でありながら東京での勤務経験を持

っています。都会に出たからこそわかった宮崎をはじめとする地域の魅力や、地域にとっ

てのメディアの価値やメディアを活用した地域活性化事例など、それぞれの立場からメデ

ィアという仕事を通じて地域を盛り上げていきたいという熱い想いを語っていただきまし

た。また、講座後半では、参加者からの質問に講師陣がお答えし、気軽な雰囲気の中で活

発な意見交換がなされました。今回の講座は地域デザイン棟会場と、オンライン形式を含

め約 50名の方に参加いただきました。 

 

 

 

2. 「DXを学ぶ」 第４回講座を実施 

本講座は、最近よく耳にする『DX（デジタルトラ

ンスフォーメーション）』について、株式会社デン

サン取締役の橋口義史氏、および営業一部部長の山

本真輔氏を講師に迎え、宮崎大学数理・データサイ

エンス部会の共催、宮崎県や宮崎県工業会、宮崎県

商工会議所連合会の後援を受けて実施するもので、

学生のみならず一般の方も無料で受講することがで

きます。 

第 4回目は、令和 4年 8月 23日に「RPA/AI-OCR」と題して、DXの目的でもある、競争

優位を獲得するためのリソース確保に有効なツールとしての紹介や、RPA/AI-OCRなどのソ

フトウェア自動処理がブームとなっている背景、どのような業務でどれほどの効果が出る

か、メリット、デメリットなど実例を交えて解説いただき、地域デザイン棟会場とオンラ

イン形式を含めて約 70名の方に参加いただきました。 

 

 



3. 「数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム認定制度」に本学プログラムが認定 

令和 4年 8月 24日（水）、文部科学省は「数

理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム」

の認定結果を公表し、本学のプログラム（宮崎

大学データサイエンス・AI教育プログラム）

が「認定教育プログラム（リテラシーレベ

ル）」に認定されましたのでお知らせします。 

また、「認定教育プログラム（リテラシーレ

ベル）プラス」にも選定されました。「認定教育プログラム（リテラシーレベル）プラ

ス」に認定されたのは全国で１８大学のみで、本プログラムが先導的で独自の工夫・特色

を有するものとの評価を受けた形となりました。 

数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム認定制度は、学生の数理・データサイエ

ンス・ＡＩへの関心を高め、それを適切に理解し活用する基礎的な能力（リテラシーレベ

ル）や、課題を解決するための実践的な能力（応用基礎レベル）を育成するため、数理・

データサイエンス・ＡＩに関する知識及び技術について体系的な教育を行う大学等の正規

の課程（教育プログラム）を文部科学大臣が認定及び選定して奨励するものです。 

工学部は、令和３年度の工学部改組にて数理データサイエンス教育を強化して独自の

「工学部データサイエンス・AI 教育プログラム（応用基礎）」を運用し、本年度から認定

制度が始まった「認定教育プログラム（応用基礎レベル）」に審査の結果、認定されまし

た。「認定教育プログラム（応用基礎レベル）」が九州内の国立大学で認定されたのは、九

州大学（大学単位）、長崎大学情報データ科学部、鹿児島大学工学部と宮崎大学工学部の

４大学となります。 

 

 

 

4. 公開講座「牧水をよむ」を実施 

令和 4年 8月 27日（土）、宮崎大学まちなかキ

ャンパス（宮崎市若草通りアーケード内）におい

て公開講座「牧水をよむ」を開催し、１３名が受

講しました。 

今回の講座は全４回シリーズで実施する最終回

として、教育学部の中村佳文教授と宮崎が全国に

誇る歌人であり、牧水研究の第一人者である伊藤

一彦氏が講師を務め、講座の冒頭では、先日開催された「牧水短歌甲子園」について、審

査委員長も務める伊藤先生から高校生の歌の紹介や解説をしていただきました。 

講座では、海の聲の「別れて遠きさまざまな人」を中心とした牧水の青春に関わる名歌



について丁寧に説明され、受講者は牧水の園田小枝子への激しい恋心について表現された

短歌等から、青春を感じさせる表現法や対象を徹底して好きになる力の重要さを学び感じ

取っていました。 

 

 

 

5. 令和 4年度宮崎大学・鹿児島大学定例意見交換会を実施 

令和 4年 8月 31日（水）、宮崎大学およ

び鹿児島大学は、定例の意見交換会を実施

しました。 

この意見交換会は、毎年両大学が交互に

学長及び理事を迎え、大学や地域の抱える

課題について意見交換を行うものですが、

コロナ禍の状況を踏まえ、今年度も昨年度

に引き続きＷｅｂ会議となり、鹿児島大学の主催で実施されました。 

会では、内閣府地方創生拠点整備事業や若手を中心とする研究力向上の取組、ＲＤＭ

(リサーチ データ マネジメント)に関する取組等について両大学からそれぞれ取組内容の

紹介があり、活発な意見交換が行われました。 

今後も引き続き本意見交換会を継続し、教育・研究以外の連携強化も図るとともに、次

年度は対面で開催できることを祈念し、閉会しました。 

 

 

 

6. 在福岡タイ王国総領事一行が宮崎大学を訪問 

令和 4年 9月 1日（木）、在福岡タイ王国

総領事ソールット スックターウォン氏を含

む関係者 4名が宮崎大学を訪問し、意見交換

を行いました。 

本学は、タイにある 10校の大学と交流協

定を締結しています。なかでも、ソールット

総領事の出身大学であるチュラロンコン大学

とは、昭和 63年（1988年）に交流協定を締結しており、本学の中では最も長く交流を続

けている大学のひとつで、特に獣医学分野で多くの留学生を受け入れてきました。ソール

ット総領事からは、本学が長きにわたりチュラロンコン大学をはじめとするタイ国内の大

学から多数の留学生を受け入れていることに対して、深く謝意が述べられました。 

意見交換では、11月に福岡市で開催予定の「第 21回アジア獣医師会連合（FAVA）大



会」を同領事館が支援しており、大会には本学で学位を取得した後に獣医師として母国で

活躍しているタイの卒業生が複数名参加する予定であることをご報告いただきました。 

最後に、大学院医学獣医学総合研究科に所属するタイの留学生から、本学での学習や宮

崎での生活について報告があり、新地理事から、30年を超える交流を重ねてきたタイ王国

との友好関係をこれまで以上に強固なものにしていきたいと挨拶がありました。 

 

 

 

7. 宮崎大学初！クラウドファンディング第１号プロジェクトが成立しました 

令和 4年 7月 12日～8月 31日の期間で実

施していました『 SFTSから猫と人を守るた

めのシェルターを作製したい！！ 』のクラウ

ドファンディングが当初の目標金額の 147%を

達成し、無事成立となりました。 

多くの方々からのご支援とご理解に深く感

謝申し上げます。 

 

１．タイトル： SFTSから猫と人を守るためのシェルターを作製したい！！  

２．実行者： 金子泰之（農学部附属動物病院准教授） 

     岡林環樹 (産業動物防疫リサーチセンター教授) 

３．目標金額：300万円 → 440.5万（成立） 

４．資金使途：簡易シェルターの作製等 

５．実施期間：令和 4年 7月 12日（火）～令和 4年 8月 31日（水） 

 

 

 

8. スマートフォンを用いて腰痛予防に貢献 

～デジタルヘルスアプリで腰部に係る負担を数値化～ 

本学工学部田村宏樹教授を中心とする研究グルー

プは、宮崎県の「先端技術研究開発促進・人材育成支

援事業」の支援を受け、腰部にかかる負担を数値化し

て表示するアプリケーションを開発しました。このア

プリは、胸ポケットにスマートフォン（i-phone）を

入れておくだけで、腰部にかかる負担をリアルタイム

で数値化し、負担が一定以上であることを通知する機

能を有しており、腰痛予防に貢献することができるものと期待され、令和 4年 9月 2日（金）



に記者説明会を行いました。 

今回研究開発したアプリは、胸ポケットに入れたスマートフォンに搭載されている加速

度センサ及びジャイロセンサを用い、腰部負担をリアルタイムに数値化する技術を用いて

います。スマートフォンにより計測される振動を用いて、人の状態を推定し、それに加えて

ユーザの身体情報を活用して、推定式により腰部負担を算出します。 

9 月 1 日より、体験版として無償で公開していて、どなたでもご利用いただけますので、

多くの方々にご利用いただくとともに意見をいただきながら、より完成度を向上すべくブ

ラッシュアップをしていきたいと考えています。 

 

 

 

9. 宮崎大学アイスブレーカーズが宮崎南地区代表に決定 

令和 4年 9月 7日（水）、第 56回宮崎日日新聞

社杯早起き野球宮崎南地区大会の代表決定戦が田

野野球場にてナイトゲームで行われ、宮崎大学職

員を中心に構成されるアイスブレーカーズが TBC

を下し、県大会への出場権を獲得しました。アイ

スブレーカーズが同県大会に出場するのは 5年連

続 7回目となります。 

40歳代の選手 5人がスターティングメンバーに連ねるなか、初回に 4点を先制し、守っ

ては先発した梶原嘉靖（医学部総務課、46歳）を、捕手古川敦士（施設環境部施設整備

課、40歳）がうまくリードし完封勝利となりました。 

県大会は、10月 15日（土）・16日（日）に予定されていて、内田成人監督（財務部）

は「まずは 1勝。欲を言えば、昨年の成績（ベスト 8）を上回るベスト 4まで進み、サン

マリンスタジアムで試合をしたい」と意気込んでいて、上司も部下も関係なく、楽しくプ

レーするアイスブレーカーズの選手たちの活躍が期待されます。 

 

 

 

10. 宮崎基地特攻資料展を宮崎大学附属図書館にて開催【2022/9/6-9/22】 

令和 4年 9月 6日（火）から、宮崎大学木花キャンパ

ス附属図書館において「宮崎基地特攻資料展」（主催：

宮崎特攻基地慰霊祭実行委員会、共催：宮崎大学、後

援：南九州文化会）を開催しています。 

本資料展は、第二次世界大戦中に日本各地で起こった

悲劇が二度と繰り返すことのないよう、大学生をはじめ



とする若い世代に戦争の悲惨さと平和の尊さを伝えることを目的として、本学が宮崎特攻

基地慰霊祭実行委員会と協力して開催しているもので、今年度が 3回目の開催となりまし

た。 

会場には、現在の宮崎空港である宮崎基地（赤江飛行場）から出撃した特攻隊員達の遺

影や特攻隊員が家族にあてた手紙や遺書などを並べたパネルおよび当時の宮崎基地の全貌

が描かれたパネル、アメリカ軍兵士が実際に使用していた装備品や戦闘機の模型などを展

示しているほか、MRT 宮崎放送の協力を得た映像視聴コーナーを設置しています。また、

宮崎県内で飛行中に撃墜されたり、不時着したことなどが原因で命を落としたアメリカ兵

38 人の資料も展示していて、日米双方からの視点による展示をしていることが特徴でもあ

ります。 

展示初日となった 6日（火）は、本資料展を監修している郷土戦史研究家の稲田哲也氏

（南九州文化会）による概要説明が行われ、訪れたメディア関係者からも多数の質問が寄

せられました。稲田氏からは「宮崎大学で開催させてもらえることに心より感謝します」

との謝辞が述べられ、「この宮崎を最期の地として全国各地から集められた大学生と同じ

世代の特攻隊員が命を落としたこと。また、多数の若いアメリカ兵もこの宮崎の地で命を

落としたという事実を少しでも多くの人に知っていただきたい」と熱を込めて語りまし

た。 

 

 

 

11. 第 10回宮崎ナイトリレーマラソンにて宮崎大学陸上部が２位 

令和 4年 9月 10日（土）、第 10回宮崎ナイトリレ

ーマラソンが宮崎市青島にある「岩切章太郎メモリア

ルパークこどものくに（こどものくに）」で開催さ

れ、宮崎大学陸上部が第 2位に輝きました。 

本大会は、こどものくに敷地内の周回約 1kmのコー

スを制限時間（3時間）内に何周走ることができるか

を競うもので、1チーム 15名以内であれば走る順番

や走る周回数は自由に決めることができるユニークな

リレーマラソンです。県内外から合計 70チームが参加するなかで、松本真和さん、宮崎

琉太郎さん、蔭山慶樹さん、上床祐汰さん、阿部航樹さん、池末龍ノ介さんの 7名による

チーム編成で出場した宮崎大学陸上部は、3時間で 54周（約 54km）を走破しました。 

今後、九州学生陸上選手権大会（9月）や、九州学生駅伝対校選手権大会（12月）が控

えていて、日々楽しく練習に励む宮崎大学陸上部の更なる活躍が期待されます。 

また、本大会の企画・運営をメインで担当した有限会社ユニバーサルフィールド（宮崎

県宮崎市、代表取締役：高木智史）の秦友一朗さんは宮崎大学地域資源創成学部の卒業生



（2020年度卒業）です。ランニングをはじめとするスポーツの楽しさを伝えながら、地域

の活性化にも貢献しています。今回は、秦さんの呼びかけで集まった大学職員 3名もボラ

ンティアとして運営を支えていて、県内各地で宮崎大学の教職員・学生、卒業生が地域を

元気にする取り組みを進めています。 

 

 

 

12. 宮崎大・南九州大・宮崎国際大・宮崎学園短大が合同記者会見を実施 

令和 4 年 9 月 13 日（火）、宮崎大学、南九州大学、

宮崎国際大学、宮崎学園短期大学の 4 大学の共同事業

が、文部科学省・大学教育再生戦略推進費「地域活性化

人材育成事業～SPARC～」に採択されたことを受けて、

宮崎県庁にて合同記者会見を実施しました。 

本事業は、この変化の激しい先行きが不透明な時代

に、大学のみならず自治体、企業、金融機関等の地域

社会が一体となって様々な資源を共有し「生産性の高い第１次産業」、「フードビジネ

ス」、「DX・AI」、「グローバルビジネス」、「地域医療」、「地域獣医療」、「地域教育」等、多

様な分野において持続可能な地域づくりを支える「未来共創人材」を育成するものです。 

本事業（「新しい価値を創造し持続可能な地域づくりを牽引する『多様な未来共創人

材』の育成プログラム」）の予算規模は 6年間で最大 5億円。自治体や企業・金融機関な

どと密接に連携しながら、本県の地域活性化を担う人材育成を目指します。具体的には、

大学の垣根を越えて受講できる科目を 40科目以上開設する予定で、大学の垣根を越えて

各大学が持つ専門性と特色を活かした教育を受けることができます。会見で鮫島浩宮崎大

学長は「地域を活性化する人材は高等教育機関が一緒になってみんなでつくり上げてい

く。熱い想いをもってやっていきたい」と抱負を述べました。事業は 2024年度以降、順

次開始して行く予定となっています。 

 

 

 

13. 大学発ベンチャー企業「株式会社 Smolt（スモルト）」が約 6,500万円を資金調達 

宮崎大学発ベンチャー企業で宮崎大学大学院農

学工学総合研究科に在籍する上野賢さんが代表取

締役を務める株式会社 Smolt（本社：宮崎県宮崎

市）は、事業会社など 4社を引受先とする第三者

割当増資より、約 6,500万円の資金調達を実施し

ました。 



今回の引受先として株式会社サザビーリーグ、九州オープンイノベーションファンド 1

号投資事業有限責任組合（GxPartners）、みやざき未来応援 3号ファンド投資事業有限責

任組合（株式会社宮崎太陽キャピタル）、株式会社テレビ宮崎が参加しています。 

今回調達した資金をもとに、「つきみいくら®」をはじめとする D2C事業の商品開発、販

路拡大及びサクラマス種苗事業の研究開発を強化、人材採用等に充て、今後の事業成長の

基盤構築を目指します。 

 

 

 

14. DXを学ぶ 第 5 回『AIの世界１』を実施 

本講座は、最近よく耳にする『DX（デジタルトランス

フォーメーション）』について、株式会社デンサン取締

役の橋口義史氏、営業一部部長の山本真輔氏、開発一部

SI 開発一課課長の廣嶋修一氏を講師に迎え、宮崎大学

数理・データサイエンス部会の共催、宮崎県や宮崎県工

業会、宮崎県商工会議所連合会の後援を受けて実施する

もので、学生のみならず一般の方も無料で受講すること

ができます。第 5回目は、令和 4年 9月 20日に「AIの世界１」と題して開催しました。

DX を推進していく上で欠かせないツール、手段として期待される AI（人工知能）。今回か

ら 4回にわたって「AIの世界」を紹介していきます。今回は、AIって何、終焉とブーム

を繰り返す AIの歴史、各業界での AIの活用・取り組みについてご紹介いただき、地域デ

ザイン棟会場とオンライン形式を含めて約 60名の方に参加いただきました。 

 

 

 

15. 令和 4年度宮崎大学「夢と希望の道標」奨学金贈呈式について 

令和 4年 9月 21日（水）、創立 330記念

交流会館において宮崎大学「夢と希望の道

標」奨学金の贈呈式を行いました。この奨

学金は、平成 27年（2015年）に設立され

た本学独自の財源を基にした給付奨学金制

度で、今回、学業成績が特に優秀な学生 59

名（留学生 5名を含む）が奨学生として選出され、後日、10万円の奨学金（返済不要）が

贈呈されることになります。贈呈式では、鮫島学長から贈呈証書が奨学生に渡され、お祝

いと激励の言葉が贈られました。また、奨学生の代表者からは、「今まで以上に学問と研

究活動に取り組んでいく」との決意が述べられました。 



16. 医学部門脇寿枝准教授が代表者を務める研究事業が AMEDで採択！  

国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）「令和 4 年度 革新的先端研究開発支援

事業（AMED- PRIME）」に係る公募「プロテオスタシスの理解と革新的医療の創出」におい

て、本学教員が研究代表を務めるテーマが採択されました。 

 

〇公募採択された研究課題： 

「翻訳時分解を介した小胞体の内と外のプロテオスタシス連関の理解」 

〇研究代表者 : 門脇寿枝 （医学部機能生化学分野・学部准教授) 

〇研究開発期間：令和 4年 10月 1日～令和 8 年 3月 31日 

〇契約（交付）予定額 ： 40,000千円（間接経費を除く） 

 

＜研究内容＞ 

私たちの生体内では、さまざまなタンパク質が働いています。そのタンパク質は、細胞

内で誕生し機能を全うして一生を終えるまで、品質が厳しく管理されています。しかし、

その管理システムに異常が生じると、タンパク質の品質が低下し、細胞の内外で異常なタ

ンパク質が蓄積し、脳神経疾患や代謝性疾患などの多くの疾患の原因となります。 

本 AMED事業は、タンパク質の恒常性（プロテオスタシス）が保たれる仕組みと、その

破綻による病態分子メカニズムを解明し、将来的に医療シーズや健康維持に資するシーズ

の創出を目標としています。 

門脇らの研究グループは、細胞内の全タンパク質の約 1/3ものタンパク質が合成される

場である小胞体に着目し、小胞体内で異常タンパク質が蓄積するストレス時の防御機構に

関する研究をこれまで推進してきました。本研究課題においては、小胞体ストレス時のタ

ンパク質の翻訳と分解を軸にした品質管理機構を解明することで、脳神経疾患の治療を目

指した分子標的の開発が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. 宮大生が企画・募集していた串間市仲町商店街の愛称が決定しました 

地域資源創成学部 企業マネジメントコースの

丹生晃隆研究室（技術経営・ﾍﾞﾝﾁｬｰ）は、宮崎

県最南端に位置する串間市の仲町商店会と連携

して、仲町商店街をフィールドとした実践活動

を行っています。 

本年 1月には、仲町商店街の魅力を地域住民

のみならず、串間市出身者や道の駅の来訪者の

方々にも伝え、認知度や愛着を高めるため、商

店街の愛称を串間市在住の方や来訪経験がある方に対して募集したところ、合計で３３３

件の応募があり、審査の結果、愛称は 「とんじゃかなかんまち」 に決定しました。 

愛称が選ばれた串間市立串間中学校２年の清本風花さんには、令和 4年 9月 24日

（土）に道の駅くしまで開催された「道の駅くしまグランドオープンイベント」にて仲町

商店街のギフトセット（１万円相当）が進呈されました。 

「とんじゃかなかんまち」の由来は、仲町商店街の人がお金に頓着せず商売していたこ

と、仕事終わりには商売人どうし酒を飲み交わしていたことから頓着がないと言われる事

があった反面、気前よさやまちづくりや伝統などの祭りには執着して取り組んでいた商売

人ばかりだった。これからもこのまち、そして串間市が存続できるようやっていきたいと

想いからきているそうです。 

愛称を考えた清本さんは、ご祖父から「とんじゃか」という言葉を聞いたとのことで、

進呈式の後には、「仲町商店街が県外からもたくさんの人が来るような場所になってほし

い」と話されていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. みやざき未来研究所 第 4 回「事業承継編」を実施 

本講座は、少子高齢化や事業承継問題など、地域が抱

える課題が多様化するとともに、地域において分野を超

えたノウハウの共有・連携などの重要性が高まっている

ことを背景に、神奈川県理事（いのち・未来戦略担当）

を務める宮崎県都城市出身の脇雅昭氏が講師・コーディ

ネーターをつとめ、宮崎のさらなる活性化に向けて議論

を深めていくことを目的としており、宮崎県や宮崎県工

業会、宮崎県商工会議所連合会の後援を受けて実施するもので、学生のみならず一般の方

も無料で受講することができます。 

令和 4年 9月 26日（月）に実施した第 4回目は「事業承継編」と題して本講座のコー

ディネーターである脇氏のほかに、株式会社ライトライト代表取締役 齋藤隆太氏、奥霧

島地域商社ツナガルたかはる株式会社マネージャー 中武利仁氏（高原町から出向中）を

特別ゲストとして迎え、事業承継についてお話を伺いました。 

後継者不在の事業者と会社を継ぎたい後継者をつなぎ、事業のリノベーションを経て後

継者の方が“イイトコドリ”できた実例を紹介。後継者を探していた方も笑顔になるサポ

ートについて熱い思いを語っていただきました。 

 

 

 

19. 令和 4年度宮崎大学秋季学位記授与式を挙行 

令和 4年 9月 28日（水）、宮崎大学木花キャンパ

ス内にある 330記念交流会館コンベンションホール

において、令和 4年度宮崎大学秋季学位記授与式を

挙行し、工学研究科 2名、農学研究科 4名、地域資

源創成学研究科 1名、医学獣医学総合研究科 2名、

農学工学総合研究科 3名、計 12名（内、外国人留学

生 8名）に学位が授与されました。 

鮫島浩学長からは、「皆さんが研究を続けるうえで、良い結果が出ないこともあるかも

しれませんし、研究結果を適正に評価されないこともあるかもしれません。そのような時

こそ粘り強く続けることが大切です。“hard work and perseverance” の言葉を忘れずに

これからも励んでください」と、修了生に激励の言葉が贈られました。また、修了生（外

国人留学生 2名）の答辞では、指導教員をはじめとする研究室の仲間たちや宮崎大学で出

会った友人への感謝の気持ちを日本語も交えながら述べられました。 

 

 


