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宮崎大学のトピックス（１０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１０月分） 

 

1. 日本郵便株式会社九州支社長が宮崎大学を訪問 

2. 「宮崎大学 420単位時間日本語教員養成プログラム」開講式を実施 

3. 市広報みやざき（2022年 10月号）で地域資源創成学部 4年のいちたにさんが紹介さ

れました♪ 

4. 令和４年度後学期の対面授業を開始しました 

5. 令和４年度宮崎大学大学院秋季入学式を挙行 

6. モンゴル国立大学創立 80周年記念行事に参加しました 

7. 川内優輝選手が高校生や大学生、地域の方々と競技生活の現在と未来を語る 

8. 第３回宮崎・学生ビジネスプランコンテストを開催 

9. ベトナム国立農業大学のグェン ティー ラン学長が宮崎大学を訪問 

10. 宮崎大学アイスブレーカーズが宮日杯早起き野球県大会に出場します 

11. ヌサ・センダナ大学（インドネシア共和国）との交流協定を締結 

12. ヌサ・センダナ大学長らと本学外国人留学生が交流 

13. 河野宮崎県知事が「LOCOBOT®（ロコボット）」を体験 

14. 国内初！農学部が日本 GAP協会公認研修機関に認定 

15. みやざき未来研究所 第 5回「空き家活用編」を実施 

16. 第 85回 宮崎大学イブニングセミナーを開催 

17. 株式会社デンサンと包括連携協定を締結 

  



1. 日本郵便株式会社九州支社長が宮崎大学を訪問 

令和 4年 7月 8日（金）、日本郵便株式会社（日本郵便）九州支社執行役員支社長の豊

田康光様が宮崎大学を訪問し、鮫島浩宮崎大学長と自由な意見交換を行い、それぞれの想

いを語っていただきました。特別対談の内容は本学 HPよりご覧いただけます。 

URL：https://www.miyazaki-u.ac.jp/guide/president/region-message/post-4.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 「宮崎大学 420単位時間日本語教員養成プログラム」開講式を実施 

令和 4年 10月 1日（土）、宮崎大学附属図書館

本館 1階ワークショップコートにおいて、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」2022年度開講式を実施

し、海外出身者（中国、インド）を含む 18名の受

講生を新たに第４期生として迎えました。海外出

身者の受講生は一昨年度から毎年迎えています。 

本プログラムは宮崎県内で唯一となる文化庁届

出の日本語教員養成研修であり、国立大学法人としても全国で唯一、社会人に門戸が開か

れた履修証明プログラムとして開講しています。また、社会人が学びやすい環境を整えた

ことから、2022年 4 月より文部科学省「職業実践力育成プログラム（テーマ「地方創

生」）」に認定されており、今期も社会人の方が多く受講しています。 

式では、村上啓介副学長（国際連携）／国際連携センター長よりアフガニスタンからの

退避家族の事例に触れ、単に日本語を教えるスキルを身に付けるだけではなく、多文化あ

るいは異文化への理解、考え方をあわせて学んでほしいとの挨拶が述べられました。その

後の祝辞では運営支援機関代表でプログラムの講師でもある長友和彦宮崎大学名誉教授よ

り、受講期間を通して自分自身の可能性を新たに開拓し、華麗に自己変身するようにとい

う期待が寄せられました。 

 

 



3. 市広報みやざき（2022年 10月号）で地域資源創成学部 4年のいちたにさんが紹介さ

れました♪ 

宮崎市の広報誌「市広報みやざき」（2022年 10月号）に

おいて、いちたにななさん（地域資源創成学部 4年）が紹介

されました。 

いちたにさんは、2022年 4月から宮崎県初のプロサッカ

ーチームであるテゲバジャーロ宮崎のスタジアム DJを務め

ることになりました。スタジアム DJへの就任と同時に、新

たにラジオパーソナリティも務めることになり、「テゲバ

RADIO ～Jでの挑戦～」（宮崎サンシャイン FM毎週木曜日

20:00-21:00放送）も注目されています。ぜひ、いちたにさ

んのラジオを聞いて、新富町のスタジアムに足を運んでいた

だき、いちたにさんとテゲバジャーロ宮崎を応援していただければ幸いです♪♪ 

 

 

4. 令和４年度後学期の対面授業を開始しました 

宮崎大学では、令和 4年 10月 3日（月）か

ら後学期の対面授業を開始され、キャンパスは

久しぶりに多くの学生で賑わっています。 

12月 24日から 1月 6日までの冬期休業を挟

んで、2月 6日まで講義・実習が行われ、2月

7日（火）から 2月 13日（月）にかけて定期

試験が行われます。 

11月 19日（土）・20日（日）に大学祭（清花祭）が開催される予定で、サークル活動

や各種団体での活動も活発になってくるものと思われます。 

 

 

5. 令和４年度宮崎大学大学院秋季入学式を挙行 

令和 4年 10月 4日（火）、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、秋季入学式を挙行し、工学研究科修士

課程 3名、農学研究科修士課程 2名、医学獣

医学総合研究科修士課程 1名、医学獣医学総

合研究科博士課程 7名、農学工学総合研究科

博士後期課程 3名の計 16名（外国人留学生

12名）の新入生が入学しました。 



式には、鮫島浩学長をはじめとする各研究科長など大学関係者約 50名が出席。新入生

を代表して農学工学総合研究科の坂本貴子さんが入学者宣誓を行い、鮫島学長からは「研

究者として誠実かつ謙虚な姿勢を忘れることなく学術的な挑戦を楽しんでください」と訓

辞がありました。 

農学工学総合研究科は、2007年度に日本で初めて設置された異分野融合型の博士課程

で、医学獣医学総合研究科は、2010年度に設置された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す。宮崎大学では、今後も異分野融合研究を軸に、地域の特色

を活かした研究を推進するとともに、その研究成果を世界にも発信していくこととしてい

ます。 

 

 

6. モンゴル国立大学創立 80周年記念行事に参加しました 

令和 4年 10月 4日（火）から 6日（木）まで、モ

ンゴル国ウランバートルにて開催された「モンゴル

国立大学創立 80周年記念行事」に本学から村上啓介

副学長（国際連携担当）他 2名が参加しました。 

モンゴル国立大学は、1942年に設立されたモンゴ

ルで最も古い大学であり、2020年までは国立大学の

中で唯一、大学名に「国立」が付けられている大学

でした。現在、6学部、学生約 22,000人、教職員約

1,300名を擁し、モンゴルで最大の国立大学となります。本学とは、2011年 6月に学術交

流協定及び学生交流協定を締結しており、同大学において行われた調印式には、菅沼龍夫

元学長が出席しました。 

10月 5日（水）には、モンゴル国国会議事堂において「モンゴル国立大学創立 80周年

記念式典」が開催され、モンゴル国大統領及び総理大臣が臨席されるなか、モスクワ大学

長ヴィクトル・アントノビッチ氏及びソウル大学長セジョン氏から祝辞が述べられまし

た。式典後に、村上啓介副学長らは、科学部化学科ボロルマ教授の研究室を訪問しまし

た。ボロルマ氏は、本学窓口教員である工学部塩盛教授の共同研究のカウンターパートで

もあり、塩盛教授の代理として参加した工学部廣瀬准教授は、化学科教員との旧交を温め

ることとなりました。また、送別会の席において、村上副学長よりモンゴル国立大学長オ

チルクヤグ氏に本学からの記念品を贈呈しました。 

  



7. 川内優輝選手が高校生や大学生、地域の方々と競技生活の現在と未来を語る 

令和 4年 10月 6日（木）、宮崎大学木花キャ

ンパス 330記念交流会館において、プロマラソ

ンランナーの川内優輝選手を招いたイベントを

実施し、およそ 100名が参加しました。 

本イベントは、宮崎大学とあいおいニッセイ

同和損害保険株式会社との連携協定における取

組の一環として実施されたもので、「川内優輝

選手と競技生活の現在（いま）と未来を語る」

と題してパネルディスカッションが行われました。（後援：宮崎県教育委員会、協力：宮

崎県わけもん防災ネットワーク） 

パネルディスカッションには、パネリストとして、あいおいニッセイに所属する川内優

輝選手、前田一成選手（パラ競泳）に加え、本学学生である中川もえさん（医学部看護学

科１年、パラ陸上競技）、松本真和さん（農学部獣医学科３年、陸上競技）、勝冶奈央さん

（農学部獣医学科３年、陸上競技）の３名と、原田エミリー槙さん（宮崎南高等学校２

年、陸上競技）が登壇し、大城奈央さん（農学部３年）が司会を、宇土昌志准教授（教育

学部保健体育講座）がファシリテーターを務めました。 

パネルディスカッションでは終始和やかな雰囲気のなか、真摯に競技に向き合うアスリ

ート同士、世代を超えて時間いっぱい熱のこもった対話がなされました。 

パネルディスカッション終了後には、グラウンドにてランニング交流会が催され、パネ

ルディスカッションでは足りなかった時間を補うように、川内選手を囲んで色んなことを

語らいながら楽しく走っていました。 

 

 

8. 第３回宮崎・学生ビジネスプランコンテストを開催 

令和 4年 10月 8日（土）、第３回宮崎・学生

ビジネスプランコンテストをメディキット県民

文化センター演劇ホール（宮崎市）にて開催し

ました。本コンテストは、宮崎大学と宮崎銀行

が宮崎から世界を視野に活躍する人材の育成・

輩出を目指すもので、平成 29年度から実施し

ています。令和 2年度からは、宮崎県内の高等

教育機関に在籍する学生にも門戸を広げる形で

「宮崎・学生ビジネスプランコンテスト」と改称し、今回が宮崎大学学生ビジネスプラン

コンテストを含めると６回目の開催となります。 

決勝プレゼンテーションまでには、ビジネスプラン作成講座やプレゼンテーション力向



上講座といった、学生の想像力やチャレンジ精神、自ら考え解決する能力などアントレプ

レナーシップ醸成のための教育プログラムを、主に夏休み期間中に複数回実施され、のべ

6大学 1短大から 191 名の学生が参加しました。 

その後、一連のプログラムに参加した学生のうち、過去最多となる６１名３７組がコン

テストにエントリー。最終的には、学内審査を見事突破した８組が決勝のステージに臨

み、「竹を使った新飼料の開発～荒廃竹林が牛メンマに！？～」を提案した宮崎大学農学

部畜産草地科学科 1年の谷澤直春さんが最高賞となるグランプリに選ばれました。 

谷澤さんは、昨今の原材料価格高騰に伴い、家畜の飼育に必要な飼料代が高騰するなか

で、荒廃した竹林を有効活用と畜産農家のコスト削減の双方を実現させるプランを審査員

の前で熱く語り、プランの実現可能性や社会課題の解決に繋がる可能性が高く評価されま

した。 

 

 

9. ベトナム国立農業大学のグェン ティー ラン学長が宮崎大学を訪問 

令和 4年 10月 14日（金）、ベトナム国

立農業大学長の Prof. Dr. Nguyen Thi 

Lan（グェン・ティー・ラン）氏、チャ

ン・ドッグ・ヴィエン理事を含む 5名が

宮崎大学を訪問し、鮫島浩宮崎大学長、

村上啓介国際連携担当副学長、國武久登

農学部長を含む宮崎大学関係者と意見交

換を行いました。 

今回の訪問は、宮崎県が主導する「ベトナム国農業人材開発プロジェクト」の一環とし

て行われたもので、前日の 10月 13日（木）には、宮崎県とベトナム国立農業大学との間

で、農業技術の習得を目指すベトナム人を受け入れ、県内の担い手確保にもつなげること

を目的に連携合意書を締結しています。 

グェン・ティーラン学長は、5年間を本学の留学生として在籍し、獣医学の修士号・博

士号を取得しています。ラン学長は鮫島学長をはじめとする大学関係者と交換留学制度の

拡充や共同研究の強化などについて活発に意見交換をしていました。 

続いて、農学部内の視察見学を行ったあと、学生時代の研究室を当時の指導教員である

山口良治名誉教授などと一緒に訪れ、「もうひとつの故郷に帰ってきた感じです」と、学

生時代の学び舎に想いを寄せていました。 

本学とベトナム国立農業大学とは、2005年に交流協定（学術交流協定・学生交流覚書）

を締結していて、特に獣医学分野で多くの留学生を受け入れてきました。また、2015年 3

月には、同大学内に宮崎大学ハノイオフィスを設置するなど、様々な分野で活発な交流が

行われています。 



10. 宮崎大学アイスブレーカーズが宮日杯早起き野球県大会に出場します 

令和 4年 10月 15日（土）から、第 56回宮

崎日日新聞社杯早起き野球宮崎県大会が宮崎

市内の野球場をメイン会場に開催され、宮崎

大学職員を中心に構成されるアイスブレーカ

ーズは、宮崎南地区代表として、延岡地区代

表の AZARASHIさんと対戦します。 

アイスブレーカーズが同県大会に出場する

のは 4年連続 7回目となります。平成 16年度（2004年度）の宮崎大学と旧宮崎医科大学

の統合の際に、両大学の軟式野球チームも統合する形で結成されたチームで、20歳代、30

歳代などの若手選手のみならず、40歳代の選手も数多くスターティングメンバーとしてプ

レーするほか、50歳代選手も頻繁にプレーしています。 

内田成人監督（財務部）は「若手の活躍を期待しています」と言うように、スターティ

ングメンバーの平均年齢の高さは出場チームの中でもトップクラスで、地区予選を勝ち抜

いたチームから 1勝するには、若手選手の活躍が不可欠です。また、高橋圭郎コーチは

「ここ 10年程度、相手チームよりも味方の観客が多かったことはないのが残念」と漏ら

すように、サポーターの少なさが悩みの種のようです。 

主将を務める堅田慎一朗選手（入試課）は、「主催者の宮崎日日新聞社さん、審判や運

営スタッフとしての大会を支えてくれる方々、相手チームの選手の皆さん、そして応援し

てくれる職場の皆さんへの感謝とリスペクトの気持ちを忘れずに全力を尽くしたい」と意

気込みを語りました。 

 

 

11. ヌサ・センダナ大学（インドネシア共和国）との交流協定を締結 

令和 4年 10月 19日（水）、国立大

学法人宮崎大学医学部、農学部および

産業動物防疫リサーチセンター

（CADIC）は、医学獣医学分野におけ

る学術面での交流を深め、同分野での

人材育成に寄与することを目的とし

て、ヌサ・センダナ大学（インドネシ

ア共和国）と 4者間による部局間交流

協定を締結しました。 

式には、ヌサ・センダナ大学からマクス セナム学長を含む 4名をはじめ、本学関係者

と合わせて１１名が出席。両学長の挨拶の後、協定締結の窓口である CADIC 三澤教授から

協定締結の背景について説明があり、学部長ら四者が学術交流協定と学生交流協定に署名



を行いました。 

宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター（CADIC）は、2020年 4月にヌサ・センダナ大

学獣医学部との間で学術交流協定を締結していましたが、ヌサ・センダナ大学が獣医学

部・医学部を統合したことに伴い、本学の医学部・農学部を含めた新たな形で 4者間によ

る部局間交流協定を締結することになりました。 

世界的に医学と獣医学が融合した研究科（大学院）を持つ大学は珍しく、国内では本学

のみとなっています。今後も、本学の強みである異分野融合の研究を更に加速化させ、国

内外で活躍できる人材育成に努めてまいります。 

 

 

12. ヌサ・センダナ大学長らと本学外国人留学生が交流 

令和 4年 10月 20日（木）、インドネシア共和国のヌサ・センダナ大学学長一行が医学

部を訪問し、文部科学省「国費外国人留

学生の優先配置を行う特別プログラム」

（2021年度採択・2022～2024年度実施、

プログラム名：医学獣医学の有機的連携

による心血管・腎臓病研究推進プログラ

ム、プログラムディレクター：医学部教

授 渡邉望）により、今月来日したばかり

の外国人留学生らとの交流会を行いまし

た。ヌサ・センダナ大学医学・獣医学部と本学 CADIC、農学部及び医学部は、前日に４者

間で部局間交流協定を締結したばかりです。 

今回の訪問者の一人、ヌサ・センダナ大学医学・獣医学部獣医学科長（The head of 

School of Veterinary Medicine）である drh. Elisabet Tangkondaは、2014 年度採択・

2015～2017年度実施の同文部科学省プログラム（プログラム名：アジアの感染症研究・対

策を先導する人材育成、医学獣医学融合プログラム、プログラムディレクター：医学部教

授 丸山治彦）において、医学獣医学総合研究科博士課程に入学し、2021年 9月に修了し

た本学の卒業生です。 

同じ特別プログラムの国費外国人留学生であった drh. Tangkondaは、これから宮崎大

学での新たな研究生活を始める留学生らにとって、卒業後のキャリア形成のロールモデル

であり、この交流がこれからの 4年間のモチベーションにも繋がったのではないかと思い

ます。最後には、マクス サナム学長からもあたたかい励ましのお言葉をいただき、とて

も実りある交流会となりました。 

 

 

 



13. 河野宮崎県知事が「LOCOBOT®（ロコボット）」を体験 

令和 4年 10月 20日（木）、帖佐悦男

病院担当理事（医学科感覚運動医学講

座整形外科学分野教授）、山子剛准教授

（工学科機械知能工学プログラム）、渡

邉望教授（医学科機能制御学講座循環

動態生理学分野）が河野宮崎県知事を

訪問し、新しく開発した遊びながら楽

しくロコモを予防・改善するロボット

システム「LOCOBOT®（ロコボット）」や医・工・農連携で取り組む「循環・運動器疾患の

克服による健康寿命の延伸プロジェクト」の説明を行いました。 

「ＬＯＣＯＢＯＴ®（ロコボット）」は、本学の医工連携により研究開発が進められ、肩

幅ほどの専用のボードの上に立ち、ボードの上で体重移動を行いながら専用の球体（ボー

ル）を遠隔操作するものです。説明後、実際に河野知事にも体験していただき、「これは

いいね 面白い ずっと遊びたいね」との感想をいただきました。 

現在、ロコボットは宮崎県内で試験的に導入されている状況で、様々なスポーツイベン

ト・ロコモ予防イベントでの活用を見出しています。また、医学部附属病院でも使用され

ていて、人工股関節・膝関節全置換術患者の運動機能改善への効果を検証する臨床研究を

実施しています。この臨床研究によりリハビリ期間の短縮化や効率化、人件費の抑制等、

スポーツトレーニングや老人ホーム等で高齢者のロコモ予防、認知症予防にも役立つと期

待されていて、本年 9月 25日には、九州・沖縄地区の JNN系列ドキュメンタリー番組で

ある「世界一の九州がはじまる！」においても紹介されました。 

 

 

14. 国内初！農学部が日本 GAP協会公認研修機関に認定 

令和 4年 10月 21日（金）、國武久登農学部

長と髙木正博農学部フィール科学教育研究セ

ンター長が、一般財団法人日本 GAP協会（以

下、日本 GAP協会）の承認審査を経て、JGAP

資格取得のための研修機関として承認された

ことを、鮫島浩学長に報告しました。 

GAP( Good Agricultural Practices )と

は、農業生産活動の持続性を確保するため、食品安全、環境保全、労働安全に関する法令

等を遵守するための点検項目を定め、その実施、記録、点検、評価を繰り返しつつ生産工

程の管理や改善を行う取組のことです。この GAPの中には、審査員が取り組み状況を審査

し、認証を与える認証制 GAPがあります。GAP認証を受けた農産物は、持続可能な農業に



より生産された農産物として、東京オリンピック・パラリンピックで選手村などの食材と

して使用されたり、小売店などの SDGsの取り組みの一部として扱われたりするなど、需

要が高まっています。 

農学部では、2011年より 4年間をかけて学生を対象とした GAP教育プログラムを構築

し、現在も継続して実施しています。この中で、農学部附属フィールド科学教育研究セン

ターの木花フィールド（農場）および住吉フィールド（牧場）が GAP認証を取得し、学生

教育へ活用してきました。近年では、学生教育だけでなく、多くの学外者向けの研修も行

っています。さらに、これらに加え、この度、日本 GAP協会公認研修機関として認定され

たことにより、JGAP および ASIAGAP認証に必要な知識の習得ができ、指導員資格の取得も

可能な研修を実施できるようになります。実施できる研修は、農産および畜産それぞれに

対応した【JGAP指導員基礎研修】【JGAP団体認証研修】【JGAP指導員現地研修】と農産の

みを対象とした【ASIAGAP 基礎差分研修】の 7種類です。これらの研修は、農学部学生だ

けではなく、学外者も受講が可能であり、GAPを学んだ学生の輩出に加え、地域の GAP普

及にこれまで以上に貢献できるようになります。 

また、西日本最大級の大学附属牧場施設である住吉フィールドは、これまで 2期 10年

間にわたり文部科学省の認定制度である教育関係共同利用拠点に認定されていましたが、

3期目の令和 5年度からの 5年間についても再度認定されることとなりました。教育関係

共同利用拠点制度は，大学の施設を他大学の教育に提供することによって大学教育全体と

して多様かつ高度な教育を展開していくことを目的としていて、農場では全国で 8大学が

認定されています。住吉フィールド（牧場）は「九州畜産地域における産業動物教育拠

点」という名称で、上記の GAP実習や今後は DXを取り入れた全国的にもユニークな実習

を本学学生のみならず他大学の学生にも提供していきます。 

 

 

15. みやざき未来研究所 第 5回「空き家活用編」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 10月 21日（金）に実施した第 5回目は「空き家活用編」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、クジラ株式会社及び SEKAI HOTEL株式会社代表取締

役の矢野浩一氏、佐伯市役所/公務員まちづくりユニット DOCREの後藤好信氏を特別ゲス

トとして迎え、空き家活用についてお話を伺いました。空き家問題は結果だけでなく、原

因に着目して考え活動することや、どのように町の方々と関わって巻き込んできたのか実

例を交えて語っていただきました。意見交換の時間では「自分だったらこうしたい」との

声も上がり、活発な議論が行われました。 

また、宮崎市職員でグラフィックレコーダーでもある Aya Ogawa氏が講義の最終に要点を

まとめたグラフィックレコードを披露。受講者を驚かせました。 

 

 

16. 第 85回 宮崎大学イブニングセミナーを開催 

令和 4年 10月 25日（火）、第 85回目と

なる宮崎大学イブニングセミナーを、Zoom

を利用したオンライン形式で開催し、71名

が参加しました。本セミナーは、本学各部

局に在籍する研究者が、各分野での研究内

容やその研究成果等を 理解し、協働した教育・研究等を実施する契機とするとともに、

地域の皆様と 本学の知的資源を共有し、地域社会との連携を一層深めることを目的に実

施するもので、2004 年 3月に第 1回目が開催されていて、今年は 18年目を迎えます。 

今回は、「宮崎大学が取り組む SDGs 『宮崎県の環境問題』 ～持続可能な社会に向けた研

究～」と題して、地域資源創成学部 戸敷浩介教授、農学部 光田靖教授、教育学部 西田

伸准教授が、それぞれが進める研究分野の紹介を行いました。 

宮崎大学では、2007 年に国内初となる異分野融合型の大学院博士後期課程である農学工

学総合研究科を設置したほか、2010年にも医学と獣医学が融合した国内唯一の医学獣医学

総合研究科を設置するなど、分野の垣根を越えた融合型研究を進めるとともに、産学金労

官の連携も深めながら地球規模の課題解決に貢献できるように取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. 株式会社デンサンと包括連携協定を締結 

令和 4年 10月 26日（水）、宮崎大学学び・学

生支援機構（機構長：新地辰朗）と株式会社デ

ンサン（代表取締役社長：松方健二）は、産学

連携の一環として、数理・データサイエンス・

AI教育における産学共同教育体制ならびにデジ

タル人材育成等を目的として、包括的連携協定

を締結しました。 

本学と株式会社デンサンは、2022年度から、市民向け公開講座である「ミヤダイミライ

塾」で DXをテーマにした講座を実施しているほか、本年 9月には、胸ポケットにいれた

スマートフォンを用いて腰部にかかる負担をリアルタイムで数値化して表示するアプリケ

ーションを開発するなど、様々な分野で連携を深めています。 

また、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」が文部科学

省の「認定教育プログラム（リテラシーレベル）」に認定されたほか、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、

企業や地域自治体と連携しながら地域活性化に寄与できる人材育成を進めてきたことか

ら、今回の包括連携協定締結に至りました。 

【主な連携分野】 

（１）数理・データサイエンス・AIの産学共同教育に関すること 

（２）デジタル人材育成に関すること 

（３）AI 技術者育成に関すること 

（４）デジタル技術を用いた地域の課題解決に関すること 

（５）その他前条の目的を達成するための必要な事項に関すること 

締結式では、新地学び・学生支援機構長から本学の研究成果を社会に出して行くにあた

り、様々な形で協力いただいていることに対して謝辞が述べられ、「地元に密着した IT企

業が持つデジタル技術を活用させていただきながら、宮崎大学だけでなく県内の IT人材

の育成に努めていきたい。自分の学んだ専門性をデジタル技術を使って地域の問題を解決

できる学生を育てていきたい。」と抱負が述べられました。また、松方社長からは、「これ

までのインターンシップに加えて、学生に対して実践に近い経験や学びの場を提供してい

くことで宮崎の IT推進を図りたい」と述べられました。 

 

 


