
宮崎国際大学における研究倫理教育に関する申合せ 

 

                                   平成 28年 1月 15日 

                                   研究推進委員会決定 

                                   （平成30年6月25日改訂） 

1.はじめに                

新たな「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」（平成26年8月26日付け文部科

学大臣決定）の運用が平成27年4月1日から開始された。研究活動の不正に関しては、研究者（教員）個人

の責任は当然として、研究機関が責任を持ち、組織を挙げて取り組むことが必要となる。  

これらの状況を受け、本申合せは、宮崎国際大学（以下「本学」という。）で実施する研究倫理教育に

ついて、本学の研究に関わる者等が、ガイドラインにおいて定められた事項を理解し、遵守することで、

研究者倫理を向上させるために定めるものである。 

 

2.研究倫理教育の統括責任者及び教育責任者 

統括責任者に学長を充てる。学長は統括責任者として全体を統括し、公正な研究活動を推進するもの

とする。教育責任者には学長並びに学部長を充てる。 

 

3.研究倫理教育の受講対象者  

受講対象者は、本学の研究者（教員）及び研究に関係する事務職員、学生とし、受講を義務づける。 

学生を対象とした倫理教育は、主として「卒業論文」（国際教養学部７単位、教育学部４単位）の中

で、学部長が行うものとする。 

 

4.研究倫理教育の教材と受講カリキュラム  

 教材は、「教育プログラムA」と「教育プログラムB」の2種類を設ける。前者は外部機関の教育プログ

ラム、後者は本学が行う教育プログラムとする。 

 

【教育プログラム A】 

教材：日本学術振興会（JSPS）「研究倫理eラーニング」を利用。  

受講カリキュラム：研究倫理eラーニングコースを受講し修了すること。修了後は、「修了証明書」を印
刷し保管しておくこと。有効期間は修了した日の翌日から起算して３年間とする。 

なお、科研費による研究活動の代表者及び分担者は交付申請前に受講すること。研究

を手伝う学生も同様とする。 

【教育プログラム B】 

教材：本学が実施する研究倫理教育に関する資料（文科省 、JSPS、JST 等の資料）。  

受講カリキュラム：年に2回（原則として5月、11月）、研究倫理教育講習会を実施する。毎年1回は受講
すること。受講者には本学から「講習受講証明書」を発行する。有効期間は修了した
日の翌日から起算して1年間とする。 

5.受講管理  

研究倫理教育の受講管理は、研究推進委員会及び総務部が所掌する。 

 

6.他機関での研究倫理教育修了者の確認  



他機関の研究倫理教育を修了した者は、修了したことを示す書類（CITI Japan修了書、研究倫理eラー

ニング修了証書、研究機関が発行する受講証明書など）を総務部へ提示し確認を受ける。 

 

附 則  

この申合せは、平成28年1月15日から実施する。 
 

附 則  

この申合せは、平成30年6月25日から実施する。 

  



Agreement Concerning Education in Research Ethics at Miyazaki International College 
 

January 15, 2016 

Committee on Research Promotion Decision 

Revised June 25, 2018 

1. Preface 

Implementation of the new “Guidelines for Responding to Misconduct in Research” (Adopted August 26, 2014 by Ministry of 

Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)) began on April 1, 2015. Misconduct in research is no longer solely the 

responsibility of the individual researcher (faculty) but also that of the research institution, and an organization-wide effort is required 

to prevent such actions. 

In light of these circumstances, this Agreement ensures that the individuals engaging in research at Miyazaki International 

College understand and uphold the matters provided for by the guidelines concerning the research ethics education conducted at 

Miyazaki International College (MIC) so as to enhance the ethics of its researchers. 

 

2. Chief Administrator and Education Supervisor 

The President shall be appointed as the Chief Administrator. The President shall be responsible for the overall management 

and promote fair research activities. The President and the Deans of the Faculties shall be appointed as the Education Supervisors. 

 

3. Individuals Required to Undergo Education in Research Ethics 

It is obligatory for the faculty of MIC conducting research, the administrative staff and students associated with research activity 

to undergo education. 

Education in ethics for students shall be provided by the Dean of Faculty, primarily in the context of “Senior Thesis” (School of 

International Liberal Arts 7 credits, School of Education 4 credits). 

 

4. Teaching Materials for Education in Research Ethics and Curriculum 

Two types of teaching materials, “Education Program A” and “Education Program B, shall be implemented for education in 

research ethics. The former shall be a program developed by an external agency and the latter shall be a program developed by 

MIC.  

 

[Education Program A] 

Teaching materials: Utilize Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) “e-learning Course on Research Ethics”. 

Curriculum: Take the “e-learning Course on Research Ethics” and complete it. After completion of the course, print the “Certificate 

of Completion” and keep it safe. The certificate shall be valid for three years beginning the day after successful completion of the 

program. The principal investigator and co-investigators of Grants-in-Aid for Scientific Research (KAKENHI) project must complete 

the program before applying for the grant. Same applies for the students. 

 

[Education Program B] 

Teaching materials: Documents on the program in research ethics education that MIC conducts (documents by MEXT, JSPS, JST, 

etc.). 

Curriculum: Education in research ethics session shall take place biannually (as a rule, May and November). It is compulsory to take 

at least one session a year. Those who took the course shall receive the “Certificate of Participation” issued by MIC. The certificate 

shall be valid for a year beginning the day after successful completion of the program. 

 

5. Program Supervision 

Supervision of the program in research ethics education shall be the responsibility of the Research Promotion Committee and 

the Office of General Affairs. 

  

6. Exceptions to the Obligation to Undergo Education in Research Ethics 

Researchers and administrative staff who have completed the program of research ethics education of other institutions are not 

obligated to seek to undergo research ethics education anew. However, evidence of prior certification (Citi Japan certificate of 

completion, “e-learning Course on Research Ethics” certificate of completion, course certification issued by a research institution) 

must be submitted to the Office of General Affairs.  

 



Addendum 

This agreement shall be implemented as of January 15, 2016. 

 

Addendum 

This agreement shall be implemented as of June 25, 2018. 

 
 

 


