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学長あいさつ 
 保護者の皆様には、大学の諸行事へのご支援とご協力に感謝申し上げます。本レターが届くころは、

卒業シーズンの直前でしょうか。本学は3月10日に平成27年度（第19回）卒業証書・学位記授与

式を挙行します。今の時期、4年生の皆さんは卒業論文（英語）の提出もすでに終っており、卒業の

日を迎える準備や就職・進学に向けての準備等で忙しいことでしょう。今年の4年生はよく頑張ってくれ

ました。その証拠に早い段階で就職先が決定し、昨年度よりも多くの学生が大手企業への就職を決め

ました。特徴としてはグローバル企業が多く、外資系企業、航空業界、運輸業などが目立っています。

地元では、地域創生、グローバル化を目指す企業、また金融業、教職への就職でした。大学院への進

学も国内及び海外に5名が合格しました。現時点での就職率は95％を超えています。この要因は、先

輩方のこれまでの活躍が認められた背景があり、大変ありがたいと思います。本学は小規模大学が故に

先輩後輩の絆が強いことを特長とします。これからもこの絆を大事にして就職に強い大学を目指しま

す。1～3年生の皆さんには、本学のよき伝統をぜひ継承してもらいたいと願っています。 

「2015アクティブ・ラーニング シンポジウム」を開催 
 

 本学は、平成26年度文部科学省「大学教育再生加速プログラム（AP）」事業の中の、「テーマⅠ・Ⅱ複合型」で採択を受け、

昨年度からワーキング・グループを中心にその事業に鋭意取組んでいるところです。事業の一環として、初年度の活動成果を踏ま

え、今年度の活動の中間報告として、平成27年11月28日（土）に「2015アクティブ・ラーニング シンポジウム」を本学で開催し

ました。 

  本シンポジウムでは、全体セッションとして２課題（アクティブ・ラーニングの可視化、アクティブ・ラーニングによるクリティカル・シンキ

ング能力の開発）について、また、ワークショップ形式で３課題（アクティブ・ラーニングとタブレットPC、アクティブ・ラーニングとクリティカ

ル・シンキング、アクティブ・ラーニン グとeポートフォリオ）についての報告がなされました。全体セッションでは、APワーキング・グループ

が授業参観や教員のインタビュー、またアンケートから収集したアクティブ・ラーニングの手法を分類・分析した結果が報告され、可視

化への展望が示唆されました。また、クリティカル・シンキング能力の開発においては、テネシー工科大学のクリティカル・シンキング評

価テスト（CAT）が紹介され、その内容を利用した本学教員が考案した文学、政治学の専門分野における、クリティカル・シンキン

グ能力の開発を目指した授業法が紹介されました。本学独自のクリティカル･シンキングテストの開発については、昨年から今年にか

けて4名の教職員をテネシー工科大学へ派遣して講習を受けさせ、知見を深める努力をするなど、着々とその計画が進められており

ます。  
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学友会活動 

 平成27年5月1日（金）に発足して以来、平成27年度学友会（役員15名）は学

生生活をさらに充実させようと、様々なイベントを企画・実施してきました。また、学生の目

線からの学生支援についての意見を聞くために開かれた学生部と学友会との話し合いで

は、積極的に意見を述べるなど、頼もしい活躍をしてくれました。 

 来る5月には新学友会が発足します。今年度役員を担当された方は、新学友会役員の

良き相談相手となり、時にはアドバイスをするなどして、新学友会をサポートしてくれることを

期待しています。約1年間、お疲れ様でした。 

施設紹介 

～模擬授業教室 
 平成27年9月に本学1号館4階

に模擬授業教室が完成しました。

教育学部を中心に、各教科教育

法等の授業で活用していきます。後

方の掲示板には、保育内容環境に

関わる動植物マップ、図画工作の

構成と配色に関わる学生作品を掲

示しています。 

 また、今年度内には、全CCRの

机・椅子を新たに入れ替える等、

着々と教育環境を整備しています。 

平成28年度前期 生涯学習プログラムのお知らせ 

 本学では、高校生を含む一般の方を対象に生涯学習プログラムを開講しております。平成28年4月から開講するプログラムが決

定いたしましたので、ご案内いたします。 
 

◆「TED Talksを使って世界の著名人から学ぶ」 

   講師：デボラ・オチ（本学国際教養学部） 

  全8回 毎週水曜日  19時00分-20時30分 使用言語：英語 

  平成28年4月13日～平成28年6月8日（※5月4日（水・祝）は休み） 

  場所：宮崎学園高校／受講費：8,000円 
 

◆「マインドフルネスストレス低減法～Mindfulness Stress」 

   講師：金原さと子（本学国際教養学部） 

  全8回 毎週木曜日  19時00分-20時30分 使用言語：日本語 

  平成28年4月14日～平成28年6月9日（※5月5日（木・祝）は休み） 

  場所：宮崎国際大学／受講費：無料。ただし、ワークブック2,900円（後日案内）+ヨガマットをご用意ください。 

英語自主学習用ソフトの導入 
 本学では、平成28年3月から新たに英語学習のeLearningシステムを導入することになりました。 これにより、本学学生はALC 

Net Academy Nextの総合英語トレーニング、初級コースと中級コースを自宅や外出先、その場所を問わずいつでも学習すること

が可能になります。もちろん、タブレット、スマートフォンでも利用可能です。本ソフトは英語の4技能のみならず、語彙、文法も伸ばす

ことができるようになっており、英語のしっかりした基礎力を育成するものとなっています。皆さんの自主的英語学習をサポートする強い

味方となりますので、是非積極的に活用してもらいたいと思います。 

平成27年度後期 学友会活動（クリスマス会、スポーツ大会、ハロウィンパーティー） 

模擬授業教室 



 

各種お知らせ 

第19回卒業証書・学位記授与式 
第23回入学式について 
 3月10日（木）10時より本学体育館において、平成

27年度 第19回卒業証書・学位記授与式を挙行いた

します。卒業生代表答辞は、野原淑人さんに決定しまし

た。また、平成28年度入学式は、4月2日（土）10時

より行います。 

 在学生の皆さんは、両式典に出席し、先輩・後輩の新

たな門出をお祝いしてください。 

保護者会と海外研修説明会 
 平成28年度の保護者会は6月19日（日）です。ぜひ

お越しください。 

 新2年生の保護者様：「第2回海外研修説明会」は4

月10日（日）に行いますので、ご出席ください。 

就職・進学支援課より 
 春休み期間中も進路や就職活動に関する各種相談を

受け付けています。希望者はメールもしくは直接、就職・

進学支援課へ来てください。また、進路の決定した学生は

直ちに報告をしてください。 

前期学費の納入について 
 前期学費の納入期限は4月11日（月）です。学費振

込依頼書は保護者様宛に送付いたしますので、期日まで

の納入をお願いします。期限までの納入が困難な場合

は、4月11日（月）までに総務部へご相談ください。 

前期の日程について 

4月6日（水）前期授業開始 

4月6日（水）～12日（火）前期履修登録変更期間 

4月8日（金）・9日（土）TOEIC(IP) 

4月10日（日）海外研修説明会 

4月15日（金）・16日（土）青島リトリート 

4月18日（月）・19日（火）クラブフェア・学友会選挙 

4月20日（水）健康診断（1・4年生対象） 

4月22日（金）レントゲン検診（1・4年生対象） 

4月26日（火）レントゲン検診（2・3年生対象） 

4月27日（水）健康診断（2・3年生対象） 

6月17日（金）日本語検定（全学生対象、1年生必

修） 

6月19日（日）保護者会（月曜校時） 

6月20日（月）振替休日（休講） 

7月4日（月）～8日（金）後期履修登録期間 

7月11日（月)～15日TOEIC SW（2・4年生対象） 

7月19日（火）履修科目辞退届提出締切 

7月22日（金）前期授業終了 

7月25日（月）～29日（金）学期末試験期間 

8月1日（月）～9月30日（金）夏季休業期間 
 

 

 

学務部より（重要） 
【国際教養学部】 

■新4年生へ 

卒業要件：124単位以上、GPA1.50以上。 

卒業論文：最終提出期限は、平成29年1月10日です。各チェック

ポイントで担当教員から評価を受けていない場合は卒業が出来ない

可能性があります。卒業可能な最低点は60点です。詳細はhttp://

sekai.miyazaki-mic.ac.jp/thesis/にて確認してください（大学

内のみアクセス可）。 

☆勝手に進めず担当教員と十分に相談すること。 

☆盗用の疑いのある論文、未完成の論文の提出は一切認められませ

ん（発覚した場合、点数を取り消します）。 

■3年次進級要件について 

 2014年度以前入学者の進級要件はTOEIC450点以上です。 

 2015年度入学生より進級要件はTOEIC500点以上です。今後と

も英語力修得にしっかり取り組んでください。 

■教育実習について 

 教職課程を履修している学生の教育実習参加基準：TOEIC600

点以上（実習校開拓は500点以上）。 

【教育学部】 

■卒業論文登録要件の一つに、各学期のGPA平均値が1.50以上

とあります。毎学期、確認しましょう。2年生は集中講義がありますの

で、必ず出席してください。 

【両学部】 

■進級、教育実習参加基準等の要件を満たしていない学生やハイス

コアを目指す学生のためにTOEIC IPを受験する機会（有料3,075

円）を下記のとおり設けました。 

第1回：3月8日（火）、第2回：3月23日（水） 

■履修登録変更期間は4月6日（水）～12日（火）です。希望

する学生は変更用紙を学務部で受け取り、手続きをしてください。 

各種奨学金貸与者へ 
 学業にしっかり励みましょう。留年、卒業延期が確定した場合には、

奨学金の「廃止・停止」の処置がなされます。1か月以上の長期欠席

も「休止」の対象になります 

 氏名、住所、振込口座、保証人、月額（増額・減額）に変更、又

は異動（休学・退学）がある場合は学生部まで連絡してください。 

 来年度も日本学生支援機構奨学金を「継続」と判定された学生は

4月21日（木）に入金があります。 

平成28年度奨学金貸与希望者へ 
 日本学生支援機構、宮崎県育英資金、壽崎育英資金等の申込

み希望者を対象に説明会を4月5日（火）13時から行います。メー

ルでも連絡をしますので、希望者は出席してください。事前に相談があ

れば学生部まで連絡してください。 

駐車場使用申込について 
 本学の駐車場利用希望者は同封された申込書を期日までに提出

してください。インターネットからの申込みも可能です。詳しくはメールを

確認してください。 

※締切：平成28年3月22日（火）午後5時（必着） 



お問い合わせ先  

発行：宮崎国際大学  学生部 

〒889-1605 宮崎県宮崎市  

清武町加納丙1405番地 

0985-85-5931  

Web サイトもぜひご覧ください:   

http://www.mic.ac.jp  

オープンキャンパス開催のお知らせ  

 春のオープンキャンパスを3月12日（土）に開催します。高校3年生と保護者の方はもちろ

ん、高校1・2年生や本学について興味のある方はどなたでも参加いただけます。学部の特色

や、アットホームな雰囲気を感じていただける機会です。 

 学生スタッフ、教職員で参加者のお越しをお待ちしています。お気軽にご参加ください！ 

◆日時：平成28年3月12日（土） 10時00分～12時30分 

◆場所：宮崎国際大学 

◆内容：大学概要・学部説明、卒業生・在学生の体験談発表、体験授業、交流カフェ 他 

 

学生生活紹介  

学長賞授与式を実施 

 平成27年度学長賞授与式を教育学部を対象に、10月6日（火）、国際教養学部を

対象に、同月14日（水）に行いました。この学長賞では、TOEIC900点以上取得者及び

学業成績、課外活動、社会活動、ボランティア活動等の分野において優秀な成績を修めた

学生や学生団体に授与されます。今回の学長賞では、教育学部2年生4名、国際教養学

部4年生2名、2年生1名が受賞しました。 

教  育  学  部：安藤 智夏さん、奥津 愛花里さん、高田 真帆さん、德丸 晴香さん 

国際教養学部：堀内 勇希さん（4年生）、本村 港さん（4年生） 

           平井 悠さん   （2年生） 

 

「宮崎市“わけもんの主張”」作文コンクール本学学生4名が入賞！ 

 平成27年度「宮崎市“わけもんの主張”」作文コンクール（主催：宮崎市選挙管理委員

会）の審査が平成27年12月10日（木）に行われ、応募総数162作品から本学国際

教養学部の学生4人が「優秀賞」と「奨励賞」を受賞しました。同月21日（月）には、その

受賞式が宮崎市選挙管理委員会事務局で行われ、賞状と記念品の贈呈がありました。 

 

【優秀賞】 小池 利奈さん（3年生）、尾堂 愛里さん （3年生） 

【奨励賞】 兒玉 知香さん（3年生）、諏訪 あやかさん（3年生） 
 

 

多読賞と「漫画に関するエッセイ・論文コンテスト」の表彰式を開催  

 平成28年2月3日（水）、平成27年度多読賞（2015年4月～216年1月までの貸

出冊数）と「漫画に関するエッセイ・論文コンテスト」の表彰式が宮崎学園図書館で行われ

ました。本学国際教養学部から、多読賞上位5名と漫画に関するエッセイ・論文コンテストの

入賞者への賞状が授与されました。 

【多読賞一覧】 

１位 松廣 隼仁さん（4年生）３４２冊 ２位 佐藤 望さん   （2年生）２０９冊 

３位 中島 梨花さん（1年生）２０８冊 ４位 小夏 崇史さん（1年生）１９３冊 

５位 袁   明明さん（4年生）１３３冊 

【漫画に関するエッセイ・論文コンテスト」〈論文部門〉 

奨励賞 佐藤 望さん  （2年生） 

前列左側から：尾堂さん、小池さん 

後列右側から：諏訪さん、兒玉さん 

写真上：教育学部 

写真下：国際教養学部 


