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学園の役職員が学生と教育の「道」を共に歩もうと銘銘しました。
̶学園報編集委員会̶

[michi]

教育の一本「道」
を
「貢献」
の頂きを目指して邁進します！

学

学園理事長

President

宮田 智栄
Chie Miyata

進学状況

2014年４月には更なる教育の国

たりご挨拶を申し上げ

際化のため専門学校「国際貢献

ます。去る６月26日に

専門大学校」を開校しました。現

24回目の創立記念日を迎えること

在の定員数は日本語学校「西日

ができました。これもひとえにご指

本国際教育学院 」が926名、専

導ご鞭撻を賜りました皆様と6,000

門学校「国際貢献専門大学校」

名を超える卒業生やそのご父兄の

が860名となっております。

ご支援の賜物と厚く御礼を申し上

世界に貢献するグローバル人

げます。1992年４月に日本語学校

材を育む国際教育機関として、情

を開校、1993年６月26日に日本

報公開に努め更に邁進してまいり

語教育振興協会の認定校となり、

ます。

就職状況

2016年度進学率93%
夢の実現がかなう日本語教育機関です
2016年度の卒業生は93%が
進学し、そのうち84％の学生が

進
学

大学など地元福岡の4年制大
学を中心に、福井大学、日本大
学、拓殖大学など全国の大学、

93％

携帯電話、スマートフォン、ダブ
レット PC など上記 QR コードを読
み込んでいただくと、より簡単に
本学園の動画をご覧いただけます。

学校法人宮田学園は、
福岡ソフトバンクホークスの
オフィシャルスポンサーです。

［国際貢献専門大学校］

（2016年度実績）

内定者

59人
100 %

えサポートします。

就職
希望者

59

１年次より就職に向けた説明

人中

を実施し、履歴書の上手な書き
方から面接のポイントまで、就

就職内定率

職活動のきめ細やかな指導を
行います。

87％

専門学校に進学をしています。

（日本語、
ベトナム語、
英語対応）

人ひとりの将来を描き一緒に考

大学へ進学 ６％

ています。
その他、福岡大学、九州産業

宮田学園動画

Miyata Gakuen Video

就職専任スタッフが、学生一

国際貢献専門大学校へ進学

国際貢献専門大学校に入学し

宮田学園動画

Miyata Gakuen Video

2016年度就職内定率100％（希望者実績）

（平成28年度進学状況）
就職１％
その他６％

パンフ用

QRコードを作成しました
宮田学園の動画を
配信しています

園報「 道 」創刊にあ

［西日本国際教育学院］

名刺用

目標は就職希望者の就職率
100％。学園の総力をあげて学
生を支援します。

一貫教育の実績

高

駅

通り
大池

◎国際貢献専門大学校 本館（大橋キャンパス） 福岡市南区塩原４丁目17番７号

大学校「玉川キャンパス」が竣工し４年コースの

◎国際貢献専門大学校 国際交流センター 福岡市南区玉川町18番8号

授業が始まりました。

福岡市南区高木２丁目７番38号

◎シリウス会館

牟

田

福岡県立
筑紫丘高等学校
学校法人
純真学園
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筑紫丘中学校

線

大

橋

駅

大橋幼稚園

福岡市南区曰佐５丁目９番５号

月隈 JCT

九州中央病院
九州大学
福岡市
南区役所 大橋キャンパス

西月隈
575

高木寮
専門学校国際貢献専門大学校
西日本国際教育学院

505

112

板付

線

て、
これからもこの福岡市で国際交流の輪を広げ、

◎高木寮

大

本
島

世界各国の文化に直接触れ合え学べる場とし

福岡市南区玉川町18番35号

神

385

児
鹿

宮田学園の教育施設は右の通りとなりました。

◎国際貢献専門大学校 玉川キャンパス

天

31

那珂中学校

第一薬科大学

鉄

速

福岡市南区塩原４丁目17番17号
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岡 線
福 状
環

宮
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本年４月に福岡市南区玉川の国際貢献専門

◎西日本国際教育学院

ICC 国際交流センター
玉川キャンパス

下

今春、新キャンパス完成！

Access
竹

キャンパス紹介

一貫教育の成果

31

385

井

香蘭女子短大

尻

駅

駅

笹原

国際貢献できるグローバル人材の育成につとめ
ます。

雑餉

隈駅

505

線

博多南

精華女子短期大学

ICC 国際交流センター 西日本国際教育学院 国際貢献専門大学校
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高木寮

シリウス会館

駅

玉川キャンパス

岡

シリウス会館

福

日佐幼稚園

南

福岡
徳洲会病院

野多目

西日本国際教育学院
７月期生入学

オランダ ライデン大学の学生15名が短期研修を行いました

７月期生はベトナ

日本語学科２年生15名（女性10名／男性５名）が

ム６名、韓国４名、

本学院で３ヶ月間の短期研修を行いました。３月28日

ネパール３名、台湾

（火）に日本に到着し、日本語の授業をはじめ企業視

１名の計14名が入

察、日経新聞読み方講義など様々な体験をし、
６月23

学しました。７月期

日
（金）にオランダへと帰国しました。日本語も格段に

生、入学 おめでと

上達し、日本文化も学び実りあ

う。初心を忘 れ ず

る留学生活となりました。欧米

勉強に励んでくだ

からの留学生受け入れにも力

さい。

を入れています。

日本文化を
学びました

日本語指導研究会を
始めました

特進クラス開講

７月７日までの約一週間程度、
七夕祭りが開催されました。学生
達は思い思いの願いや夢を短冊
に書き、笹の葉へ飾り付けを行いま
した。普段の生活では目にするこ
とのない日本独特の伝統文化を前
に、学生たちは日本人の心を十分
に体感できました。

学習成果発表会 「一

近年の留学生のニーズに合わ

本年より
「日本語指導研究会」

せ2018年４月に特進クラスを新設

を定期的に開催して、日本語教員

予定です。優秀なアジアの学生を

の能力アップと教育の質の更なる

選抜し、日本留学試験（EJU）及

向上を進めています。

び日本語能力試験（JLPT）対策

第１回は本年３月28日
（火）
に東

の授業を行い、有名国公立大学

京農工大学国際センター馬場眞

に合格させることを目標としていま

知子教授をお招きし、講演と模擬

す。４月生の募集開始と同時に、

授業で指導して頂きました。
第２回は７月26日
（水）
、第３回は

アジアの日本語学校、日本語学科

８月に開催する予定です。

を設置している大学と連絡を取り

研究会を発展させ、非漢字圏

特進クラスが始動出来るよう頑張っ
ています。

の留学生向けの斬新な日本語の
教科書開発を目指します。

６月９日
（金）国際貢献専門大学校
と西日本国際教育学院合同で２年生
の学習成果発表会を開催しました。午
前・午後とわけ、73名の代表者が全学
生の前で発表しました。代表者はいつ
も以上に緊張した様子でしたが、それ
ぞれの思いや調べたことを精一杯発表
し、発表後は達成感に満ち溢れていま
した。発表を通して、学生たちは自分た
ちの夢の実現に向け、また一歩成長し
たように感じます。
合同学習成果発表会は初めての試
みで、宮田学園が目指す一貫教育を実
践することができました。

第１回の模擬授業風景

日本語教師募集

世界の留学生に日本語を教えてみませんか
５．応募方法

１．教育機関名
学校法人宮田学園

西日本国際教育学院

１）
非常勤講師

まずは応募書類をご郵送ください。お電話にて面接
日をお知らせ致します。

２．募集人数
若干名

３．応募資格
以下の条件のいずれかを満たされる方
①（四年制大学卒以上）
日本語教師養成講座420時間以上修了の方
②（四年制大学卒以上）

６．応募書類
履歴書（手書き）
・職務経歴書・資格の証明書
７．その他
随時非常勤講師を募集しております。勤務開始日は
応談。
８．連絡先

大学で日本語教育に関する主・副専攻課程を

〒815-0032 福岡県福岡市南区塩原4-17-17

修了された方

学校法人宮田学園 西日本国際教育学院

③日本語教育能力検定試験に合格された方
４．待遇
時給
（経験を考慮して応談）

入 職 後 の 研 修、
授 業 見 学、模 擬
授業などのサポー
ト体制も整ってい
ます。是非、一緒
に頑張りましょう。

担当： 教務課

野田・村瀬

TEL： 092-541-8450

FAX： 092-553-0336

Eメール： kyoumu@miyatagakuen.ac.jp
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西日本国際教育学院 教務課 主任

和

あぃ

野田 裕美

国際貢献専門大学校
日本・世界での就職、
大学進学、会社設立、
それぞれの夢を
実現させる学校です

プロフェッショナルを養成します
専門学校のキャンパスを体験して
みませんか？

学科説明

国際貢献専門大学校を知るチャン
スとして、保護者の方や、ご友人と

オープンキャンパス開催

7 22日㈯
月

グローバルキャリア日本語教師養成学科（４年課程）
国際ワーキングスタディ学科（２年課程）
ITビジネス学科（２・４年課程）

お気軽にご参加ください。最寄駅
までの送迎も行いますのでぜひご
利用ください。

8月4日 ㈮・25日㈮
時間：10:00〜13:00

個別相談

連絡先

各学科の特色やカリキュラムなどを分かりやすく説明致します。
入学したら何をどんな風に学んでいくのか、取得できる資格
は何かなども知ることができます。

先生と一対一で話ができる貴重な機会。学習内容やキャンパ
スライフについてはもちろん、気になる受験のこと、一人暮ら
しやアルバイトのことまで、なんでも気軽に相談できます。

〒 815-0032 福岡市南区塩原４-17-7 国際貢献専門大学校 担当：広報企画 前田・岩渕
TEL：092-541-8460 FAX：092-559-9766 Eメール：kouken@miyatagakuen.ac.jp

表会 「一貫教育の実践ができました！」

最先端の教育環境を整えています
eラーニング教室・電子図書館を導入します

学習成果発表会の風景

最新のパソコンとインターネット環境を備えたeラーニング教室を設置します。
西日本国際教育学院との共用施設です。
漢字学習に関しては、日本漢字習熟度検定協会のネット教材「文字蔵くん」
を導入済みです。漢字学習で「自動採点」
、
「問題シャッフル」
、
「弱点チェック」
、
「学習履歴管理」などの最新システムで短期間で漢字力が身につきます。
今後、英語や IT のネット教材を強化する計画です。
日本語学校と専門学校が共通で利用できる電子図書館も開設します。学
生は、学内・学外を問わずインターネットを通じて、電子書籍の閲覧とPDF
のダウンロードが可能です。
宮田学園は先進の教育環境提供に努めています。

留学生と語る国際シンポジウム参加者
大募集！！

RKBラジオ「ウィラブ ヒューマン」の
取材を受けました

オープンキャンパス開催に併せてシンポジウムを下記日程で行います。
高校生のあなた、留学生と熱い議論をしませんか？

福岡県が提供し、本年８月７日
（月）
から９月30日
（金）
まで月曜日から金
曜日の午後３時55分から始まる５分間の RKBラジオ番組「ウィラブ ヒュー

第１回 ７月 22 日（土）

マン」の取材が７月12日
（水）
にありました。国際貢献専門大学校の石黒

議題 『外国で仕事をするということ』

学長とITビジネス学科の２年生が留学生の暮らしぶりを紹介しました。
９月に２日間に渡り放送される予定です。放送日程が確定しましたらブ

第２回 ８月４日（金）

ログでお知らせします。地域の皆さん

議題 『留学について』

への留学生理解の一助になることを

第３回 ８月 25 日（金）

願っています。

議題 『日本語教育について』

時間

11：30 〜 12：30

場所

ＩＣＣ国際交流センター 福岡市南区玉川町 18 −８

放送後に福岡県人権啓発情報セン
ターのホームページに放送がアップさ
れます。
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取材を受けるベトナム人留学生
グエン ティ ニュンさん

