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学校法人宮田学園創立25周年祝賀会

みなさまの支えがあって、四半世紀にわたり発展の道を
辿って来ることができました。25年を振り返ると、本当に
様々なことがありました。留学生を取り巻く厳しい環境のな
か、西日本一、いえ日本一を目指して、「初志貫徹」「一念、
道拓く」の精神で、ひたすら前に進んでまいりました。その
結果、西日本国際教育学院は日本最大規模の留学生数にまで
成長させることができましたし、2014年に開校した国際貢献
専門大学校も、数年のうちに、福岡でも指折りの専門学校に
成長させることができました。
現在、私の教育者人生の集大成ともいえる4年制大学の設

置に向けて、着々と準備を進めております。2020年の開校に
向けて、10月末には、文部科学省に設置申請書の提出をおこ
なってまいります。宮田学園は25年経った今もますます成長
しておりますので、引き続き、ご指導、ご鞭撻をどうぞよろ
しくお願いいたします。

25年を振り返ると、あっという間でした。開校当初は、中国、
韓国、台湾の留学生が中心でしたが、時代とともに、ネパール、
ベトナム出身の学生が増えてきました。十数年前はアルバイト先
を見つけるのは大変でした。「留学生とともに共生する」という
考え方に理解を示してくださった方たちには、今でも感謝してい
ます。私は、学生たちには、「あいさつをすること」、「清潔に
して健康であること」、「日本語の勉強をがんばること」、「日
本のルール、マナーを覚えること」、「思いやりを持つこと」、
という５つの約束を守ってほしいと伝え続けています。約束を守
り、信頼関係が構築できれば、言葉がうまく通じなかったとして
も、分かり合えることが多いと思います。学生たちには、そうい
う日本人ならではの精神を教えてきましたので、世間の皆さんか
ら「宮田学園の子たちは『日本人の心』があるよね」と言われる
のが一番うれしいです。これからも優しい心を持った「日本人ら
しい留学生」を育てていきたいと思っています。

ホテルニューオオタニ博多

２０１８年１０月２１日 学校法人宮田学園 創立25周年記念行事を執り行いました
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宮田学園のあゆみ

25周年記念行事概要

開催日 ： 2018年10月21日（日）10：00開始/15：50終了

開催場所： ホテルニューオータニ博多

式次第 ： 記念式典 10：00～11：45 鶴の間
（感謝状贈呈式含む）
【参加者：約1600名】

記念講演会 11：55～13：35 芙蓉の間
【参加者：約200名】

記念祝賀会 13：40～15：50 【参加者：約200名】

宮田学園のあゆみ

学校法人宮田学園が一貫して持ち続けた思い
は、「国際貢献」と「教育の国際化」です。
1992年4月に海外からの留学生に対して、日
本語と日本の文化を教育する日本語教育機関
を福岡市南区塩原に開校し、1993年7月から
日本語教育を開始しました。
この25年間で宮田学園は日本で最大級の留学
生教育機関に成長しました。一貫教育の集大
成として、2020年4月の国際貢献専門職大学
（国際貢献学部国際アグリビジネス学科）
(仮称)の開校を目指し、設置認可を2018年10
月に文部科学省に申請しました。宮田学園は
50周年に向け真のグローバル人材の育成に向
けて新たな船出を致します。

1992年4月 日本語教育機関 開校
1993年7月 日本語教育開始
2003年4月 西日本国際教育学院に校名変更
2012年4月 学校法人宮田学園 設立
2014年4月 専門学校 国際貢献専門大学校 開校
2016年4月 玉川キャンパス国際交流センター 開所

国際貢献専門大学校 定員 360名→700名
2017年4月 国際貢献専門大学校 4年制コース 開講

玉川キャンパス新校舎 竣工
高木寮 開寮
国際貢献専門大学校 定員 700名→860名
西日本国際教育学院 定員 780名→926名

2018年10月 25周年記念行事開催
国際貢献専門職大学設置認可申請

25周年記念行事概要

記念式典では、これまでの功績やご尽力に深く感謝の意を表し、８組の皆様へ感謝状が贈られました。

※25周年記念行事の映像はYouTubeでご覧いただけます。
（https://www.youtube.com/watch?v=jE1jrhtJrjU )
また、以下の情報誌にも掲載されております。
ふくおか経済 2018年11月号18頁
財界九州 2018年12月号179頁 式典には学生や来賓合わせて約1600名が出席



記念式典

記念講演会

＜プロフィール＞
1953年 ハンガリー生まれ
1971年 国際数学オリンピック金メダル。

ブダペスト オトボス大学入学
1977年 博士号取得
1978年 ハンガリ－ サーカス芸人国家試験合格
1979年 フランスに亡命
1980～1988年 米国・英国・ドイツ・チェコ・インド

などに招待され、共同研究・講演
1988年～ 日本在住
1992年～ 算数オリンピック設立以来、専務理事

講師：ピーター・フランクル博士
演題：ニッポンたてヨコ斜め～真の国際人を目指すため～

樋口明福岡県会議員 ユ･ジンソン大慶大学校理事長 野口宣夫お花の太陽社長

西日本国際教育学院から791名、国際貢献専門学校から565
名の在校生が民族衣装で着飾って参加しました。

講演のピーター･フランクル博士と総長ご家族

記念講演会では、数学者で大道芸人のピーター･フランクル博
士より「ニッポンたてヨコ斜め～真の国際人を目指すため
～」との演題で講演して頂きました。講演ではブダペストの
語源や学生時代の経験談、及び日本人の寛容な心などについ
てお話を頂きました。

記念式典

記念講演会

宮田学園さまにはこれからもど
んどん学校の勢いを増していた
だきたい。

2020年度の大学開学もますま
す発展されるよう心からお祈
りしています。

宮田学園さまは「日本人より日本人ら
しく」という素晴らしい教育方針をお
持ちで日夜頑張っておられます。

地域と外国人留学生を繋げていくことが、これからの私
たちができる国際貢献だと思っており、「ありがとうを
世界へ」というスローガンを掲げております。

宮田智栄理事長 民族衣装で着飾って参加する在校生たち



記念祝賀会は、来賓と職員で約200名の参加の下、祝金獅子會の獅子舞で始まりました。理事長は挨拶で日本語教育に携わる
想いや創立50周年に向けての抱負を語り、来賓および感謝状受賞者代表様からのご挨拶があり、川副専務理事による乾杯の
後、余興により祝賀会は大いに盛り上がり、荒井常務理事による万歳三唱で締めくくりました。

鬼木誠衆議院議員 加地邦雄福岡県議 グエン･フォン･ホン
在福岡ベトナム社会主義共和国

総領事館総領事

柴田俊造元九州大学教授

川副光義専務理事による
乾杯の音頭

記念祝賀会記念祝賀会

創立２５周年おめでとうござい
ます。この度はご縁を頂き、お
めでたいお席に出演させて頂い
てありがとうございました。驚
いたのは、ホテルの大広間を埋
め尽くす外国人留学生の数。式
典が終わり、学生さんの退場時
に遭遇したのですが、皆さん満
面の笑顔で、学園生活が楽しく
充実しているという雰囲気がひ
しひしと伝わってきました。ま
た機会があれば、学生さん達の
前で日本の伝統芸能の獅子舞を
披露させて頂ければ嬉しく思い
ます。

私は去年の４月にインドネシア
から日本へ来ました。今は西日
本国際教育学院で日本語を勉強
しています。私は本学院が大好
きです。ですから総長先生に創
立２５周年記念のイベントで、
インドネシアの踊りを踊ってほ
しいと言われて、とてもうれし
かったです。舞台に上がった時
にお客様がとても多かったので
緊張しましたが、一生懸命踊る
ことができました。忘れられな
い良い思い出になりました。創
立２５周年おめでとうございま
す。今後の学院のご発展を心か
ら祈っています。

創立２５周年記念行事にテコン
ドー・演舞での出演を依頼され
たときは正直驚きましたが、自
分がテコンドーを始めて２１年
の成果を先生方に披露できる絶
好のチャンスだと思い、このよ
うな重大な式典にお誘い頂き、
とても光栄に感じ、受けること
にしました。総長先生、理事長
先生、専務先生や諸先生方の前
で実際に演舞し、自分の思った
通りにやることができ、更に自
信をつけることができました。
今後も機会を頂けるのであれば
是非、また挑戦させていただき
たく思います。

私はネパールから来ました。今
は西日本国際教育学院で日本語
を勉強しています。学校の先生
たちは、私たちは家族と離れて
生活しているので、病気になっ
たときや生活に困って大変なと
きに、学校の先生たちは、いつ
も心配してくれます。今回は
踊ったあとに、ダンスを褒めら
れて、とてもうれしかったです。
またこれからも機会があれば、
皆の前でいろんなダンスをした
いです。西日本国際教育学院は
本当に良い学校だと思います。
これからもここで日本語の勉強
を頑張ります。

2020年のオリンピックが来る年
に大学設立を検討されており、ま
さにこれからの25年、今日から
新たな歩みを始められます。

大切な将来に向けた学校づくり
を計画されていることに、心か
ら敬意を表させていただきたい
と思います。

宮田学園は日本と世界の国々やベ
トナムとの友好関係の強化に貢献
されています。

困難な問題に遭遇されても見事
に克服され、現在もゆるがぬ宮
田学園を築かれたことに感動す
るとともに深く敬意を表させて
いただきます。

荒井昌毅常務理事による
万歳三唱

祝金獅子會 岳田博明代表

「カンパーイ‼」 「バンザーイ‼」

～大いに盛り上がった余興の様子～～大いに盛り上がった余興の様子～

アルディアンシャーデディさん バルタウラ アミルさんアディカリ アルンさん


