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第 3回宮田学園合同学習成果発表会を行いました！ 

6 月 21日、第 3 回宮田学園合同学習成果発表会が福岡市南市民センター文化ホールにて行わ

れました。今年も西日本国際教育学院の学生と国際貢献専門大学校の学生が午前と午後に分

かれてそれぞれ参加し、西日本は 2 年生各クラスの代表 26 名がスピーチを、貢献は 10組が

パワーポイントを使ったプレゼンテーションを披露しました。 

午後からの部には、フジテレビ系列 TNC（テレビ西日本）の取材で大橋を訪れていた俳優の

武田鉄矢さんが発表会に登場し、日本語でスピーチを行う留学生たちの懸命な姿を見ていか

れました。そしてステージにも登壇し、留学生へ「贈る言葉」のエールを送りました。 

この様子は 7月 5日 16時 50 分からの「ももち浜 S特報ライブ」の中の「鉄矢がゆく！」 

コーナーで放送されました。 

 

 

（午後の部最優秀賞を受賞したライ サンジブ） 

（留学生にメッセージを贈る武田鉄矢さん） 

 

 

第 58回 博多どんたく港まつりに参加しました 
 5月 3日・4日に行われた、博多どんたく港まつりに宮田学園西日本国際教育学院の学生・宮田学園教職員総勢 568名が参加、 

今年は宮田学園 Kouken’sが初めて演舞台に参加しました。学生たちは準備の段階からやる気に満ち溢れ、教室でダンスの練習

に励み、パレードで着用する「にわか面」の作成も行いました。 

 国際貢献専門大学校では、どんたくをテーマにフィールドワークを行いました。事前にグループで何を調査するかを話し合い、

実際に現地へ赴き調査をしました。この日は演舞台やパレードの応援、日本の屋台の調査など各グループ一丸となって取り組み、

学生にとっては福岡の伝統を体験できるとても貴重な課外授業となりました。 

 

～ 俳優 武田鉄矢さんも登壇 ～ 

 

◆午前の部◆（西日本）バスネット・スジャブマン・シン(ネパール)「テクノロジーが発展したら」  

(貢献）２Bクラス 「スマートフォンについて」 

◆午後の部◆（西日本）ライ・サンジブ（ネパール） 「日本でがんばりましょう」  

（貢献）２ｗクラス 「私達の出店は儲かります」 

 

＜最優秀賞受賞者・クラス＞ 

＜お問合せ先＞ 

〒815-0032 

福岡市南区塩原 4丁目 17番 17 号 

TEL：092-541-8450  

（担当）養成講座事務局             

詳しくはこちらから →  

8 月より西日本国際教育学院は「日本語教員養成講座 420時間コース」を開講し

ます（文化庁届出受理講座：届出受理番号：H29120140007）。外国人が急増する昨

今、日本語教員の需要は高まっています。当学院の講義には経験豊富な講師陣が

揃っていることに加え、当学院でのインターンシップもあり座学・実践の双方か

ら日本語教員に必要なスキルを身に着けることができます。 

（個性溢れる素敵なお面は学生たちの手作りです）                （Kouken’sによるダンス） 



。 

 

 

 

 

5 月 15日に福岡市南市民センター文化ホールにて西日本国際教育学院 4月期生の 

入学式が執り行われました。 

151名の入学生はネパール、ベトナム、ミャンマーからの学生でした。 

ネパール人の卒業生で九州内での就職を果たし、活躍されているコイララさんから

の祝辞を頂きました。自分の未来に思いを馳せ、大きな期待と決意を胸に日本での

学生生活をスタートさせました。 

次回の留学生の入学は 7月。予定では 114 名の学生が西日本国際教育学院の門をた

たくことになります。教職員一同、新たな学生の到着を待ちわびています。 

 

漢熟検定成績優秀校受賞 
 

3 月 19 日に昨年の７月に入学した

学生たちが 2018 年度 

第 3 回漢字習熟度検定に 

挑戦しました! 

合格率は 88.3％、80点以上の成績

優秀者が 20名以上のため成績優秀

校として漢字習熟度検定協会より

表彰されました。 

今後も合格率向上に、より一層

努めてまいります。 

宮田学園では西日本国際教育学院内 1階に 

カフェテリアを設置。 

学生、職員が集い 

くつろげる場所を作っています。 

 

定食やどんぶり、カレーやうどんなど 

週替わりのメニューで学生にも人気です。 

各国の学生は手作りのお弁当を持参して 

食べる子もいますが、徐々に日本の 

味にも慣れてきているようです。 

 

～アルバイト学生紹介～ 
― 学校との両立のアルバイト ― 

私は今年の 4月に来日しまし

た。お弁当の会社（（株）プ

ランニング・アイ からあげ

鶏）のアルバイトはおぼえる

ことがいっぱいで大変です

が、日本語をおぼえるために

学校とアルバイトをしっか

りしていきたいです。毎日、

楽しく日本の文化を学んで

ます。 

 

西日本国際教育学院 

1 年２組 

（グエン トゥー フーン） 

西 日 本 国 際 教 育 学 院 

学生には、ひとりひとり学生証と 

ストラップを配布しています。 

学年と入学時期がわかるように、 

ストラップと学生証の色が違います。 

現在、1年生のストラップは黄色、 

2 年生は赤色です。 

入学時期は、4月・7月・10 月・1月と 

4 つあります。 

 

学生証の色は 2 年生の 4月生は紫、7 月生は赤、

10 月生は水色、1月生はピンク、 

1 年生の 4月生は緑です。 

たくさんの学生が在籍しているので、 

学生を見てすぐわかるように工夫 

しています。 

 

 2019 年度 4 月期生入学式 

（入学を許可する宮田学院長） 

（カラフルな民族衣装を身にまとい、入学式に臨みました） 



 

           

 

4月 5日に ANAクラウンプラザホテル福岡で６回目となる入学式が執り行われま

した。晴天に恵まれる中、今年は 8 カ国 319名の新入生を迎えることとなりまし

た。西日本国際教育学院からの進学者は延べ 1700名以上となり、宮田学園の 

一貫教育が名実ともに定着してきていることがうかがえます。 

宮田総長より「皆さんの「大きな夢」を実現するため教職員一同全力でサポート

する。」というお言葉がありましたが、その言葉どおり宮田学園は他校にはない

カリキュラムで皆さんの「夢」の実現を全力でサポートしてまいります。 

5 月 30日、株式会社ファインプロデュース主催の 

合同企業説明会が本年度卒業予定の生徒を対象に 

ICC国際交流センター1階にて開催されました。 

通信業や飲食業のほかホテル業など 6業種、計 7社の企業様の

ご参加を頂き、147 名の生徒が参加しました。参加した学生の中

には、説明会終了後、自ら履歴書を提出したり、個別に業務内容

を確認したりと積極的な姿勢が見られました。企業様からも 

学生の就職に対する意欲を感じて頂いたようで、 

今後採用に前向きな対応をしたいとの返答を頂きました。 

また他に 5月には小売業、飲食店紹介企業及び IT企業様の個

別の会社説明会も開催いたしました。小売業界の企業様からは、

説明会後一次選考会を実施頂き、 

5 名が 5月 28日の二次面接に進みました。 

 

2019 年度外国人留学生学習奨励費(JASSO) 

受給者決定！ 

西日本国際教育学院新 2年生全 497 名の中から、 

出席率、成績、共に優秀な学生 7名、 

同じく国際貢献専門大学校新 2年生全 314 名の中から 1 名、 

計 8名が選抜されました。 

受給期間は卒業までの 1年間。奨学生 8名の今後の活躍が期待されます。 

西日本国際教育学院 

（ネパール）ギミレ アミル、タマン ソナム、タマン ウルミラ 

（ベトナム）グエン ティ ホン チャン、グエン ティ タン チャー 

（スリランカ）モハマド アンワル アクマル カーン 

（ミャンマー）ミョー ミョー ルイン 

国際貢献専門大学校：（ネパール）アディカリ スマン 

＜内訳＞ 

第６回 

国際貢献専門大学校 入学式 
 

国 際 貢 献 専 門 大 学 校 

（宮田総長による告辞） 

（入学を許可する川副学長） 

（熱心に話を聞く学生たち） 

（誓いの言葉を述べる新入生） 



西日本国際教育学院のカフェテリアで地域の子ども達に 

無料で食事を提供する「宮田学園子ども食堂」は３年目を迎えました。 

今年度も月２回、第１・３水曜日に開催しています。 

さらに今年度は月に一度、食事の前に簡単な英語を学ぶ「えいごで遊ぼう」 

という時間を設けています。 

   また、従来行っていた季節イベントの他、参加者からのご要望の多かった 

読み聞かせや学習支援も行います。 

   宮田学園は、これらの取組みを通じて子ども達の居場所 

づくりを推進して参ります。 

 

 

 

4 月 22日に西日本シティ銀行の「大橋駅前支店」と「大橋支店」が大橋駅前の新店舗に移転してオープンしました。 

宮田学園のメインバンクは西日本シティ銀行です。そのため、学生が来日して初めて口座を作る際は大橋にある西日本シティ 

銀行にお世話になります。 

そうしたつながりから、地域の法人代表の一人として宮田学園の宮田道郎総長が 

セレモニーに招待され、西日本シティ銀行の谷川頭取とともに記念のテープカット 

を行いました。 

今後も宮田学園は地元金融機関と信頼関係を深め、留学生にとってより便利な 

金融サービス向上に努めて参ります。                            

 

※セレモニーの様子は学園の youtube にもアップされています。→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWS＆TOPICS 

 

お笑いコンビ EXITが来校、TNCにて放送されました！ 
 が 6月 11日、19 時から 20時のゴールデンタイムにフジテレビ系列 TNC（テレビ西日本）にて放送された番組 

「お笑いインバウンド【令和の「お・も・て・な・し」はお笑いだ】」の舞台になりました。 

番組制作のため、5月 17日に今話題のお笑いコンビ EXIT（イグジット）が宮田学園を訪問し、西日本国際教育学院のカフェテリ

アや学生寮のほか、国際貢献専門大学校の教室でネパール人学生を取材してネパール人の「笑いのツボ」を探しました。 

 そしてその夜、国際貢献専門大学校の国際交流センターに集まったネパール人学生 50名を前に EXIT が新ネタを披露したところ、

会場は大きな笑いの渦に包まれました。 

参加したネパール人学生からは、「楽しかった、ありがとうございました」とのコメントが多く寄せられ、日本の「笑いの文化」

が相互理解の架け橋になることを実感する一日となりました。 

 

（カフェテリアで学生に取材）    （学生たちと EXITが交流をはかりました）     （学生の前でネタをお披露目） 

 ★宮田学園子ども食堂★ 

◆今後の開催予定◆ 

毎月第 1・３水曜日 

7/17・8/7・8/21・9/4・9/18・10/2・10/16 

 

向かって右側が谷川頭取、その左側が宮田総長 

 


