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国際貢献専門大学校のＩＴビジネス学科に今年度より新しく

観光ビジネスコース開講！
国際貢献専門大学校は2019年4月、既存のＩＴビジネス学科(2年制)にＩＴビジネスコースと観光ビジネスコースを新設しま
した。定員はＩＴビジネス学科310名（ＩＴビジネスコース150名、観光ビジネスコース160名）。観光ビジネスコースでは
ホテル旅行業概論や観光情報学・ホスピタリティマネジメント等の専門性に特化したカリキュラムを整備し実務研修で実践
的な教育を行いホテル・ガイド業界への就職を目指します。
2020年に訪日外国人旅行者数を4000万人、旅行消費額8兆円、2030
年には6000万人、旅行消費額15兆円を目指す日本政府方針に沿っ
た観光ビジネスコースを設置し国際貢献できる人材を世に送り出し
たいと構想しています。

こども食堂
平成３1年度も継続します
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、平成29年7月から毎月2回開催しています。福岡市や河野フ
ルーツ様、フードバンク福岡様のご支援ならびに、ボランティアのご協力の元、累
計829名の子ども達の参加を得て、平成30年の事業を無事終了致しました。ご支援、
ご協力、誠にありがとうございました。宮田学園子ども食堂では、食事の前に、季
節の行事や地域のボランティアの方々のマジックショー、ミュージシャンによる演
奏、留学生の歌や踊り、クイズ大会など様々なイベントを開催し、子ども達に喜ん
でもらっています。平成31年度も外国語教室などを開催する予定です。ご参加をお
待ちしております。
宮田学園子ども食堂開催情報
場所：西日本国際教育学院1階カフェテリア
福岡市南区塩原4－17－17
日時：毎週第1、第3水曜日の午後5時から
連絡先：宮田学園 学園本部 経営戦略室
電話：092-541-8450(参加予約を承ります)

11月は高木地区シニアクラブの方々に
マジックやバルーンアートを披露して
いただきました。子ども達も大喜び！

インドネシア津波被害募金活動

集まった募金はインドネシアで
最も被害の大きかった地域に寄
附いたします。

12月22日にインドネシアで起った津波被害を受けて、インドネ
シア留学生が5名在籍している宮田学園として、インドネシア
留学生の募金活動を支援いたしました。インドネシア以外の多
くの学生が募金に応じ、学友のために募金活動に参加する学生
も多く、学生が人助けに参加する精神に溢れていることを知る
ことができました。学生には今回の経験を通じて、国から離れ
ていても出来ることがあること、そして助け合うことの大切さ
を学んでもらえたと思います。1月30日に実施した大橋駅での
募金活動では、読売新聞の取材も受け、翌日1月31日の朝刊で
取り上げられました。ご協力いただいた皆様、有難うございま
した。
募金総額：262,360円

西日本国際教育学院
2018年度

第25回西日本国際教育学院卒業式

『春の足音が聞こえてくる季節となりました。私たちのた
めに、このような盛大な卒業式を催していただきありがと
うございます』…2019年3月8日、南市民センターにて、第
25回西日本国際教育学院卒業式が行われ、355名の留学生
が卒業しました。今年は在校生代表2名が送辞を、卒業生3
名が答辞を述べました。皆、心に残ることばを残してくれ
ました。また、最優秀賞1名、優秀賞3名、知事賞1名、皆
勤賞45名が発表されました。

ギミレ アミル

グエン ティ フーン ミン

宮田智栄学院長から卒業証書授与
宮田学園総長告辞
〈送辞〉
「日本へ来たばかりで、何もわからず戸惑っていた私たちに、先輩たちは色々なことを教
えてくださいました…先輩方の優しさと厳しさのおかげで、私たちは日本の生活に慣れるこ
とができました」（グエン ティ フーン ミン）
「先輩方のように早く日本語が上手になりたいと思い、日本語の勉強を頑張るようになり
ました。先輩方が卒業されるのはとても寂しいですが、今度は私たちが後輩を引っ張ってい
けるように頑張ります」（ギミレ アミル）

〈答辞〉
『この2年間で「時間」より大切なものはないと思いました…後輩の皆さん、これからも苦
しいこと、悲しいこと、たくさんあると思いますが、いい経験だと思い頑張ってください。
そして、クラスメイトや先生方と過ごす時間を大切にしてください』（パウデル スレシュ）
「日本へ来てすぐ自転車事故に遭い、手術をするなど、不幸なことはありましたが、その
おかげで、皆さんからたくさんの友情、たくさんの愛情をもらうことができました…今の私
があるのはこの学校のおかげです。西日本国際教育学院を留学先に選んで本当に良かったと
パウデル スレシュ
思っています」（ミッシェル サントソ）
『私は、私に対して優しく親切な態度で接してくれた人々に感謝しています。その人たちが
いてくれたおかげで、苦しい時期を乗り切ることができたからです。そして、私に対して厳し
い態度で接してくれた人々にも感謝しています。その人たちがいてくれたおかげで、「頑張ろ
う！」という気持ちになれたからです。これから、専門学校や大学に進学する人も、帰国する
人もいますが、どこに行っても、日本で、西日本国際教育学院で経験した苦い思い出も甘い思
タイ フーン ラン
い出も、一生懸命頑張ったことも忘れないで欲しいです』（タイ フーン ラン）

ミッシェル サントソ

※九州ビジネスチャンネルの動画サイト→http://qb-ch.com/news/news.cgi?news=1552267350

西日本国際教育学院3学期行事
〈鏡開き〉
1月11日、1階カフェテリアで善哉を食べました。好き嫌いはあったものの、日本のお正月
の風習を体験することができました。
〈成人式〉
1月14日、1998年4月2日から1999年4月1日までに生まれた、今年20歳になる留学生たちが、
日本の成人式に参加しました。式典後学院に戻り、細やかですが祝賀会を行いました。
〈陶芸教室〉
1月30日、小石原焼陶芸教室を開きました。みんな真剣に作品作りに取り組んでいました。
〈節分〉
2月1日、福役の学生が鬼といっしょに各クラスを回り、福を分けるという意味で、みんな
にお菓子を配りました。

Graduate Comments
最優秀賞受賞

優秀賞受賞

知事賞

ピィザウ
（ミャンマー）

ボーン ハイ ロン
（ベトナム）

デディ アルディアンシャー
（インドネシア）

このような名誉な賞を頂けたのも全て先生
方のおかげだと思っています。この2年間
支えてくださった先生方に心から感謝をし
ております。将来は生まれ育った祖国と、
世界的視野を持たせてくれた日本との関係
が深められるよう、その架け橋になりたい
と考えております。どのくらいの時間がか
かるかわかりませんが、夢が叶うよう全力
で頑張って、実現した際には、また先生方
に会いに来ます。本当にありがとうござい
ました。

まさか自分がこのような賞を頂けるとは夢に
も思っていませんでした。名前を呼ばれた時
はびっくりして信じられませんでしたが、後
から嬉しさがこみ上げてきました。今の自分
自身が優秀賞に相応しいかどうかはわかりま
せんが、今まで以上に頑張らなければならな
いという気持ちになりました。選んでいただ
いた先生方を裏切らないよう、また期待に応
えられるよう努力していきたいと思います。

卒業式当日のサプライズ発表で知事賞を頂
いて、嬉しいと同時に信じられないという
気持ちでいっぱいです。このような最高の
賞を頂いたことは、これからの人生を歩ん
でいく上で、良い励みになると思います。
将来、日本で学んだことを活かして、イン
ドネシアで日本語学校を開き、日本へ留学
生を送り出したいと考えています。少しで
も母国と日本の社会に貢献できるよう、努
力を続けていきたいです。

国際貢献専門大学校
2018年度

第4回国際貢献専門大学校卒業式

2019年3月13日にＡＮＡクラウンプラザホテルにて、国際貢献専門大学校の
卒業式が執り行われ、多くの来賓、西日本国際教育学院時代からの職員に見
守られ、240名が巣立っていきました。 宮田総長の心のこもったお祝いの言
葉は卒業生の胸に響いたことでしょう。川副学長は式辞として、「日本では
人手不足と観光客の増加が起こっている。社会は皆さんのチカラを求めてい
ます」と語り、「期待以上の成果で応えるよう励んでほしい」と続けた。ま
た、卒業生代表による答辞や感謝のことばなど、前日まで練習に練習を重ね
川副学長式辞
川副学長から卒業証書授与
た日本語でのスピーチに多くの拍手を頂きました。謝恩会では、宮田理事長
よりこれからの人生、チャンスに感謝する真摯な気持ちで頑張ってほしい。
『夢を叶える』の『叶』は”口”に”十”と書き、大切なことを10回言葉に
すると必ず夢は叶えられる。努力を積み重ね夢に向かって日々精進して下さ
い。とお話しがありました。ステージには、黒木あすか先生が登場し、その
パフォーマンスに学生は歓喜で応え良い思い出になったと思います。最後に
先生や友人と記念写真を撮り、別れを惜しんでいました。これまで学んだこ
とを生かし、就職先や進学先など新たなステージでの活躍を願っています。
※九州ビジネスチャンネルの動画サイト→http://qb-ch.com/news/kouken201903.html
答辞 ホアン ティ キエー

ベトナム教育実習

伊藤

晴香

原中 璃沙

今回初めての試みとして、2018年11月14日
～25日の12日間で国際貢献専門大学校のグ
ローバルキャリア日本語教師養成学科２年
生の２名が、教育実習先としてベトナムの
ハノイとホーチミンにある日本語学校で教
壇に立ちました。
日頃の学習の成果を発揮すると共に、海
外ならではの多くの発見がありました。
また、現地の学生と親睦を深めることもで
き、２人にとって、日本語教師という仕事
への大きな動機付けにつながる体験となり
ました。

宮田学園Kouken’s
3月8日、第25回西日本国際教育学院卒業式が開催されまし
た。そこで、国際貢献専門大学校のダンスチーム、「宮田
学園Kouken’s」が踊りを披露しました。Kouken’sは、自
主的に活動し、「地域交流」や「仲間との関わり合い」等
を得ることが大きな目的です。メンバーが協力し合いなが
ら練習を重ねた結果、当日は素敵な発表となり、卒業式に
参加した来賓や、卒業生から喝采を受けました。今回の経
験を活かし、今後は活動の幅を広げ、学外での活動を行っ
てまいります。

Graduate Comments
最優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞

ハー ミー チャン
（ベトナム）

ホアン ティ キエー
（ベトナム）

グェン トゥアン
ズイ
（ベトナム）

ダハル リマ
（ネパール）

私の夢は日本で就職する事で
した。そのために私は資格を
4つ取得しました「日本語能
力試験Ｎ２ 」「情報処理技
能検定(表計算)の２級」「Ｊ
－ＴＥＳＴ Ｄ級」「ＴＯＥ
ＩＣ ４９０点」就職の先生
にもサポートをして頂き「学
校法人森ノ宮医療学院」に内
定が決まり、就労ビザももら
えました。先生の皆様、本当
にありがとうございました。

私は、国際貢献専門大学校に入ってＩ
Ｔの勉強を一生懸命頑張り「情報処理
技能検定(表計算)の準２級」を取得す
る事が出来ました。ＩＴの勉強は最初
難しくて大変でしたが、先生は1つ1つ
丁寧に教えてくれたので資格を取るこ
とができました。また、学校では日本
語の授業もあり私は「日本語能力試験
のＮ２」も取得する事が出来ました。
日本留学試験では２０１点を取得し、
株式会社マネジメントリサーチに内定
が決まり、就労ビザももらえました。
先生、ありがとうございました。

私は就労ビザを取得し、4
月から大三ミート産業で働
く予定です。就職する為に
は出席率や資格がとても大
切だと学校で教えてもらい
、1日も休まず勉強をしま
した。資格も「日本語能力
試験Ｎ２」と「情報処理技
能検定(表計算)の３級」を
取得しました。先生方に教
えられた事をこれからも心
に刻み頑張ります。ありが
とうございました。

ネパールに居た時は日本に行く事が夢で
した。日本に来て西日本国際教育学院で
勉強し、一貫教育で国際貢献専門大学校
へ進学しました。そこでＩＴを勉強し、
「情報処理技能検定(表計算)の準２級」
を取りました。日本語の授業もありまし
たので「日本語能力試験Ｎ２」も取得で
きました。さらに、「ＴＯＥＩＣ ３５
５点」･「日本留学試験１７０点」･「Ｊ
-ＴＥＳＴ Ｃ級」も取得できました。卒
業して大学でも勉強し、今は日本で働く
事が夢です。先生方、これまでありがと
うございました。

NEWS & TOPICS
2019年度 宮田学園総決起大会
「一心の宴」開催しました

未

3月29日、アゴーラ福岡山の上ホテルで、宮田学園グループ全役職員が出席のもと、総決
起大会を開催しました。昨年創立25周年を迎え次の50周年に向け船出した宮田丸は、留
学生の教育環境が大きく変化する海図無き航海を乗り切るため、新体制に大きく舵を切
ります。2019年度の重点目標は次のとおりです。
・専門職大学設置構想を前進させる（一貫教育の集大成）
・西日本国際教育学院の卒業生80％にN2を取得させる（日本語教育の充実）
・日本語教育の独自テキストを作成する（日本語教育の充実）
各部門の決意表明を祈願ダルマに籠めました
・ベトナムのハノイに日本語教育センターを開設する（日本留学への支援）
・老舗料亭での茶道体験（日本の伝統文化学習の深化）
・国際貢献専門大学校の就職率100％を維持（専門学校の魅力強化）
※九州ビジネスチャンネルの動画サイト→http://qb-ch.com/news/miyatagakuen20190329.html 各部門の変革決意表明をダルマに祈願

国際貢献専門大学校

国際貢献専門大学校

合同企業説明会

2018年度卒業生に対して2018年9月に合同
企業説明会を開催いたしました。また、
それ以降も企業説明会及び面接会を複数
回、各企業様にご協力をいただき開催い
たしました。2018年３月現在の内定者は
86名、就労ビザ取得者は35名となってお
ります。
2019年度は５月・７月・９月に合同企業
説明会を開催する予定でございます。個
別に会社説明会も随時開催予定でござい
ますので、各企業様におかれましては、
ご協力いただきますよう宜しくお願い申
し上げます。
今後も就職専任スタッフが在籍するグル
ープ会社（株）ファインプロデュースと
連携し合同企業説明会の開催することで
より多くの内定取得者がでるように取り
組んで参ります。

オリジナル英語教科書を作成‼
オリジナル英語教科書を作成‼
国際貢献専門大学校に英語の担当として学生と初
国際貢献専門大学校に英語の担当とし
めて接し授業を行いましたが、国外から来た学生
て学生と初めて接し授業を行いました
にしては、英語力が乏しいと感じました。特に基
が、国外から来た学生にしては、英語
礎の強化が必要な学生のために日本語でも理解で
力が乏しいと感じました。特に基礎の
きるようなテキストを作ったことで、英語にもよ
強化が必要な学生のために日本語でも
り親しめ、授業でも楽しく英語力を伸ばしていけ
理解できるようなテキストを作ったこ
ると感じています。TOEIC200点から790点アップ
とで、英語にもより親しめ、授業でも
したノウハウも入れていますので、今後は学生の
楽しく英語力を伸ばしていけると感じ
みなさんがTOEICなど英語資格が取れるようサポ
ています。TOEIC200点から790点アップ
ートするつもりです（阿多先生）。
したノウハウも入れていますので、今
※学園グループ会社、(株)言語文化教育研究所より発行。

後は学生のみなさんがTOEICなど英語資
格が取れるようサポートするつもりで
す（阿多先生）。
※学園グループ会社、(株)言語文化教育研究所より発行。

アルバイト留学生紹介
西日本国際教育学院卒業生（4月より国際貢献専門大学校入学）

バッタライ

ニーラジ

私は、2年前に日本に来ました。以前より日本語が上手になりました。留学
生活を経験して様々な勉強が出来るようになりました。毎日、楽しく日本
の文化をを学んでいます。日本での生活の為にはアルバイトも大事です。
日本のマナーを学べました。私は以前、1年半ほどお弁当の会社で働いてい
ましたが、そこでの経験「時間を守る」「仕事をするとき清潔に」「会社
の人とのコミニケーション」など留学はお金だけでなく自分を育ててくれ
る大事な事だと思いました。

平野 真也子(ひらの まやこ)さん
Q,大学ではどのような事を学びましたか？
源氏物語や、江戸文学などを学びました。
Q,趣味はなんですか？
韓国の音楽を聞いたり、韓国ドラマを見る事。
Q,実習を受けてみて、感想をお願いします。
日本語学校で実習を受けてみて、教案作成や授
あ業を実際に見学するなど多くの経験ができまし
あた。ホームルームでは、テレビの放送をどうす
あれば学生あに伝えられるかが難しかったです。
Q,これからの目標を聞かせてください。
学生の皆さんの、日本での生活がよりよいもの
あになるようにしっかりとサポートしていきたい
あです。

諏訪免 碧(すわめん あおい)さん
Q,大学ではどのような事を学びましたか？
主に学校教育について学びました。
Q,趣味はなんですか？
運動です。
Q,実習を受けてみて、感想をお願いします。
模擬授業など、実践的な研修でとてもためにな
ありました。
Q,これからの目標を聞かせてください。
たくさんの学生の皆さんに信頼されるような、
あ面白い授業ができるように頑張ります。

