
 

 

2016  Extension Lecture by the University of Miyazaki, in 2nd Semester （平成28 年度 宮崎大学公開講座 後期） 

 26 Nov 2016 

Let’s enjoy conversational Japanese! The University of Miyazaki supports local foreign residents who want to speak Japanese, to interact 

with Japanese people more, and join the local community. 

日本語(にほんご)会話(かいわ)を楽(たの)しみましょう！ 宮崎(みやざき)大学(だいがく)は、日本語(にほんご)を話せるようになりたい、日本人(にほんじん)ともっと交流(こうり

ゅう)したい、地域(ちいき)に参加(さんか)したい在住(ざいじゅう)外国人(がいこくじん)の日本語（にほんご）学習（がくしゅう）を支援(しえん)します。 

 

Participants 対象者（たいしょうしゃ） 

These courses are offered to local foreign residents who want to learn Japanese.  

このコースは、地域（ちいき）の在住外国人（ざいじゅうがいこくじん）で、日本語（にほんご）を学（まな）びたい人（ひと）を対象（たいしょう）にしています。 

 

Courses コース 

Courses 

コース 

Japanese Conversation I 

日本語会話 I 

(Elementary 初級) 

Japanese Conversation II 

日本語会話 II 

(Intermediate 中級) 

Japanese Conversation III 

日本語会話 III 

(Advanced 上級) 

Level 

レベル 

For beginners who haven’t learned 

Japanese, and cannot read 

Hiragana, Katakana and simple 

Kanji.  

日本語（にほんご）を習（なら）ったことのな

い人（ひと）、ひらがな、カタカナ、簡単（かん

たん）な漢字（かんじ）が読（よ）めない人（ひ

と）。 

Elementary course for those who 

can have a simple conversation in 

Japanese. 

簡単（かんたん）な日本語（にほんご）で、人

（ひと）と話（はな）すことができる人（ひと）。 

Intermediate course for those who 

have N3 of JLPT and more 

proficiency of Japanese, with the 

aim to develop own skills in not only 

speaking but also reading and 

writing. 

日本語能力試験（にほんごのうりょくしけん）

N3 以上（いじょう）あり、会話（かいわ）だけ

でなく読（よ）み書（か）きの上達（じょうたつ）

を目指（めざ）す人。 

Class size 

定員（ていいん） 

Approx 20 students 

20 名程度（めいていど） 

Approx 20 students 

20 名程度（めいていど） 

Approx 20 students 

20 名程度（めいていど） 

Lecture day 

開講日（かいこうび） 

2nd Semester: 21 Nov. – 22 Dec. 

11 月21 日-12 月22 日 

2nd Semester: 26 Dec. – 30 Jan. 

12 月26 日-1 月30 日 

2nd Semester: 2 Feb. – 6 Mar. 

2 月2 日-3 月6 日 

Time 

時間（じかん） 

18:00 – 19:00 on Mon and Thu 

月・木 18～19 時 

Number of lectures 

回数（かいすう） 

10 lectures  

10 回 

10 lectures  

10 回 

10 lectures  

10 回 

 

Application 応募（おうぼ） 

Please visit our website through the following URL or QR code, and apply using the form on the 

website. 

下記（かき）のURL か右（みぎ）の QR コードからウェブサイトにアクセスして、申込（もうしこ）みフォームを通（つう）じて応募

（おうぼ）してください。 

https://goo.gl/78i4Ck 

 

https://goo.gl/78i4Ck


 

 

Schedule 日程（にってい) 

 

Tuition 講習料（こうしゅうりょう） 

６，２００ Yen per semester (60 min × 10 lectures = 10 hours) based on university course regulations.  

(Ex: If you want to take course Ⅰand Ⅱ, you need 6，200 × 2 ＝12，400 Yen.) 

６，２００ 円 ／学期（がっき） （60分× 10回 = 10 時間） （宮崎大学（みやざきだいがく）公開講座（こうかいこうざ）規程

（きてい）に基（もと）づく） 

（例（れい）： コースⅠとⅡを受（う）けるときは、6，200 × 2 ＝12，400 円 必要（ひつよう）です。） 

 

Classroom 教室（きょうしつ) 

カリーノ宮崎 ９階 （9F, Carino miyazaki）  

NPO 法人 ままのて 内 講習会スペース 

Lecture space in NPO Mama-no-te 

 

※カリーノの駐車場 無料 （Free for parking） 

※You can park your car at the parking of Carino at no charge. 

 

 

 

 

Contact お問（と）い合（あ）わせ先（さき） 

Please do not hesitate to contact us. ( for applications: m-chiiki@of.miyazaki-u.ac.jp  for course enquiries: itoken@cc.miyazaki-u.ac.jp) 

気軽にお問い合わせください。（申込みについて： m-chiiki@of.miyazaki-u.ac.jp コース内容について： itoken@cc.miyazaki-u.ac.jp） 
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