
 

 

令和 3年5月 7日 

各報道機関  御中 

                                                                       宮崎大学企画総務部 

総務広報課長 

 

「宮崎大学420単位時間日本語教員養成プログラム」開講説明会:第３回（2021年度最終） 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

日頃より本学の教育・研究・社会貢献活動についてご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

昨今、地域産業分野の人材不足による海外からの外国人財雇用、国際化に伴う留学生数の増加と地域就業、

海外からの移住などによって、宮崎でも外国人住民が増加しています。また、2019 年には「日本語教育の

推進に関する法律（日本語教育推進法）」が可決・成立し、移住者等への日本語教育に国と自治体の責任が

示されました。今後、自治体だけでなく国や企業、学校などがそれぞれの責任を果たし日本語修得を支援し

ていくことが求められ、地域の日本語学習・教育支援及び地域受け入れ側の国際化・多様化への支援に対す

る日本語教育人材の要望が高まっています。 

日本語の修得には、日本語教育の専門家の関与が欠かせません。しかし、日本語教育の担い手が不足して

おり、国内の日本語支援の6割以上はボランティアに頼っている現状です。さらに、宮崎にはこれまで一般

に開かれた日本語教員養成講座がなく、宮崎地域における日本語教育人材の養成が急務となっています。 

そこで、本学は日本語教育および異文化相互理解、多様性社会を支える人材の養成を目指し、文部科学省

の示す履修証明制度を活用したコース「宮崎大学履修証明プログラム『宮崎大学420単位時間日本語教員養

成プログラム』」を2019年8月に開講しました。本プログラムは、社会人・学生を対象としたコースであり、

日本語教育・日本語支援、国際化人材、多文化共生に関する教育や指導を学ぶとともに、理論に加えて 100

時間以上の実習も行う実践能力重視のカリキュラムとなっています。本カリキュラム修了時は、本学より修

了証書（Certificate）が授与されます。さらに、文化庁届出が受理されているため、法務省告示の日本語

教育機関の日本語教員の要件を得ることができます。2021年 3月までに計 43名が本プログラムを修了し、

地域や海外で活躍しています。 

今年度も昨年に引き続き 2021年 8月より本プログラムを開講することとし、募集期間を 4月 1日～5月

末日としています。 

つきましては、開講に先立ち、3回目となる説明会『地域の日本語教育の必要性と日本語教育人材』を開

催する運びとなりましたので、ご案内させていただきます。 

日本語教員養成プログラム開講、ならびに説明会につきまして、貴社の「インフォメーションコーナー・

お知らせコーナー」等に掲載していただくとともに、取材していただきますようお願いいたします。 

敬具 

 

 

 

 

報道発表 ～世界を視野に 地域から始めよう～ 



 

 

イベント： 日本語教員養成プログラム説明会第３回 『地域の日本語教育の必要性と日本語教育人材』 

① 日 時： 2021年 5月22日（土） 14：00 ～ 16：00 （受付13:30） 

② 会 場： 宮崎大学 まちなかキャンパス ※オンライン同時開催  

     （宮崎市橘通東 3丁目4番 36号 村武ビル 1階 TEL：0985-55-0553） 

③ 主 催： 宮崎大学 国際連携センター 

④ 費 用： 無料 

⑤ 次 第： 

13：30 受付 

14：00 開会 ご挨拶（伊藤 健一／運営責任者） 

14：15 日本語教育人材、プログラムの特色について （長友 和彦／宮崎大学名誉教授） 

14：30 講義内容について（プログラム担当講師） 

15：00 座談会：受講体験談（プログラム修了生） 

15：30 プログラム概要、募集説明（伊藤 健一／運営責任者） 

15：45 質疑 

閉会  

 

 

宮崎大学履修証明プログラム「宮崎大学420単位時間日本語教員養成プログラム」 

① 開講時期： 2021年8月 7日 ～ 2022年 7月17日 (12ヶ月) 

② 募集時期： 2021年4月 1日 ～ 2021年 5月31日 

③ 対  象： 高校既卒者及び一般社会人 

④ 定  員： 20名 

⑤ 授 業 日： 火・木 19:00～20:35（毎週）、土 10:00～15:55(1-2回/月) 

⑥ 講  師： 宮崎大学専任教員、客員教員、非常勤講師、宮崎総合学院専任教員、慶應義塾大学教授

など 

⑦ 場  所： 宮崎大学（木花キャンパス、まちなかキャンパス）、宮崎総合学院 

Website： https://jlttc.vss.miyazaki-u.ac.jp/ 

 

 

 

 

 

  ①  問い合せ先                ② 発信元 

宮崎大学国際連携センター 担当：伊藤健一   宮崎大学企画総務部総務広報課 

E-mail: jlttc@cc.miyazaki-u.ac.jp        TEL：0985-58-7114  FAX：0985-58-2886 

TEL: 0985-58-7851 

Tel: 0985-58-7851 

 

 

https://jlttc.vss.miyazaki-u.ac.jp/
mailto:jlttc@cc.miyazaki-u.ac.jp


 

 

 

 宮崎大学履修証明プログラム 「宮崎大学420単位時間日本語教員養成プログラム」開講説明会 第３回 

 

『地域の日本語教育の必要性と日本語教育人材』 

 

日時 20２１年 ５月 ２２日（土） １４：00～１６：００ （13：30受付開始） 

場所 宮崎大学まちなかキャンパス ※オンライン同時開催 

               Ｚｏｏｍ：  

https://miyazaki-u-ac-jp.zoom.us/j/81045502690?pwd=cWlIZ0MreFdlRld2dDBZM283eU9rdz09 

ミーティング ID: 810 4550 2690        パスコード: $4MNEX?k 

 ※当日ご参加の前に、お申し込みよりご登録をお願いいたします。 

主催 宮崎大学 国際連携センター 

費用 無料 

次第 

 

１４：００ 開会 

 地域の日本語教育と日本語教育人材 

伊藤 健一／運営責任者, 国際連携センター 准教授, 多言語多文化教育研究センター日本語教育部門長 

 

１４：15 日本語教育人材、プログラムの特色について 

長友 和彦／宮崎大学名誉教授 

 

１４：30 講義内容について 

プログラム担当講師 

 

１5：00 座談会： 受講体験談 

プログラム修了生 

 

１５：30 プログラム概要、募集説明 

伊藤 健一／プログラム運営責任者 

１５：45 Q&A 

 閉会 

 

    【日本語教員養成プログラム Website】 URL: https://jlttc.vss.miyazaki-u.ac.jp 

https://miyazaki-u-ac-jp.zoom.us/j/81045502690?pwd=cWlIZ0MreFdlRld2dDBZM283eU9rdz09
https://jlttc.vss.miyazaki-u.ac.jp/


 

 

 

 宮崎大学履修証明プログラム 「宮崎大学420単位時間日本語教員養成プログラム」開講説明会 第３回 

『地域の日本語教育の必要性と日本語教育人材』 

 

20２１年8月より、文化庁届出受理の日本語教員養成研修「宮崎大学420単位時間日本語教員養成プログラム」を開講いたし

ます。この説明会（第３回：最終）を開催したく思います。日本語教育、外国人支援にご関心いただけます方は、ぜひご参加いただけ

ましたら幸いです。 

 

【開催概要】 

日時 20２１年５月２２日（土） １４：00～１６：００（受付１３：３０） 

場所 宮崎大学まちなかキャンパス（橘通より若草通入ってすぐ左） 

主催 宮崎大学 国際連携センター ※オンライン同時開催 

参加費 無料 

【内容】 

１４：００ 開会 地域の日本語教育と日本語教育人材 

１４：１５ 日本語教育人材、プログラムの特色について （長友 和彦／宮崎大学名誉教授） 

１４：30 講義内容について （プログラム担当講師） 
15：00 座談会： 受講体験談 （プログラム修了生） 

１５：30 プログラム概要、募集説明 

１５：45 Q&A  閉会 

【オンライン参加】 

ZOOM: https://miyazaki-u-ac-jp.zoom.us/j/81045502690?pwd=cWlIZ0MreFdlRld2dDBZM283eU9rdz09 

ミーティング ID: 810 4550 2690  パスコード: $4MNEX?k 

当日ご参加の前に、下記お申し込みよりご登録をお願いいたします。 

 

【お申込み】 

下記URLまたは右のQRコードからお申し込みください。  

https://forms.gle/dDgZ2vRQorZ99rcT9 

また、上記でご登録いただいたメールアドレスには、後日、日本語教育、外国人支援等に関するご案内を差し上げます。今

回ご参加できない方でご関心いただけます際はご登録くださいましたら幸いです。 

 

 

【問い合わせ】 Email: jlttc@cc.miyazaki-u.ac.jp 担当： 伊藤 健一／運営責任者, 国際連携センター 

 

橘
通 

一番街 若草通 

Google 社が提供する外部サービスである Google フォームを使用しています。申請の際に送信されるデータは Google 社の暗号化通信によって保護されていますが、一定期間、当該サービスの
提供元である Google 社のサーバーに個人情報に関わるデータが保存されることになります。Google のサービスを経由しての個人情報の入力に抵抗のある方は、お手数ですがメール等にて申
請ください。Googleフォームの詳細については、Googleの規約をお読みください。 

https://miyazaki-u-ac-jp.zoom.us/j/81045502690?pwd=cWlIZ0MreFdlRld2dDBZM283eU9rdz09
https://forms.gle/dDgZ2vRQorZ99rcT9
mailto:jlttc@cc.miyazaki-u.ac.jp


 

 

 

日本語教員養成プログラムWebsiteのご案内  

募集要項、受講の申し込み、などにつきましては下記Websiteにてご案内しています。 

  URL:  https://jlttc.vss.miyazaki-u.ac.jp 

 

開講時期： 2021年8月7日（土）～2022年 7月17日（日） 

募集時期： 2021年4月1日（木）～2021年 5月31日（月）必着 

対象： 高等学校卒業以上 

＊但し、法務省告示の日本語教育機関の教員を目指す場合は 

大学卒業の学位「学士」が必要になります。 

受講料： 530，000円（テキスト代含む） 

定員： 20名を予定 

授業日： 遠隔講義：火・木 19:00～20:35（2単位時間） 

対面講義：土 10:00～15:55（6単位時間） 

通信講義（オンデマンド）：随時 

https://jlttc.vss.miyazaki-u.ac.jp/


 

 

Center for International Relations, University of Miyazaki 

宮崎大学履修証明プログラム 

2021年度「宮崎大学 420単位時間日本語教員養成プログラム」のご案内 

 (2021/4/30版) 

受講者の受講しやすい環境を整備するため、2021年度よりプログラムを大幅に再編成しております。ご注意ください。 

 

１． 開講概要 

開講時期： 2021年 8月～ ２０２２ 年 ７月 

対    象： 高等学校卒業以上 

（但し、法務省告示の日本語教育機関の教員を目指す場合は、大学卒業の学位「学士」が必要になる） 

受 講 料： 5３0,000円 （書籍・教材費含む) 

定    員： 2０名を予定 （最低開講人数 15名を下回る場合は開講を見合わせる場合があります） 

選    考： 応募書類をもとに、選考を行います 

募集期間： 2021年４月上旬 ～ ５月末日 

 

２． プログラム 

内    容： 「日本語教育人材の養成・研修の在り方」（平成 31年 3月）に基づく、３領域 5区分の必

須教育 50項目  

授 業 日： 遠隔講義： 火・木曜日（月 6～9回程度） 19:00 ～ 20:３5（2単位時間） 

対面／遠隔講義： 土曜日（月３～４回程度） 10:00 ～ 15:55（6単位時間） 

通信講義： オンデマンド（欠席時の補講を含む）： 随時 

単位時間： １単位時間 ＝ 45分 

試    験： 日曜日（期間中不定期） 

講    師： 宮崎大学専任教員・非常勤講師、宮崎総合学院宮崎情報ビジネス医療専門学校日本語

科専任教員、特別講師（慶應義塾大学、國學院大學大学院、麗澤大学、九州大学、株式会

社教育情報サービス、宮崎国際教育サービス株式会社）、他 

場   所： 宮崎大学木花キャンパス、まちなかキャンパス、宮崎総合学院 

 

３． 募集要項 

以下のウェブサイト、または右の二次元バーコードからもご確認いただけます。 

Website： https://jlttc.vss.miyazaki-u.ac.jp/ 

 

 

 

４． お問い合わせ等 

お問合せ先： 宮崎大学国際連携センター 

  日本語教員養成プログラム担当 

jlttc@cc.miyazaki-u.ac.jp 

https://jlttc.vss.miyazaki-u.ac.jp/
mailto:jlttc@cc.miyazaki-u.ac.jp

