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令和４年 １月 １2日 

各報道機関  御中 

 

宮崎大学企画総務部 

総務広報課長 

 

宮崎県香港事務所との協働による 

香港中文大学専業進修学院オンライン研修実施について（ご案内） 

 

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。 

さて、宮崎県香港事務所では香港の大学の本県内への教育旅行への誘致を進めておられ、本学も 2019年に

受け入れを行い講義や学生交流などを行いました。しかし、新型コロナウィルス感染症の影響により本年度は中

止を余儀なくされました。そこで、香港中文大学専業進修学院の要望により、宮崎県香港事務所の協力の下で

「オンライン研修」を 2022 年１月 11 日（火）から 21 日（金）の日程で実施することとなりましたので、ご案内申し上

げます。 

実施にあたりましては、本学の講義（日本事情・日本文化）に加えて、ツーリズム高千穂郷（1/14）、高千穂町・

(株)訪う（1/15）、高千穂高校（1/13）、宮崎県香港事務所・JA 宮崎経済連（1/17）、宮崎国際教育サービス(日本

語)のご協力によるオンラインツアーや交流、農泊紹介、調理体験などを実施予定です。 

ご関心いただけましたら、取材についてご検討いただければ幸いです。 

 

敬具 

 

記 

 

１．名  称 香港中文大学専業進修学院オンライン研修 

２．日  時 2022年 1月 11日(火) ～ 21日（金） 

３．場  所 Zoom 

４．実  施 国立大学法人宮崎大学 

  協  力 宮崎県、宮崎県香港事務所、高千穂町、ツーリズム高千穂郷、

高千穂高校、JA 宮崎経済連（1/17）、(株)訪う、宮崎国際教育サ

ービス(株)、他 

５．式 次 第 別紙参照 

 

以上 

 

 
①お問い合わせ先 
宮崎大学 国際連携センター 准教授 伊藤 健一 
TEL：0985-58-7851  E-mail：itoken@cc.miyazaki-u.ac.jp 
②発信元 
宮崎大学企画総務部総務広報課 
TEL: 0985-58-7114 FAX: 0985-57-2818 
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香港中文大学 オンライン研修について（プレス補足資料） 

 

1. 概要 

1.1. 背景 

 宮崎県香港事務所が県内へのインバウンドを香港で PR する中で、団体旅行の一つとして大学等から

の教育旅行の受入れを検討。 

 2018年頃より複数大学より本件へ教育旅行での受入れがあり、窓口を宮崎県香港事務所、観光・視察

の手配を宮崎県観光協会および宮崎県各部局、旅程や移動手配を宮崎交通が対応。宮崎大学は、学生交

流、日本語授業などを実施。 

2) 経緯 

 同校は2019年に教育旅行での来県実績。 

 教育旅行後、宮崎大学とは講義内でオンライン交流などを実施。 

 日本語学習者が予定していたが、新型コロナウィルス感染症により渡日・来県ができなくなったこと

から、教育旅行に代わりオンライン研修に変更。 

 宮崎県香港事務所長友代表からのご連絡（2021/9/1）： 教育旅行を調整していたが、オンライン研

修となり、旅行が発生しないため、全体コーディネートと宮崎大学に相談があり、香港中文大学より正

式にオンライン研修のご依頼をいただいた。 

3) 位置づけ 

 同校の日本語学科の選択科目として設定。 

 

1.2. 香港中文大学 

1) 香港中文大学専業進修学院 

 香港中文大学附属の２か年の学校。 

 今回、上記の日本語学科（應用日語課程）の学生が対象。 

 http://scs-hd.scs.cuhk.edu.hk/tc/programmes/languages-history/applied-japanese-

language/ 

 

1.3. 人数・期間 

1) 参加者 

 人数： ２年生 39名（男女比＝およそ1：1） 

 日本語力： 中級レベル（今年の12月に日本語能力試験N2を受験予定の学生が多い） 

2) 期間： ２週間（週5日×2週） 

 1月11日（火）～21日（金） （1月24日から新学期のためそれ以前に終了の予定） 

 

1.4. 内容 

1) 日本語授業 

① 内容 

- 日本文化の内容に関する語彙、表現などの学習 

- 講義や体験した内容についての感想文の作成 

- 感想の口頭(こうとう)発表 

② 時間割(じかんわり)、回数(かいすう) 

- 月～金曜日 午前 9：30～11：00（日本時間10：30～12：00） 全9回 

③ 方法 

- グループ学習： 7～8名／グループの5グループに分かれて学習 

http://scs-hd.scs.cuhk.edu.hk/tc/programmes/languages-history/applied-japanese-language/
http://scs-hd.scs.cuhk.edu.hk/tc/programmes/languages-history/applied-japanese-language/
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2) 日本事情・日本文化 

① 内容 

- 日本事情、日本文化に関する講義 

- 災害時のメンタルヘルス、日本の正月と食文化・宮崎の農産物、日本の魚食文化 

② 時間割、回数 

- 月～金曜日 午後  全3回 

③ 方法 

- 講義、宮崎大学の留学生向け講義への参加 

3) 体験 

① 内容 

- オンラインツアー、体験 

② 時間割、回数 

- 月～土曜日 午後  全8回 

③ 方法 

- オンラインツアー： 延岡市、綾町、高千穂町、都農町、門川町、宮崎市 

· 高千穂町は、高千穂町役場が実施。他は宮崎大学関係者が実施。 

- 体験： 宮崎の農産物 

4) 交流 

① 内容 

- 日本語母語話者、学生などとの日本語を使った交流 

② 時間割、回数 

- 月～金曜日 午後  全4回 

③ 方法 

- 学生との交流： 宮崎大学の学生約40名とのオンライン交流 

- 社会人との交流： 地域在住外国人の日本語学習支援を行う人らとの交流   

- 高校生との交流： 高千穂(たかちほ)高校の生徒(せいと)による地域・学校の紹介、交流 

 

2. 実施・関係機関 

1) 宮崎県香港事務所 

 代表（総経理） 長友 修一 

 所長（副総経理） 河野 孝昌 

2) 宮崎大学国際連携センター（連絡先） 

 准教授 伊藤 健一 itoken@cc.miyazaki-u.ac.jp 0985-58-7851 

3) 宮崎国際教育サービス株式会社（MIES） 

 担当/日本語教師 原田 真理 

 

以上

mailto:itoken@cc.miyazaki-u.ac.jp
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日程 

時間 
宮崎 JST 10   11   12   13   14   15   16   

香港 HKT 9   10   11   12   13   14   15   

11
日 

Tue 
科目 開講式 日本語       日本事情・日本文化   交流 

名称   日本語授業       日本事情概論「災害時のメンタル
ヘルス」：武田、伊藤 

  国際協力入門「オンライン交流」1：伊藤 

12
日 

Wed 
科目   日本語       交流   体験 

名称   日本語授業       日本語学習支援者養成講座修了生
との交流：MIES 

  オンラインツアー延岡小川：MIES 

13
日 

Thu 
科目   日本語       交流   体験 

名称   日本語授業       高千穂高校まちなか案内クラブ：
高千穂高校 

  オンラインツアー綾・早川農苑：MIES 

14
日 

Fri 
科目   日本語     体験         

名称   日本語授業     宮崎の農業・農泊体験：ツーリズム高千穂
郷 

        

15
日 

Sat 
科目               体験         

名称               GIAHS Online Trip：高千穂町役
場、訪う 

        

17
日 

Mon 科目   日本語       日本事情・日本文化   体験 

名称   日本語授業       日本の正月、食文化：伊藤   宮崎きんかん料理教室 

18
日 

Tue 
科目   日本語       体験   交流 

名称   日本語授業       オンラインツアー都農町：瀬川、
出口、他 

  国際協力入門「オンライン交流」2：伊藤 

19
日 

Wed 科目   日本語       日本事情・日本文化   体験 

名称   日本語授業       日本の魚食文化：村瀬、伊藤   オンラインツアー門川：村瀬、伊藤 
20
日 

Thu 科目   日本語       体験         

名称   日本語授業       宮崎市街オンラインツアー：MIES         
21
日 

Fri 科目   日本語 閉講式                 

名称   体験発表 
 

                
 

  


