報道発表
～世界を視野に 地域から始めよう～
令和 4 年 5 月 27 日
報道機関 各位
宮崎大学企画総務部総務広報課長

Ｂ－ＪＥＴ及びＢ－ＭＥＥＴの事業連携に関する協定および覚書の締結式を実施します
拝啓 時下ますますご清栄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。
このたび、国立大学法人宮崎大学とBJIT Group（東京、バングラデシュ・ダッカ）、グローバルギークス
株式会社（ＢＪＩＴ Ｇｒｏｕｐ）および株式会社ビーアンドエム（宮崎市）は、バングラデシュの高度外国人
ICT人材を日本そして宮崎へ導入する「外国人ICT技術者人材育成プログラム：Ｂ－ＪＥＴ（Ｂａｎｇｌａｄｅｓ
ｈ－Ｊａｐａｎ ＩＣＴ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ‘ Ｔｒａｉｎｉｎｇ Ｐｒｏｇｒａｍ）」、および宮崎市を代表とするJICA草の根技術協力
事業（地域活性化特別枠）「宮崎－バングラデシュICT人材育成事業：B-MEET（Ｂａｎｇｌａｄｅｓｈ－
Miyazaki ＩＣＴ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ‘ Educational Training）」の各事業における連携事業体として、各々の資
源・経験を活用した協働を推進するために、下記のとおり締結式を実施して協定ならびに覚書を結ぶことと
しました。これにより、各事業における産学官連携体制が強化されて、宮崎の地域と産業の国際化と更なる
活性化に寄与することが期待されます。
つきましては、当日取材していただき、記事として取り上げていただければ幸いに存じます。
敬 具
記
〇 日 時： ２０２２年５月３０日（月） １１：00～１1：45
〇 場 所： 宮崎大学地域デザイン棟
〇 出席者：宮崎大学： 鮫島 浩/宮崎大学長、村上 啓介/副学長（国際連携担当）
ＢＪＩＴ Ｇｒｏｕｐ： ジェエム アクバル・創立者・代表取締役会長（オンライン）
グローバルギークス（株）： 明石 康弘/代表取締役社長
株式会社Ｂ＆Ｍ： 荻野 紗由理/代表取締役社長
〇 次 第：
Ｂ－ＪＥＴ及びＢ－ＭＥＥＴの事業連携に関する協定および覚書 締結式
1. 宮崎大学と BJIT Group との間における事業連携に関する協定書の調印
① 宮崎大学長 挨拶
② ＢＪＩＴ Ｇｒｏｕｐ代表 挨拶
③ 調印・締結
2. 宮崎大学とグローバルギークス(株)、および(株)ビーアンドエムとの間における連携業務に関する覚
書の調印
④ 宮崎大学副学長 挨拶
⑤ グローバルギークス（株）代表 挨拶
⑥ （株）ビーアンドエム代表 挨拶
⑦ 調印・締結
3. 閉式、 報道機関取材、意見交換
〇 その他：資料は、当日配布いたします。会場内には記者席等を用意しておりますのでご利用ください。
問い合わせ先 : 国際連携課 鈴木・ズーブルク
TEL：0985-58-7104
発信元 ： 企画総務部総務広報課
TEL：0985-58-7114 FAX：0985-58-2886

【参考資料】
1. 締結内容
1.1.

協定： １件

位置づけ： 組織間協定
1) 国立大学法人宮崎大学とＢＪＩＴ Ｇｒｏｕｐとの間における事業連携に関する協定書
- 相手方： ＢＪＩＴ Ｌｉｍｉｔｅｄ（ＢＪＩＴ Ｇｒｏｕｐ代表企業）
署名者： Ｆｏｕｎｄｅｒ， Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ Ｄｉｒｅｃｔｏｒ ａｎｄ ＣＥＯ Ａｋｂａｒ ＪＭ （ジェエム ア
クバル）
- 本学側： 宮崎大学
署名者： 鮫島 浩 学長
- 内容： 宮崎大学履修証明プログラム「Ｂ－ＪＥＴ Ｂａｓｉｃ Ｃｏｕｒｓｅ」（２０２１．１０～２０２４．９）、「Ｂ
－ＪＥＴ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｃｏｕｒｓｅ」（２０２２．４～２０２５．３）、およびＪＩＣＡ草の根技術協力事業（地域
活性化特別枠）「バングラデシュ国宮崎－バングラデシュＩＣＴ人材育成事業（Ｂ－ＭＥＥＴ）（代
表：宮崎市）」（２０２２．４～２０２５．２）に関する包括的連携。
·

1.2.

覚書： ２件

位置づけ： 部局間連携
1) 宮崎大学とグローバルギークスとの間における連携業務に関する覚書
- 相手方： グローバルギークス株式会社（ＢＪＩＴ Ｇｒｏｕｐ）
署名者： 明石 康弘 代表取締役社長
- 本学側： 宮崎大学 国際連携センター
署名者： 村上 啓介 副学長（国際連携担当）
- 内容： Ｂ－ＪＥＴ Ｂａｓｉｃ Ｃｏｕｒｓｅ、およびＢ－ＭＥＥＴにおける具体的な連携、協力事項を定める。
2) 宮崎大学と(株)ビーアンドエムとの間における連携業務に関する覚書
- 相手方： 株式会社ビーアンドエム
署名者： 荻野 紗由理 代表取締役社長
- 本学側： 宮崎大学 国際連携センター
署名者： 村上 啓介 副学長（国際連携担当）
- 内容： Ｂ－ＪＥＴ Ｂａｓｉｃ Ｃｏｕｒｓｅ、Ｂ－ＪＥＴ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｃｏｕｒｓｅ、およびＢ－ＭＥＥＴにおける具体
的な連携、協力事項を定める。
·

2. 概要
2.1.
·

·

Ｂ－ＪＥＴについて
「宮崎－バングラデシュ・モデル」（２０１７～２０２１）は、修了生のうち１８６名が日本へ就職を支援し、
５３名が宮崎へ就職した産官学連携高度ＩＣＴ人材導入事業です。「宮崎－バングラデシュ・モデル」
は、渡日前教育のＪＩＣＡ技術協力プロジェクト「日本市場をターゲットとしたＩＣＴ人材育成プロジェク
トＢ－ＪＥＴ（Ｂａｎｇｌａｄｅｓｈ－Ｊａｐａｎ ＩＣＴ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ‘ Ｔｒａｉｎｉｎｇ Ｐｒｏｏｇｒａｍ）」と、宮崎大学での
日本語教育・就職支援短期留学プログラムＪＩＰ（日本語×ＩＴインターンシップ・プログラム）から成り、
Ｂ－ＪＥＴでは１００倍の競争を経て入学した優秀なＩＣＴエンジニアが日本語、ビジネスマナー、ＩＴス
キルを学び、本学も日本語教員を派遣して支援してきました。
２０２０年１０月のＢ－ＪＥＴ事業終了後、海外協定校Ｎｏｒｔｈ Ｓｏｕｔｈ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（ＮＳＵ）、宮崎大学
を代表とした、ＢＪＩＴ Ｇｒｏｕｐ、（株）Ｂ＆Ｍ、（株）新興出版社啓林館の産学連携事業体（後援：宮崎
市）が、２０２１年２月にＪＩＣＡとバングラデシュ政府機関ＢＣＣ（Ｂａｎｇｌａｄｅｓｈ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｃｏｕｎｃｉ
ｌ）よりＢ－ＪＥＴを承継しました。

2.2.
·

·

2.3.
·

·

2.4.

現状
２０２１年からは、承継したＢ－ＪＥＴとＪＩＰを統合して、それぞれ宮崎大学履修証明プログラム「Ｂ－ＪＥ
Ｔ Ｂａｓｉｃ Ｃｏｕｒｓｅ」、「Ｂ－ＪＥＴ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｃｏｕｒｓｅ」と位置付けて再構築し、（株）新興出版社
啓林館の寄附講座「外国人ＩＣＴ技術者人材育成学講座」を中心に運営しています。
２０２１年１０月より開講のＢ－ＪＥＴ Ｂａｓｉｃ Ｃｏｕｒｓｅは、最初の１期（２０２１．１０～２０２２．２）を終え
て、およそ運営や流れの目途が立ちました。同修了生が入学するＢ－ＪＥＴ Ｂａｓｉｃ Ｃｏｕｒｓｅも２０２２
年４月から開講し、コロナでオンラインでの開始となりましたが、５月末には受講生が渡日して本学
で学ぶ見通しです。

協定・覚書
新型コロナウィルス感染症の中、Ｂ－ＪＥＴ Ｂａｓｉｃ Ｃｏｕｒｓｅはバングラデシュでオンライン開講されま
した。実施に際して、ＮＳＵからは現地日本語講師による指導を受けておりますが、３０００人を超える
入試選抜、受講生の管理、ビジネスマナー指導においては、産学連携事業体のＢＪＩＴ Ｇｒｏｕｐ、（株）
Ｂ＆Ｍの連携・支援によるところが大きく、本事業において欠くことのできないパートナーとなっていま
す。
そこで、現地と日本の両方でグループ企業複数社に跨って連携・支援を行うＢＪＩＴ Ｇｒｏｕｐとの連携
協定を締結し、また同グループ内での就業支援実務とグループ全体の日本側窓口を担うグローバ
ルギークス（株）との連携覚書を、また宮崎への就業支援を中心に担う（株）Ｂ＆Ｍとの連携覚書を
締結いたします。

Ｂ－ＭＥＥＴについて

ＪＩＣＡ草の根技術協力事業（地域活性化特別枠）
- 地方公共団体が提案し地域の団体・大学等と連携して、地域の知見・経験・技術等を活用した海
外展開と、途上国の開発課題の解決を通じて、途上国および日本の地域の双方の課題の解決に
貢献して win-win の関係を築くことを目指す事業です。
2) 事業概要
- 実施体制： 宮崎市（提案団体）、宮崎大学（実施団体）
- 予算：約 6,000 万円、期間：約 3 年間（2022 年４月~2025 年 2 月）
3) プロジェクト目標
- バングラデシュ－宮崎、双方の経済交流促進体制が整備される。
4) 主たる活動
① 宮崎の ICT 企業団体にバングラの ICT 企業を理解するセミナー実施。
② バングラの ICT 企業団体に宮崎企業が求めるスキル・制度などを理解するセミナー実施。
③ バングラの主要人物に対する宮崎での研修を実施。
④ バングラでの ICT 企業で働く人に、日本語・日本文化・ビジネスマナー等の研修を実施。
- 対象国バングラデシュの ICT 企業は日本との業務を望んでおり、一方、宮崎では地域活性化・国
際化に課題を抱えている。双方の課題解決のため、対象国の若手 ICT 人材が宮崎・日本との交
流人材となるよう、日本型ビジネスやビジネスマナー、日本語コミュニケーション等を研修し、宮崎
企業と対象国の企業との交流機会を設けて双方向の経済・技術・人的な交流を深める。これによ
り、バングラデシュ－宮崎の継続的なヒト・モノ・カネの循環を目指すことで、バングラデシュの経済
開発、ならびに宮崎の活性化にそれぞれ貢献する。
1)

