
（２）学内共同教育研究施設

◇附属図書館
◇国際連携センター
◇多言語多文化教育研究センター
◇産学・地域連携センター
◇教育・学生支援センター
◇フロンティア科学実験総合センター
◇産業動物防疫リサーチセンター
◇IR推進センター
◇安全衛生保健センター
◇障がい学生支援室
◇情報基盤センター
◇イスラーム文化研究交流棟（礼拝場所）

② 国際交流の実績

31カ国・地域126機関と協定を締結し、学生交流
や研究教育に関する協力や交流を行っています。

海外拠点オフィスとしてマランオフィス（イン
ドネシア）、ジョグジャカルタオフィス（インド
ネシア）、ヤンゴンオフィス（ミャンマー）、ハ
ノイオフィス（ベトナム）を設置しており、本学
との学術交流・学生交流を積極的に推進していま
す。

外国人留学生対象の短期留学プログラムとして、
夏には3週間のサマープログラムを提供しており、
日本語・日本文化・日本語演習・ラボリサーチの
クラスを開講しています。2019年度には6カ国・地
域から19名の学生を受け入れました。冬には約10
日間のウィンタープログラムを提供し、日本語・
日本文化のクラスを開講しています。2018年度に
は3カ国・地域から23名の学生を受け入れました。
また、JSTのさくらサイエンスプランでは2019年度
に131名の学生・研究者を受け入れてるなど、多く
の学生・研究者をとの交流を広げています。

宮崎大学 (宮崎県)

日本の「ひなた」宮崎県で、ゆったり、しっかりと「日本」を学びませんか？

■大学紹介

① 大学の特色及び概要

宮崎大学は、教育学部、医学部、工学部、農学
部、地域資源創成学部の5つの学部と教育学研究科、
看護学研究科、工学研究科、農学研究科、医学獣
医学総合研究科、農学工学総合研究科の6つの大学
院研究科で構成されている国立大学法人です。本
学の概要は次のとおりです。

（１）課程•学科

【教育学部】 学校教育課程

【医学部】 医学科、看護学科

【工学部（令和3年度改組予定）】 環境応用化学
科、社会環境システム工学科、環境ロボティク
ス学科、機械設計システム工学科、電子物理工
学科、電気システム工学科、情報システム工学
科

【農学部】 植物生産環境科学科、森林緑地環境
科学科、応用生物科学科、海洋生物環境学科、
畜産草地科学科、獣医学科

【地域資源創成学部】 企業マネジメントコース、
地域創造コース、地域産業創出コース

③ 過去3年間の受入れ留学生数及び日本語・日本
文化研修留学生（日研生）の受入れ実績

2020年：留学生数187人、日研生3人
2019年：留学生数214人、日研生2人
2018年：留学生数213人、日研生2人

④ 地域の特色

自然： 新鮮な空気、紺碧の海、まぶしい陽光

宮崎は九州の南部に位置しており、日本で最も
暖かい場所の一つです。宮崎市の人口は約40万人
です。温暖な気候のもと、毎年1月下旬から2月に
かけてプロ野球やJリーグのスポーツキャンプでに
ぎわいます。

歴史： 神話の舞台

雄大な自然に囲まれた宮崎は、「古事記」上巻
の2/3をしめる日向神話の舞台です。

人・生活： のんびり、おおらか

おおらかでのんびりとした気質です。また、日
本で最も物価が安い地域でもあります。



③ 受入定員

5名（大使館推薦3名、大学推薦2名）

④ 受講希望者の資格、条件等

•日本語能力検定試験： Ｎ2合格以上

•日本と母国の架け橋人材に相応しい人物

⑤ 達成目標

•留学前より上のレベルの科目の履修。

•修了論文を作成する。

⑥ 研修期間（在籍期間）

渡日時期： 2021年9月下旬
帰国時期： 2022年9月下旬
在籍期間： 2021年10月1日～2022年9月30日
（修了式： 9月（2020年は9月24日））
（退寮日： 9月下旬）

⑦ 奨学金支給期間

2021年10月 ～ 2022年9月

⑧ 研修・年間スケジュール

9月下旬： 渡日
10月： オリエンテーション（後期）、

留学生ウェルカムパーティー（後期）、
防災セミナー（後期）

11月： 大学祭、留学生のためのビジネス講座
12月： 冬期休暇
2-3月： 春期休暇
4月： オリエンテーション（前期）、

留学生ウェルカムパーティー（前期）
防災セミナー（前期）

5月： みやざき国際フェスティバル
6月： 留学生スポーツ大会
7月： えれこっちゃみやざき市民総踊り
8-9月： 夏期休暇
9月： 修了証書授与、帰国

■研修・コースの概要

① 研修・コースの目的

b)主に日本語能力の向上のための研修

日本語能力の向上、および日本の文化や自然への理
解を深めることを目的としています。

② 研修・コースの特色

【教育方針】

日本語科目で日本語能力を指導するとともに、日本事
情科目や日本人学生向け講義への参加、地域での活
動・巡検等の体験を通じて、日本や宮崎の文化を広く
学び、理解を深めることを目的としています。

【特徴】

•日研生だけのクラスではありません。他の交換留学
生とともに日本語・日本事情を学び、日本人学生が学
ぶ一般科目も受講することができます。

•全レベル年中開講： 前期、後期でそれぞれ、同じ科
目を開講しています。したがって、前期、後期のいずれ
の学期から留学しても、希望するレベルの科目を受講
できるカリキュラムになっています。

•再学習可能： 半期（前期/後期）の学習では修得が
不十分と感じた場合、単位取得後でも、同じレベルの
クラスを、単位取得対象として再受講できます。

【研修内容】

日本語科目

入門から超上級まで7段階に細かく分けられた科目構
成による、適切なレベルでの学習を提供します。特に、
高度な論文執筆やビジネス日本語の支援、教員の指
導が充実しています。

日本事情科目

特色ある以下の3科目を提供しています。

•ビジネス日本語： 上級、中級を開講。

•日本事情概論： 全学の教員が様々な分野における
今の日本や宮崎について紹介。

•日本語地域インターンシップ： 日本社会を体験した
い、将来日本で就業したい学生向けに、アルバイトや
地域での活動などを単位にできる科目。

⑨ コースの修了要件

1.必須科目を10科目以上履修すること。

2.選択科目を4科目以上履修すること。

3.日本語による修了論文（8000字以上）の提出

なお、修了論文の書き方は科目「超上級日本
語」で丁寧に指導します。

⑩ 研修・コース科目の概要・特色

１）研修・コース科目の特徴

日研生だけのクラスではないため、他の留学生や
日本人学生と広く交流しながら日本語、日本事情
を学ぶことができます。

２）研修・コース開設科目

Ⅰ）必須科目（〇コマ数、時間数）・内容

必修科目： 毎期履修すること。

•超上級日本語： 毎期、必ず履修すること。
（1コマ／週、22.5時間／半期）
日本語論文執筆方法、修了論文指導

選択必修科目： 半期に4科目以上履修すること。

•上級日本語
（4コマ／週、90時間／半期）
メディア・リテラシー、語彙、作文、日本語

で母語を教えるために

•中上級日本語
（3コマ／週、67.5時間／半期）
N2相当の日本語文法、表現、対話

•上級ビジネス日本語
（1コマ／週、22.5時間／半期）
ビジネス会話、ビジネスマナー

•中級ビジネス日本語
（1コマ／週、22.5時間／半期）
ビジネス会話、ビジネスマナー

科目以外

•ゼミ： 日研生の修了論文作成に向けた指導。
（不定期、適宜開講）



⑪ 指導体制

担当部局： 多言語多文化教育研究センター
日本語教育部門

部門長： 准教授 伊藤 健一（日本事情）

専任教員： 准教授 寺尾 智史（日本語、論文）

講 師 杉村 佳彦（日本語）

その他日本語関連教員： 教育学部8名

教 授 塚本 泰造（国語）

准教授 山元 宣宏（書道） 他

■宿 舎
【学生寮（一般日本人学生用）】

定員：男子寮 100室、女子寮 100室

＜国際交流宿舎＞ ※
単身室： 167室 月額4,700円
夫婦・家族室： 8室

夫婦室:月額9,500円 家族室:14,200円

＜木花ドミトリー＞
単身室： 31室 月額24,000円

(光熱水費・Wifi込)

＜清武ドミトリー＞
単身室： 30室 月額25,800円

(光熱水費・Wifi込)

【宿舎設備・備品】
各部屋： ベッド、机、椅子、クローゼット
共同： 調理場、洗濯室、風呂、トイレ
宿舎費前納： 必要なし。

※ 滞在期間1年の短期留学となる日研生は、基
本的に国際交流宿舎（単身室）となります。

■問合せ先

＜担当部署＞
宮崎大学研究国際部国際連携課留学交流係

住所： 〒889-2192
宮崎県宮崎市学園木花台西1-1

TEL： +81-985-58-7134（直通）
FAX： +81-985-58-7782
Email： ryugaku@of.miyazaki-u.ac.jp

＜ウェブサイト＞
宮崎大学国際連携センター：
www.of.miyazaki-u.ac.jp/~kokusai/

宮崎大学：
www.miyazaki-u.ac.jp/

Ⅱ）選択科目（〇コマ数、時間数）・内容

日研生を含む留学生が向けの日本語・日本事情
科目のなかで、日研生の修了要件に基づく選択科
目は次の通りです。

•日本事情概論
（1コマ／週、22.5時間／半期）
地域・工・農・保健・就職など幅広い分野
に関する日本文化、日本事情

•日本語地域インターンシップ
（集中講義、 140時間以上の活動）

•言語文化概論
（1コマ／週、22.5時間／半期）
日研生が日本人学生に日本語で母語を教える

科目

•基礎教育科目： １科目あたり
（1コマ／週、22.5時間／半期）
日本人学生との共修科目
文系科目： 語学、文化、歴史、国際など
理系科目： 数学、物理、生物、化学など
（ただし、理系科目は学習歴と日本語力が
十分である場合のみ受講可能）

３）研修科目で地域の見学や地域交流等の参加出
来る科目

科目

•上級日本語： 地域の史跡等を巡検して、歴史、
文化を学ぶ。

•日本語地域インターンシップ： アルバイト、イ
ンターンシップ、ボランティアなど、受入側の了
解の下での日本語用いた体験活動。

その他、宮崎国際フェスティバルや祭えれこっ
ちゃ宮崎などの地域活動への参加を支援。

４）日本人学生との共修がある科目

•基礎教育科目： 初年度日本人学生向け教養科目。
豊富な科目数の中から選択し、担当講師の了解を
得て、日本人学生とともに履修することができる。
言語文化概論： 日本人学生への母語の指導を通
じて交流する。

■修了生へのフォローアップ
•日本語・英語による大学からのFacebookによる情
報発信

•海外同窓会（インドネシア・台湾・ベトナム）

•JETプログラム（語学指導等を行う外国青年招致
事業（The Japan Exchange and Teaching 
Programme））による再来日の支援

•修了、帰国後の地域企業等へのインターンシップ、
就業による再来日希望者への支援


