
宮崎における日本語学習支援
のあり方について

2020年度子どもの日本語教育研究会　特別企画

　　　　　　　　　　2020.8.23.           宮崎国際教育サービス株式会社　国際事業推進部主任　原田真理

1



宮崎国際教育サービス株式会社
Miyazaki International Education Service, Inc.（略称：MIES、ミーズ）

MIES 
■日本語日本文化教育

■多言語多文化教育
■日本語教員・地域国際化人材養成
■教材開発・出版, etc.
■教育研究支援

学
（宮崎大学）

官 民

産 宮崎国際教育サービス株式会社
Miyazaki International Education Service, Inc.

宮崎大学発ベンチャー企業認定

産学地域連携センター内
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【宮崎大学キャンパス】



【MIES事業分野】2019年～

・宮崎大学との事業連携 
（サマープログラム、ウィンタープログム、420単位 
　時間日本語教員養成プログラムの企画、実施、短期 
　留学受入プログラム支援） 

・地域日本語教育 
（「日本語学習支援者養成講座」県国際交流協会より 
　委託） 

・企業向け日本語研修 

・「宮崎ーバングラデシュモデル」 
（バングラデシュITエンジニア）日本語授業

/

2019/12/2 15:35 ⽇本経済新聞 電⼦版

宮崎でバングラデシュIT⼈材 就労進む 東京に次ぐ32⼈ 

宮崎県内の企業でバングラデシュのIT（情報技術）⼈材の採⽤が進んでいる。⼈⼝減や⼈⼿不⾜が進むなか、宮
崎市と宮崎⼤学、国際協⼒機構（JICA）が連携して2017年から⼈材の受け⼊れを進めており、20年1⽉時点の採
⽤は17社計32⼈となる⾒通しで、約50⼈が働く東京都に次ぐ規模になっている。

2⽇、宮崎市が市内で開いた⽣活⽀援講座にバングラデシュ⼈13⼈が参加し、⽇本⼈講師がゴミの分別⽅法など
市内で部屋を借りて暮らすための⽣活マナーをきめ細かく説明していた。

バングラデシュの⼥性技術者は宮崎市での⽣活について「イスラム教徒の戒律に従ったハラル認証の⾷べ物の販
売店が少ないこと以外は特にない」と話した。採⽤した企業の担当者は「⽇本語も流ちょうで社内コミュニケー
ションに⽀障はない。熱⼼に働いてくれる」と評価していた。

市や宮崎⼤の受け⼊れ事業では、現地で募集した就職希望者が3カ⽉間の⽇本語を学習した後に来⽇。宮崎⼤で3
カ⽉間、⽇本語を中⼼に学びながら、宮崎の企業でインターンシップ（就労体験）をした後、就職する。

市によると、19年度は内定を含め16⼈が就業する予定で、20年度も19年度並みの⼈数が採⽤される⾒通し。宮
崎市内の企業では19年度末で25⼈ほどが働く。

本サービスに関する知的財産権その他⼀切の権利は、⽇本経済新聞社またはその情報提供者に帰属します。また、本サービスに掲載の記事・写真等の無
断複製・転載を禁じます。

Nikkei Inc. No reproduction without permission.

記事利⽤について

バングラデシュのIT⼈材定着のため、宮崎市が開いた⽀援セミナー（宮崎市の宮崎⼤学まちなか
キャンパス）
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申請事業：外国ルーツの子供と保護者への日本語支援・母語支援

【宮崎銀行ふるさと振興助成金】（申請済み）

• 日本語指導の必要な児童生徒・保護者向け就学ガイダンス
講座 

• 多言語人材登録バンク 

• 日本語指導の必要な児童生徒への受入れマニュアル・ガ
イドブックの教材作成 

• 放課後子ども学習支援 

• 母語支援
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年 H27 H28 H29 H30 R1

人数 4,161名 5,100名 5,783名 6,621名 7,850名

【宮崎県の外国人住民数の推移】

対前年比増減率 

10.5%
13.4% 14.5% 18.6%

法務省入国管理

前年度増加率NO.1
みやざきグローバルプランの概要

○県の持続的な発展のため、世界に⽬を向け、世界の活⼒を取り込み、社会・経済・産業の
活性化を図ることが重要

○グローバル化の進展により、国境を越え県に直接影響を及ぼす世界の潮流や動きに迅速かつ
的確に対処することも必要

○アジアをはじめ、北⽶・ＥＵなどの有望市場をターゲットに、県産品の販路開拓や観光誘客
のほか、グローバル人材の育成確保、多⽂化共生社会づくりの推進、国際交流・協⼒の促進
など、グローバル関連施策を総合的かつ計画的に推進

策定趣旨等

○県総合計画の実行計画
○県⺠共有の指針
○多⽂化共⽣の推進計画

位置付け
○２０１９～２０２２
アクションプランと
同じ期間（４年間）

推進期間
○推進本部による計画の進捗管理
○海外拠点機能の活⽤
○市町村・関係機関等との連携・協働

推進体制

計 画 概 要

本県の現状と課題

○世界人口の増加、新興国を中心としためざましい経済成⻑
○グローバル化の進展によるヒト・モノ・情報・サービス等の往来の活発化
○地球規模問題への関心の高まり、持続可能な開発⽬標（ＳＤＧｓ）の理念の広がり

本県を取り巻く世界情勢

○人口減少や高齢化社会の到来に伴う国内市場の縮小・労働⼒不足
○輸出額の増加・訪⽇外国人の増加、ゴールデン・スポーツイヤーズの到来
○外国人材の受⼊れ拡⼤に伴う外国人住⺠の増加
○世界における宮崎のネットワークの活⽤・拡⼤

本県の現状と課題

施策の⽅向性と施策体系
○⽬指す姿を実現するため、３つの理念に沿って、４つの施策を推進

  

世界とつながる
世界の宮崎ネットワークの活⽤・拡⼤による

多様な分野での海外との交流拡⼤

世界の活⼒をとりこむ
宮崎の強みを⽣かした

外貨の獲得、ビジネスチャンスの創出

世界と共にあゆむ
全国トップクラスの住みやすさを⽣かした

多⽂化共⽣社会の実現

「挑戦」から「成果」へ 「共存」から「共⽣」へ

世界に開かれ、世界を舞台に躍動するみやざき

⽬指す姿

理 念

施策Ⅰ グローバル経済交流の強化 施策Ⅱ グローバル⼈材の育成・確保

施策Ⅲ 多⽂化共⽣社会づくりの推進 施策Ⅳ 国際交流・国際協⼒の促進

施策体系

具体的な施策の展開

【宮崎のグローバル資源（世界の中で競争⼒を有するもの）】
・農林水産物・食料品・生産品（宮崎牛、焼酎等）
・観光⽂化資源・スポーツ環境（世界農業遺産、キャンプ等）
・生活環境（温暖な気候、豊かな自然等）
・ネットワーク（在外県人会、姉妹・友好都市等）

成果指標 現況値 ⽬標値

①輸出額 1,845億円
（H29）

2,100億円
（R4）

②農林水産物・食品
の輸出額

71.3億円
（H29）

120億円
（R4）

③海外展開（輸出・
進出）を行う企業・
団体数

269社
（H29）

290社
（R4）

④訪⽇外国人延べ宿
泊者数

30万人
（H29）

57万人
（R4）

⑤国外からのクルー
ズ船寄港回数

9回
（H30）

50回
（R4）

⑥外国人や外国の⽂
化・習慣などに対す
る偏見や差別がある
と感じたことのある
県⺠の割合

19.7%
（H30）

0.0%
（R4）

⑦外国人住⺠が暮ら
しやすいと感じる割
合

85.9%
（H29）

100.0%
（R4）

⑧外国人や外国の団
体との交流・国際協
⼒に関する行事・活
動に参加したことの
ある県⺠の割合

13.7%
（H30）

20.0%
（R4）

⑨県⺠のパスポート
所有率

12.1%
（H30）

14.0%
（R4）

施策Ⅰ グローバル経済交流の強化

1 海外への展開促進

(1) 県内生産品の輸出の促進

(2) 海外進出による事業拡⼤への支援

施策Ⅱ グローバル⼈材の育成・確保 施策Ⅲ 多⽂化共⽣社会づくりの推進 施策Ⅳ 国際交流・国際協⼒の促進
１ グローバル社会に対応できる幅広い

⼈材の育成 １ 外国⼈住⺠への⽀援 １ 国際交流の促進

(1) 県⺠の国際理解の推進 (1) ⽇本語学習支援の充実 (1) 海外都市・地域との交流拡⼤

(2) グローバル化の進展に対応した学校
教育の推進

(2) 外国人住⺠への行政・生活情報の提
供や生活⾯での様々な支援

(2) 多様な分野・主体による国際交流の
促進

(3) 県⺠主体の活動に対する支援 (3) 海外における人的ネットワーク
の構築・拡⼤による交流の促進

(4) 外国人との身近な交流の促進

２ 産業分野での⼈材の育成・確保 ２ 外国⼈と共⽣する地域社会づくり ２ 国際協⼒の促進

(1) 高校、⼤学、企業等を対象とする世界
を視野に⼊れた産業人財の育成・確保 (1) 多⽂化共生に関する意識啓発 (1) 海外技術研修員等の受⼊れ

(2) 外国人材の円滑な受⼊れ・活⽤促進 (2) 地域での交流促進・地域社会への参
画促進 (2) 多様で身近な国際協⼒の促進

(3) 外国人にも住みやすい地域社会づく
り (3) 国際協⼒機構（ＪＩＣＡ）との連携

施策Ⅰ グローバル経済交流の強化

1 海外への展開促進 ２ 海外からの誘致推進 ３ 交流基盤の整備

(1) 県内生産品の輸出の促進 (1) 外国人観光客の誘致の強化・推進 (1) 航空ネットワークの維持・充実

(2) 海外進出による事業拡⼤への支援 (2) 「スポーツランドみやざき」の進化 (2) 海上ネットワークの維持・充実

(3) 海外からの投資呼び込み (3) 危機管理体制の確保

施
策
Ⅰ

施
策
Ⅱ

Ⅳ

～

県の施策には、外国ルーツの子どもたちへの支援について明示
されていない。
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77%

23%

いる いない

原田真理（2020）『宮崎における日本語学習支援のあり方についての一考察　　ー学校教育支援モデルの試案ー』 
令和元年度宮崎大学大学院教育学研究科学位論文より

・教育委員会の聞き取り 
「日本語指導の必要な児童生徒が在籍しているか」

【実態調査】２６市町村教育委員会へのアンケート、該当学校でのインタビュー

・教育委員会の聞き取りで分かったこと
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・言語が多様化し、その言語を話せる指導員確保 
　が難しい。 
・文化的な面や礼法等において、言葉だけで指導 
　が難しい場面もある。 
・急な転出入が多く、県で予定している加配人数 
　だけでは対応できない状態。 
・言葉が通じず、コミュニケーションがとりづら 
　い。 
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・該当学校長へインタビュー 
「日本語指導の必要な児童生徒が在籍しているか」

日本語指導担当教員の話

韓国語支援員の話

パシュトー語支援員の話

　　　・担当者へインタビュー 

A小学校

校務文章内に日本語教育担当という役職を入れてはい
るが、ノウハウもなく手探りで行っている状況であ
る。大学との連携や市教育委員会との連携を強め、マ
ニュアル等統一したツールがあると助かる。

B中学校

外国籍の父親と日本人の母親をもつ中学生が在籍して
いる。言葉やコミュニケーション力に問題があり、本
人も孤立感を持っている様子である。診断名も出たた
め、教育委員会にも相談し、通常学級から特別支援学
級にうつった。
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・参与観察 
宮崎大学放課後支援教室

小学低学年男児
出身：フィリピン

・来日直後。つぶやきも英語で、よく鼻歌を歌う。
・友達とうまく関われない。
・「似ている漢字が多くて書けない」と訴えている。
・宿題は他の児童と同じもの。

小学低学年女児
出身：インドネシア

・来日2年目。両親ともにインドネシアの留学生で、父親はすでに帰国。
・学校の文書を「お母さんこれ読めないから訳して」と渡してくる。
・宿題の最中体をよく動かす。席を離れる。

小学中高学年女児姉妹
出身：エジプト

・来日前に日本語を学んでいたためか、困り感はない様子。
・他の児童に本の読み聞かせを行ったり、宿題の手伝いをしていた。
・帰国が既に決まっていた。

小学校で日本語指導の必要な児童が、週に1回放課後大学に来て、ボランティアの学生たちに宿題を見てもらう取り組み



【調査結果】

• 対象児童生徒は、説明や心構えのないまま学校に入り、教室で多くの時間を過ごし
ている状況。 

• 児童生徒が増えたことで加配教員を配置し、取り出し授業を行っている従来の支援
システムだけでは、増加する多言語の対象児童生徒への対応は難しい。 

• 就学ガイドブック・マニュアル作成、日本語能力測定方法、母語支援員への説明、
マニュアル配布が急務。
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宮崎における日本語学習支援の可能性 
～学校教育支援モデル～ 

1 留学生人材バンクの創設

2 大学生日本語ボランティアの活用

3 日本語教育コーディネーターによる協力

4 外国人児童生徒等受け入れマニュアル・ガイドブックの作成
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【地域日本語教育コーディネーターの活動】

「延岡にほんご教室」の様子

 သငတ်န်းအ ေ  ြောငး်အရြော(အစအီစဥ)် 

၁။ ဘြောသြောစ ြေားေပေါငး်စပံေါ၀ငတ်ဲ ့Ac vityမ ြေားပပ လပ်ပြငး်။ 

၂။ ဘိအဲ ိ(Nobeoka) မိ ရဲ ့ လေနမအ ေ  ြောငး်  ိလယွ ်တဲဂ့ ပန်စ ြေားနဲ ့ ငး်ပပေပးပြငး်။ 

၃။ းီေ ြောဖလယပဲွ်မ ြေား။ 

 

◎ေနရြော။   ။  ဘိအဲ ိ(Nobeoka) မိ 中小企業振興センター  အစည်းအ     ေ းြန်းမ-၃ (会議室３) (၄လြော) 
◎မတြ်  ။်   ။    ေေသတွငး်ေေထ ငေ်ေေသောလေတွေဲ ့ းီေ ောဖလယ်ရငး်ဂျပေစ်ောေလလ့ောချငေ်သော  ငင်ခံခေားသေားမျေား၊ 

         ငင်ခံခေားသေားမျေားက ဂျပေစ်ောသင်ကေားေပးခခငး်၊  ငင်တံကောေပေါငး်သငး်ဆက်ဆမံ းီေ ောဖလယ်ခခငး်ေဲ ့  

                           ပေါတ်သက် ပီး စ တ်၀ငစ်ေားေသောဂျပေလ်မျ းမျေား၊  မညသ်မဆ တက် ေရောက်  ငပ်ေါတယ်။  

◎လဥးီေရ။   ။ ၃၀ ဦး (သတ်မတ်လဦးေရေကျေ်ာလွေပ်ေါက မဲ  က်စေစ်ခဖင့ ် ေရွးချယ်သွေားမည။်) 

◎ေလ ြော လ်ြောတငန်ညး်။ ။ ဇေေ်၀ေါရီလ ၁၇ ရက် (ေသောကောေေ)့အထ  အမည၊် ဖေး်ေပံေါတ် င့ ် 

                 မညသ်ည့်  ငင်သံေားခဖစ်ေကောငး်က ေရးသေား ပီး  E-mail (သ မ့ဟတ်) FAXခဖင့ ် 

          ေလောက်ထေား  ငပ်ေါတယ်။ E-mailခဖင့အ်ေကောငး် ကေားပေါက ေမးလ်ေခေါငး်စဥ် (Subject) ေေရောတွင ် 

         「Nihongo(Nobeoka)」လ ေ့ရး ပီးပ ေ့ပးပေါ။ 

きょうは もやす

ごみのひです 

【သငတ်န်းစစံမ်းရန်】（公財
こ う ざい

）宮崎県国際交流協会
みやざきけんこくさいこうりゅうきょうかい

  Miyazaki International Foundation 

B1 Carino Miyazaki, Tachibanadori Higashi 4-8-1, Miyazaki City 880-0805 

TEL:0985-32-8457  FAX:0985-32-8457  E-mail: miyainfo@mif.or.jp 

သငတ်န်း ေ  းအြမ့ဲ 

ေေသတငွး်ေနထငိေ်နေသြော ငိင်ပံြြေားသြေားမ ြေား င့ ် ဂ ပန်လမ ိ းမ ြေား 

အတတ  ွ ေပေါငး်သငး်ဆ ဆ်မံ းီေ ြောဖလယ ်ြော စြောေလ့လြော  ရငး် 

ယဥေ်  းမ င့ ် ေ ေါဟြောရမ ြေားအပပန်အလန်သိ ိြွင့ရ် ငိမ်ည့်

「ဂ ပန်စြောသငတ်န်း」 ဖွိင့လ်စသ်ြွေားမြောပဖစပ်ေါတယ။် 

ေေီန ့ 
 ေလြောင ် မ်းအမိ ပ်စ်တဲေ့န ့
ပဖစတ်ယ။် 

☆Organized by Miyazaki Interna onal Founda on with help from Nobeoka City Interna onal Exchange Promo on Office 
and Promo on Industrial Development Division on behalf of Miyazaki Prefectural Government 

◎ရ စ်ွ။ဲ   ။  ဇန်န၀ေါရီလ ၂၅ရ  ်(စေနေန)့    အြ ိန်။   ။ ေနလ့ည ်၁း၃၀- ၃း၃၀ 

第１回延岡市にほんご教室：ミャンマー語版 

 ဘအဲ က(Nobeoka)မောေေထ ငတ်ဲလ့အေေေဲ ့

အတတကွပးေပေါငး်ေဆောငရွ်က်ရငး် 

ပ မ ေကောငး်မွေတ်ဲ ့ လေေမဘ၀က  

ဖေတ်ီးလ က်ကရေအောင။် 

※ေေောက်ပ ငး်မော 

ဂျပေသ်ငခ်ေး်စောမျေား၊ဟငး်ချက်ေညး်မျေားဖလ

ယခ်ခငး်စသည် ့ သငတ်ေး်မျေားလညး် 

ထပ်မံဖွင့လ်စ်သေွားမောခဖစ်ပေါတယ။် 

宮崎県委託事業 


