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KIUは、先駆的な学位を持つスリランカで非常に高く評価されている大学の1つで
あ り、先駆的な学位や世界有数の施設を有しています。また、学生の心を刺激し、
知識の 追求を奨励する環境もあり、学生が選択した分野で夢のキャリアをスター
トさせるため のプラットフォームを提供します。
私たちの目標は、スリランカで第1位の私立大学になること、学生や学問のために
選ば れる大学になること、学生の最高の価値を大切にすることです。 私たちは 看
護学、ヘ ルスサイエンス、経営学に重点を置いてスタートしました。また、法学や工
学など、さ まざまな分野への進出も予定しており、より幅広い高等教育を提供しま
す。
KIUでは、学生が視野を広げ、スキルを向上させるためのさまざまな方法を見つけ
るこ とができます。標準カリキュラム以外にも、スポーツ、地域ボランティア、環境プ
ロ ジェクトなど、多くの課外活動に参加する機会があり、人格と価値観の形成を身
につけ ることができます。

ようこそ
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私たちの目標は、学生が知的、社会的、個人的な変化をもたらし、グローバルなニーズ に対応した
最高品質の教育を受けられるよう、比類のない教育の旅を体験できるように し、グローバルなニ
ーズに対応した最高の教育を提供します。

国際的に最高水準の教育、学術研究、イノベーションを追求し、社会に貢献すること。

ビジョ

使命
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ジャガット・セネビラネジャガット・セネビラネ
博士博士
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KIU学⻑よりメッセー
ジ

今日、成功するためには、グローバルな視点と、異なるが多様な伝統を持つ人 と々協働 するスキ
ルが必要です。KIUでは、豊かな文化に触れ、地域と世界の両方のニーズに対 応できる有能で責
任あるプロフェッショナルとして、この教育機関を卒業できることを 保証します。 

私たちの高い水準と革新的な学習アプローチは、複雑な問題に対処し解決する能力を高 めます。
研究室、技能訓練室、IT施設など、教育の場は充実しています。それぞれの教 育施設は、国のニー
ズを満たすために常にアップグレードされています。

大学教育は人生の踏み台です。もちろん、専門的な資格や名誉ある学位を取得すること ですが、
それだけではありません。KIUで得られる深い知識は、人間として成⻑し、新 しい視点を発見し、
新しい学習方法に触れることができます。

大学選びは、皆さんにとって最も大きな決断の一つです。この大学案内は、KIUの学生 になること
がどのようなものかを、KIUを最もよく知る人々、つまり過去と現在の学 生、そしてスタッフの言葉
によって表現しています。どのような選択をされたとして も、私たちは皆さんの学業が成功するこ
とを祈っています。

あなたの未来は世界にある



LO C AT I O N
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KIU はスリランカの会社法に基づいて設立され、2009 年に設立された高等教育機関で す。登記
上の所在地は、スリランカ、バッタラムラ県タランガマ北、マラベ通り249/1 番地です。

KIU は、高等教育省から認定され、スリランカの大学助成委員会から 1978 年第 16 号 大学法
第 25 条 A に基づいて認定された、学位を授与する非国立の主要高等教育機関 です。KIUは、
高等教育の発展に寄与するため、2015年1月7日の臨時官報告示(第 1896/22号)により学位
授与の地位を取得しました。

 当初、2015年に3つの学位が認可されましたが、その後、KIUはさらに9つの学部学位課 程と5
つの大学院学位課程の実施許可を得ています。現在までに、12の学部学位プログ ラムと5つの大
学院学位プログラムが実施されています。また、看護学の理系優等学士 課程の学部生は、4つの
コホート(合計718名)です。 

また、看護学学士、生物医学学士、マーケティング経営学士、会計学学士、人的資源学 士、看護学
教育修士、看護学経営修士の学位プログラムでは、それぞれ2017、2018、 2019、2021年に招
集が行われ、学位プログラムを無事修了した学部生(合計718名)が いました。

 KIUの使命は、実践的、医学的、および関連する教育を高等教育機関に取り入れること でした。
今日、KIUは、スリランカの私立大学の中でもユニークな存在となり、国内外 の学生にさまざまな
学習機会を提供することを使命としています。

KIU はスリランカで最高の私立大学の一つとして、スリランカの高等教育の機会を拡 大し、スリラ
ンカを「アジアの知識ハブ」にするというスリランカ政府のビジョンを支 援することを目的としてい
ます。KIUは、専門的、実践的、科学的な分野で学ぶ資格を 持ち、門戶を開いている高等教育機関
であることを誇りにしています。

KIUは、創立以来、卓越した学問への道を切り開くために努力してきたユニークな教育 機関です。
私たちは、妥協のない公共サービスという意識を持って、見識のある学生に サービスを提供する
ことに全力を尽くしています。 私たちは、この地域および全米で最も優れた高等教育機関のひとつ
となり、その地位を 維持することを目指しています。私たちは、複雑性、多様性、包括性を創造性と
革新性 の柱としています。これらの目標に向かい、KIU は世界大学ランキングの上位に位置 する
よう努力します。 

私たちは、複雑性、多様性、包括性を創造性と革新性の柱としています。
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副学⻑からのメッセージ

KIUで学ぶことを検討している皆さんを暖か
く歓迎し、お誘いすることは、大きな喜び で
す。KIUでの生活は、専門的な資格と有力な学
位を取得することです。さらに、KIU では、勉強
で知識を高めるだけでなく、人間として成⻑し、
新しい視点を発見すること ができます。

KIUを選ぶことで、皆さんは革新的で多様なコ
ミュニティに参加することになります。 KIUで
は、皆さんにインスピレーションを与え、知性を
豊かにし、自信をつけ、人生の 新しいチャンス
に気づいてもらうことを目指します。 KIUは、人
生に対する優れた準備を提供するために、教育
と研究において卓越性を維持 することを信条
としています。KIUの教員は各分野の専門家で
す。また、カリキュラム は世界的に重要な関連
性のある最新のモジュールをカバーしており、
国内市場だけでな く世界市場での就職の機会
も提供しています。

KIUは、その卓越した教育に対応するため、最
先端の設備を備えています。私たちは、 全人格
的な人間を作ることを信じています。そのため、

KIUへの参加:比類のなき大学教
育であなたの未来を掴みます。

“
”

幅広いスポーツやレクリエー ションの機会が
提供されています。さらに、KIUの活気ある文化
は、学生のクラブ活 動、演劇、音楽イベントなど
を促進しています。 この入学案内には、コース
や施設、KIU での生活についてのより詳しい情
報が掲載さ れています。この入学案内は、皆さ
んがKIUで何を期待できるのか、生の情報を提
供し てくれるものと信じています。また、このよ
うな機会を得ることで、皆さんはきっと刺 激を
受けることでしょう。
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ネルカ フェルナンド 上級教授 
KIU 名誉副学⻑
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副副学⻑からのメ
ッセージ
(Deputy Vice Chancellor)

私は、KIUがダイナミックで革新的な大学として、
現在そして将来の世界のニーズに適 した卒業生
を輩出することを望んでいます。KIUは設立当初か
ら一貫して、資格のある 学生の教育機会を高める
ことを目標としており、これまで成功を収めてきま
した。

さらに、様々な産業界、政府機関、非政府組織に
属する国内外のパートナーと協力し、 研究文化を
拡大し、世界に変化をもたらす新しい知識と機会
を創造することが私たちの 使命であります。

副学⻑として、KIUの一員であることを光栄に思う
とともに、世界最高の大学のひとつ になるための
戦略立案と実行に貢献したいと思います。

ナディーカ・ラナデーヴァ女史 
副学⻑ 
理学士号(人間生物学)(SJP) 
修士号(分子病理学)(コロンボ
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学籍担当事務官
競争が激しくグローバル化した今日の世界では、
専門的な教育を受けることが将来の成 功のため
に不可欠となっています。私たちKIUは、看護学、
生物医学、鍼灸学、加圧学、 心理学、経営学、ITの
分野で優れた教育を提供することに全力を注いで
います。

私たちは、高等教育の最前線に立ち続けるため
に、常にプログラムの強化に努めていま す。KIU
で取得できる学部および大学院の資格は、卒業時
に、世界のために未来を創造 する人、つまり真の
KIUの代表の一員になるために必要なすべてを備
えているために、 あなたのキャリア形成と活躍を
支援するように設計されています。

KIU の主な目標は、生徒の進歩的で学問的、知的
な成⻑、そして最終的には社会で活 躍するため
の十分な能力を備えた卒業生を育成することで
す。KIUを学問の場として選 択することは、あなた
にとって最良の投資となるはずです。

ハルシャ・チャトランガ・アリヤワンシャ氏 KIU 学
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専門家からのメ
ッセージ
鍼灸医療科学科は、皆様を暖かくお迎えいたしま
す。本学科は、鍼灸医学の学士課程を 展開するた
めに、2014年に設立されました。

カリキュラムは、世界保健機関(WHO)が定めたガ
イドラインと、いくつかの国際的 なプログラムの
鍼灸のためのグローバル基準に準拠して設計さ
れ、開発されました。 学位プログラムの成功裏に
完了すると、学生は鍼灸師のように国際的な雇用
市場での新 たな機会のために必要な学術的資格
情報を取得します。

このように、KIUの鍼灸学科は、あらゆる努力を惜
しみません。 鍼灸学科は、国際的な標準と同等の
品質と標準の学位を維持するために努力していま 
す。KIU へようこそ

インドラパラ・チャンドラセケラム博士
国際関係ディレクター 副学⻑顧問 鍼灸学科
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KIUは、国際的な、そして国内のカリキュラムに沿った最高の看
護学位プログラムの一 つを用意しています。

KIUの看護学位プログラムに入学することによって、あなたは
グローバルな看護業界で 様々なキャリアパスにさらされること
になります。

あなたをサポートするために、KIUはあなたに柔軟な学習プロ
グラムを提供します。 KIU で勉強している間、あなたは一人で
はありません。私のアドバイスは、早ければ 早いほど良いとい

ヘママラ・ビタナラッチ
看護学科⻑(修士号:N、学士号:N、ディプロマ:N、准看護師)

ニメーシャ・アマラスオリヤ
言語学科⻑ PhD(リーディング)-コロンボ大学 MA(言語
学)-ケラニヤ大学 BA(特 
別)言語学-スリランカ・サバラガムワ大学

このポストモダンの社会状況において、教育は現代の社会
の変動に同化して、多様な傾 向や側面をもって発展してき
ました。したがって、私の動機は、英語、文学、言語学が、 新
しい社会の動向に対応した革新的な概念を生み出すため
の研究と統合されたプラット フォームを開発するという目
的で、言語学科を研究および教育のための国際的中核とし 
て設立することです。
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専門家からのメ
ッセージ
KIUへようこそ! KIUは、学生が精神的に成⻑し、
身体的にも学問的にも挑戦できる場 所であり、学
習、達成、成⻑が全員の主要な使命であり、私たち
の成功が測られる基準 である学問の世界です。
私たちの優先事項は、質、アクセス、インパクト、関
連性とい う基本原則に基づいて知識を広めるこ
とにより、すべての人が人間としての能力を開発 
できるよう、ブレンド学習環境を組み合わせること
です。私たちの学部および大学院プ ログラムは、
卒業時に必要なすべてを備えているように、あな
たのキャリアを構築し成 功するために設計されて
います。

サシニ・カルデラ 
KIU 学生運営代表
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専門家からのメ
ッセージ
KIUの財務部門は、経営委員会とともに、常に学
生のプライバシーを保護しながら、優 秀な学生に
資金援助を提供することをお約束します。私たち
は、温かい手で皆さんを KIUにお迎えし、これから
の学習をサポートします。

KIU 財務部部⻑ ガヤトリ・サルマリ
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施設紹
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KIUには、ITラボ、ネットワークラボ、2つの科学ラボ、スキルラ
ボといった設備の整っ たラボがあり、KIUの学生の教育や実習
のサポートをしています。これらの研究室は、 KIUの学生の教
育や実習をサポートするために設置されており、大学はこれら
の設備を 常に最新の状態に保つよう、あらゆる合理的な努力
を行っています。

KIUでは、特定の目的や活動に専念する特別な利益団体の結
成を推進しています。学生 同窓会、年次旅行、献血プログラ
ム、年次懇親会など、地域社会に焦点を当てたプログ ラムが
数多くあります。学生は、承認された学生サークルに積極的に
参加し、知識、対 人スキル、身体的・精神的強さ、感情的成熟
を高める課外活動に従事するよう奨励され ています。

研究室

学生サークル

KIUには、スポーツコンディショニングのためのマルチジム、フ
リーウェイト、エアロ ビクス器具が完備されています。この施
設は6階にあり、KIU の学生と職員が利用する ことができま
す。KIUのジムは、プロのインストラクターの指導のもとで運営
されてい ます。

ジム
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KIUには図書館があり、敷地内の1階にあります。特に、生物医
学、心理学、鍼灸学、 看護教育、情報技術、経営学の分野の最
新の書籍や定期刊行物を所蔵しています。図書 館には視聴
覚リソースセンター(AVRC)があり、学生が利用できるよう、
多くの分野 のビデオやオーディオ資料が豊富に集められてい
ます。電子図書館はメインライブラ リーの一部であり、学生は
KIUに来なくても電子書籍にアクセスし、オンラインで参照 し
たり読んだりすることができます。図書館はWi-Fiに対応してお
り、KIUの全学生が 利用可能なコピー設備も備えています。

KIUの教育システムには、最新の高度な技術を取り入れてい
ます。KIU E-Libraryで は、電子図書館で利用可能な膨大
な数の書籍を管理しています。これらの書籍には、参 考文献
や、KIUでのプログラムを成功裏に完了するために必要な追加
的な読書資料が含 まれています。

図書館

電子図書館施設
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KIUスポーツセンターには、卓球、カロム、チェス、スクラブルな
ど、設備の整った屋 内スポーツ設備があります。

最新鋭の講堂は、KIU が誇る最高の施設のひとつです。講堂
は、機能的な場所として だけでなく、建築デザインの素晴らし
いインスピレーションにもなっています。そのユ ニークなデザ
インと、700人以上を収容できる格納式の座席により、講堂エ
リアは会議 場や宴会場など、無数の目的に使用される可能性
があります。

スポーツ

大講堂

医療施設

KIUの学生には、応急処置と医療を受ける権利があります。医
療施設とは別に、KIUに は鍼灸治療室があり、学生や職員、ま
た外部の方も利用することができます。
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朝食、昼食、夕食の時間帯には、施設のカフェテリアで様々な食
べ物や飲み物をリーズ ナブルな価格で購入することができま
す。

カフェテリア

KIUでは、すべての教室にスマートボードを設置し、授業の進め
方や生徒の学習方法を 改善し、素晴らしい学習体験を提供し
ています。
これは、視覚的な学習と触覚的な学習の両方を促進する視覚
的な要素を投影すること で、学生に豊かな学習体験を提供す
るものです。さらに、講義や体験学習にも積極的に 参加できる
ようにしています。
このインタラクティブな学習スタイルにより、学生は絵を描いた
り、ノートをとったり することができるようになります。

スマートクラスル
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健康科学部

健康科学部は、加圧医学部、
鍼灸医学部、生物医学部、心
理学部の4つの学部から構成 
されています。

これらのプログラムは、学術的
かつ専門的に有能な卒業生
を育成することを目的として 
おり、国内および国際社会の
新たなニーズに対応しながら、
学術および臨床の両分野で 
指導的立場を担うことができ
る人材を求めています。

スリランカで健康
科学分野のキャリ
アを積むには最適
な場所です。

- 質の高い研究者たち
- 最新鋭の施設
- 高度なカリキュラム
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KIUの健康科学部は、卓越した学
問の中心地となるべく、卒業生の知
識とスキルの向上 に努め、生涯学
習への情熱を注ぐよう促していま
す。
私たちの目標は、健康科学と人間
科学を発展させる未来のグローバ
ルリーダーを育成す ることです。こ
のことは、提供されるコース、研究、
そして地域社会と国際社会への貢 
献を通じて、再認識されることでし
ょう。

私たちの卓越したコミットメント
は、各分野の専門家である講師陣、
最先端の研究、そ して健康状態の
改善を目的とした地域社会との連
携を通じて示されています。 

さらに、講義だけでなく、研究所、病
院、診療所、学校、リハビリテーショ
ンセンター、 その他の組織など、さ
まざまな場面で体験的な教育を受
けることができるのも、私たち の学
生にとって大きなメリットです。
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医学部
鍼治療の科学

医学部 鍼治療の科学 KIUは生産
に専念しています 国際的に認め
られた 鍼灸師に での世界的な需
要 に応えます 健康。

したがって、この部門には 数多くのプロ
グラムを設計した より広い範囲に対応
するために 学生 口の、付与 鍼灸の知
識と技術 さまざまなレベルで。
 

勉強 鍼 最高から 
の開業医 スリラン
カ.

- 優秀な学者
- 最先端の設備
- 高度なカリキュラム
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理学士
医学の栄誉
鍼治療の科学

史上初 鍼の学位 プログラム、
認識 高等省による 教育と承認 
大学助成金による 手数料.

最初の民間部門 高等教育機
関 MOHEの承認を得て および
UGCが学士号を提供します 科
学優等学位スリランカで鍼治療
の博士号を取得 そして南アジ
ア。

史上初 鍼の学位 プログラ
ム、認識 高等省による 教
育と承認 大学助成金によ
る 手数料.
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カリキュラム

1年目

- 人体解剖学
- 人間の生理学
- 生化学
- 健康の心理学と社会的側面
- 倫理と法的問題
- 対人コミュニケーション
- 応急処置と CPR
- 疫学
- 栄養と栄養学

3年目

- 研究方法
- 鍼治療経絡、病因学、および
 病因
- 鍼-診断と技術
- 臨床観察
- マッサージ療法

2年目

- 微生物学と寄生虫学
- 病理学
- 公衆衛生
- 薬物療法
- 生物統計学
- 基礎医学、精神医学、小児科
 条件
- 婦人科および産科
- 基本的な外科、眼および耳鼻咽喉科の状態
- 放射線および画像診断
- 鍼治療の哲学と理論

4年目

- 鍼治療学 I
- 鍼療法II
- 臨床実践
- 論文

エントリー要件
アカデミック

上級の 3 つのパス
生物科学のレベル (A/L)
ストリームまたは同等の
国際資格 学生。

間隔
4年

中くらい
英語

学位の目的 プログラムは学生を準備す
ることです 有能な鍼灸師になるために
さまざまな管理を行う実務家 グローバ
ルでの多様な責任 ヘルスケア設定。

実用重視でお求めやす価格です 臨床ト
レーニングと一緒に提供されます 経験
豊富な指導者スリランカのアカデミック
スタッフ。コース 配信は、によって綿密に
監視されます MOHEは、その高い基準
を確保するために 品質はKIUで維持さ
れています。

このコースは、
大学補助金委員会

詳細については、www.kiu.ac.lk/ をご覧ください。
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卒業証書
鍼

ディプロマ コースは 2000 時間です。期間お
よびこれらのうち、670アカウント直接連絡時
間について。それは完全にTCMの診断原則に
基づいて、病気の治療。生徒たちはレジデンシ
ープログラムを行うオプションこれは12か月の
期間です。

さらに、これは遠隔学習プロセス学生はオンラ
インで理論を学ぶことができ、その後、学生は
する必要があります1ヶ月間KIUに来るまたは
2か月（時期によって異なります）可用性) 臨床
トレーニグを行うためおよび完了するために
選択されたいくつかの講義ディプロマプログラ
ム。全期間、登録から開始まで完了は最低6つ
になります月。

エントリー要件

アカデミック

高等学校の最低学校でのレベル

直接の連絡時間

講義：295時間
実技：375時間

間隔

初心者 - 1年

中くらい

英語
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証明書
における臨床能力 鍼

このユニークなプログラムは具体的にあらゆる
タイプの開業医向けに設計されています救急
隊員学生など実践力を高めたい鍼治療で。

彼らの多種多様な患者での臨床研修中に出会
うスリランカは彼らの知識を向上させます
臨床診断と鍼治療

エントリー要件

アカデミック

高等学校の最低 学校でのレベル

直接の連絡時間

初心者
理論: 15 時間
実技：135時間
施術者のみ
理論: 15 時間
実技：75時間

間隔

初心者 - 28 日間
3 クレジット (150 時間)
開業医のみ - 13日間
(90時間)

中くらい

英語
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学科
生物医学

理学士号 生物医学の優等学位 
KIUが提供した学位は2016年に
導入。

スリランカにとって目新しさではあ
りますが、生物医学はその一つで
す高く評価され学位世界中に広が
り、多くのキャリアパス。

学位プログラムは、レクチャーとチ
ュートリアル実践的な実践セッシ
ョン最先端の実験室設備によって
促進されます

経路 になる 
生物医学 科
学者

- 優秀な学者
- 最先端の設備
- 高度なカリキュラム
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c学生ラボコンプレックスで構成 -分子生物学
ユニット、解剖モデルユニット、心電図室、顕微
鏡ユニット。150名収容可能機会。

学位プログラムの期間中、学生は研究に従事
することが義務付けられていますスキルを習得
する活動有能になるための練習健康科学分野
の研究者。

広大な世界を探索し、の
複雑なフィールド生物医
学、の助けを借りて最先
端実験施設、および世界
クラスの講師パネル。

コース

生物医学の理学士号

詳細については、www.kiu.ac.lk/department-of-biomedical-science/ をご覧
ください。

専用で効率的な アカデミックスタッフ、KIU
は, 生物医科学の卒業生学位プログラムの需
要が高いこの分野の仕事のために。

卒業生の実践力より高い水準のものである産
業訓練への参加を奨励彼らの研究期間中。卒
業生のKIUも高い水準で出てきます研究能力
の。
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理学士 での栄誉
生物医学

学位は設計されていますを刺激
する方法での分析的思考学生
と彼らを運転する科学研究に
向けてそれは革命を起こすだろ
う生物医学としての健康部門科
学者。

このプログラムは、すべてのエリ
アをカバー熟練者になるために
欠かせないそして知識豊富な科
学者健康科学の分野。の講義は
インタラクティブな方法。
 

私たちの学生は常に
奨励批判的に考える
こと、そして導かれる
ワールドクラスによる
アカデミック
するためのパネルそ
れらを完全に探索す
るポテンシャル.
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カリキュラム

1年目

- 解剖学
- 生理学
- 生化学
- 実験室の安全性
- 基礎化学
- 一般的および系統的な微生物学 1
- 生化学
- 臨床生化学 1
- インストルメンテーション

3年目

- 応用医療微生物学/感染症
 病気 1
- 応用血液学
- 疫学
- 寄生虫学
- 生物統計学
- 全身薬理学
・応用生化学１
- 研究方法
- 公衆衛生微生物学

2年目

- 免疫学
- 一般病理学
- 臨床生化学 2
- 基礎血液学
- 基礎薬理学
- 一般的および系統的な微生物学 2
- 全身病理学

4年目

- 高度な薬理学
- 実験室の管理と品質
 コントロール
- 応用生化学 2
- 応用微生物学 / 感染症 2
- 一般および応用分子生物学
- 輸血医学
- 研究プロジェクト

エントリー要件
アカデミック

G.C.E. の 3 つのパス
上級レベル (A/L)
バイオサイエンス ストリーム
同等の資格 留学生

間隔
4年

中くらい
英語

多様な評価方法を高めるために試験で
使用されます。卒業生の質。がある特定
の目的で設計された実践的なセッショ
ン実用的なゲインを確保するためのモジ
ュール医療関連のスキルだけでなく、医
療検査科学。

学問の最終学年では、学生は実施する
必要があります強化する研究プロジェク
ト彼らの研究能力几帳面に自分自身を
埋め込みます検査手順と改善研究者と
しての自信をつけながら、分析力を養い
ます。

このコースは、大学補助金委員会 詳細については、www.kiu.ac.lk/ をご覧ください。
course/bachelor-of-science-honours-in-bio-
medical-science/
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キャリアパス
ヘルスケア部門

- 臨床検査技師
- 臨床検査技師
- 研究室マネージャー
- 採血医
- 薬剤師補
- 薬局アシスタント
- ドクターアシスタント

産業機会

- 品質管理者
- 研究開発責任者
- 検査技師
- 実験科学者
- 微生物学者
- 化学者
- 法医学研究所の技術者

教育部門

- 研究助手
- プロジェクトコーディネーター
- デモンストレーター
- 講師
- インターナショナルスクールの教師
- 大学のラボ技術者
- 開発担当者

その他の管理上の機会

- 卒業生は政府のために座ることができ
ます
 実施される競争試験
 他の管理職については非公開
 政府部門だけでなく
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心理学科

私たちは、すべての生徒が知的、社
会的、そして個人的に変容する比
類のない教育の旅 を体験できる
ようにするための条件を作成し、
維持することに取り組んでいます。

私たちは、学生の科目固有のスキルと一
般的なスキルの両方を開発することに
焦点を当 てています。 私たちの最終的
な目標は、学生が興味のある分野で最
高になることがで きるように、知識、態
度、スキルを学生に与えることです

人間の心の可能性
を探る

- 優秀な学者
-最先端の設備
- 高度なカリキュラム
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心理学の理学士号

心理学は、ほとんどの科目が交差
する分野であるため、ユニークな
科目です。 そのた め、資格のある
心理学者だけでなく、研究分野の
他の専門家にも常に大きな需要が
あり ます。

しかし、スリランカの高等教育省によっ
て認定された学位レベルのプログラムと
して心 理学を学ぶ機会が不足している
ため、スリランカの教育部門には大きな
空白が存在しま す。

心理学は、日常生活で何千
人もの人々を助けることが
できる分野です。 また、学
生が 知的にも経済的にも
報われるキャリアを見つけ
るのに役立ちます。
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カリキュラム

1年目

- 心理学入門
- 心理学の生物学的基礎 - 研究方法I
- 認知心理学I
-社会心理学
- 動機と感情 - 調査方法 II
-認知心理学II

3年目

学位論文I
- テストと測定 I
- 臨床心理学(選択)
- - 障害者と一緒に働く (選択)
教育心理学(選択)
- 学位論文II
-試験と測定 II
- 組織心理学(選択)
- 健康心理学(選択)
- 心理社会的ワーク(選択的)

2年目

-発達心理学I
-異常心理I
- 人格の心理学
- 心理学の能力開発 - 発達心理学II
- 異常心理学 II
-クリティカル心理学 - 応用心理学

4年目

- 論文III
-カウンセリング心理学
- 神経心理学(選択科目)
-異文化心理学(選択科目)
-ビジネス心理学(選択) ・発達心理学III
-法医学心理学(選択科目) -スポーツ心
理学(選択科目)
- 配置
- ジェンダーの心理学(選択科目)

エントリー要件

アカデミック
G.C.E. の 3 つのパスいずれかの
上級レベル (A/L)
ストリーム。
留学生と同等の資格。
受験者は、G.C.E. で英語の最低
限のパスを持っている必要があり
ます。 O/L。

間隔
4 Years

中くらい
English

このように、スリランカで有名な私立大学の 1 
つとして、KIU は、スリランカの心理 学学位プ
ログラムで最も多くの選択モジュールを提供し
ながら、現地で開発され、大学 助成委員会によ
って承認されたカリキュラムを提供しています。

このコースは、大学補助金委員会によって認
められています

詳細については、www.kiu.ac.lk/ course/bache-
lor-of-science-honours-in-psychology/ を ご覧
ください。
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キャリアパス

学術部門

-講師
- 教師 
- キャリアガイダンスカウンセラー
- 学生カウンセラー
- 教育心理学者
- 教育管理者 -特殊教育の教師

ヘルスケア部門

- 臨床心理士
- カウンセリング心理学者
- 心理カウンセラー 
- 健康心理学者 -児童心理学者
- 保育士
- メンタルヘルスコーディネーター 
-音楽療法士

その他のセクター

- NGO
- サイコソーシャルワーカー
- 研究者
- メンタルヘルス擁護者
- レクリエーションセラピスト
- 社会心理学者
-スポーツ心理学者

産業機会

-産業心理学者
- 組織心理学者
- 組織カウンセラー - 管理
- 雇用リクルーター
- 人事アドバイザー
- 人事マネージャー

法と執行

-保育士 
-コミュニティカウンセラー 
- 法医学心理学者 
-危機カウンセラー
- 結婚カウンセラー 
-家族と結婚のセラピスト 
- リハビリカウンセラー
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看護学部

看護学部は、国内および国
際的に認定された有能な
看護専門家の育成に専念
しており、 国の医療ニーズ
を満たすための責任感と
対応力を示します。

看護の専門家になるための
旅を始めましょう。

- 優秀な学者
-最先端の設備
- 高度なカリキュラム
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看護学科

何百人もの看護学生が 
KIU の看護プログラムを
修了し、輝かしい成績を収
めていま す。

コース

看護師の看護証明書で理学士号を取得

詳細については、www.ku.ac.lk/department-of-nursing/ をご覧ください。

この部門は、看護教育、看護ケアの提供、およ
び研究開発の卓越性を促進することによ り、
生涯学習を促進するための支援的な学習環
境、創造的で柔軟なプログラムを提供し ます。

 さらに、看護学位プログラムの常勤および訪問
の両方で、非常に資格のある経験豊富な 講師
陣を擁しています。 

すべての講堂には、教育と学習のための洗練さ
れた最新の技術と設備が備わっていま 

す。 さらに、KIUには授乳中の母親のニーズに
対応するための特別な施設もあります。
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看護学の理学士号

KIU が授与する看護学位
の優等学士号は、スリラン
カの大学の看護カリキュ
ラムの他 の理学士号に従
って、また看護職の世界的
な需要を考慮して開発さ
れています。

看護学の理学士号

エントリー要件
 スリランカ看護評議会またはスリ
ランカ医療評議会の登録看護師 
(RN)。 

または:留学生の同等の資格。
間隔
4年間(登録看護師は4年間プログ
ラムの最初の2年間は免除されま
す) 週1〜2日 中英語
クレジット
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カリキュラム
1年目（免除）

- 応用人体解剖生理学I
- 薬物療法 I
- 看護基礎Ⅰ
・成人看護Ⅰ
・成人看護実習Ⅰ
・地域保健看護Ⅰ
・地域保健看護実践Ⅰ

3年目

- 応用人体解剖生理学Ⅱ
- 応用生化学
- ソフトスキル開発Ⅰ
- 看護研究
- 微生物学と寄生虫学
- 看護におけるコミュニケーション
- 病理学
- 生物統計学
- 薬物療法II
- 母体、新生児、婦人科
 看護
- 小児看護学
- 精神医学および精神保健看護
- 健康の心理社会的側面

2年目（免除）

- 病棟管理および専門職
 発達
- 栄養と栄養学
- 看護学基礎 II
・成人看護Ⅱ
・成人看護実習Ⅱ
・地域保健看護Ⅱ
・地域保健看護実践Ⅱ
- 看護倫理、歴史と動向

4年目

- 大人のための教育と学習
- クリティカルケア看護
- 一次医療
- 看護情報学
- ソフトスキル開発 II
- 看護のリーダーシップと管理
- 看護の理論的基礎
- 看護研究プロジェクト
- 高齢者介護
- 看護の動向と課題

 

プログラムは、のパネルによって配信されます
PhD、MPhil、または MSc 資格のある講師医
学と看護の分野。

現在、国内外の多くの機会が開かれました臨
床看護、地域看護、看護と研究における管理グ
ローバルな活動。介護職員BScを取得します。 

（優等）看護学KIUが提供する学位は、次のこ
とができるようになります～におけるさまざま
な機会から利益を得る国内および国際的なプ
ラットフォーム。

このコースは、大学補助金委員会

詳細については、https://www.kiu.ac.lk/course/ をご覧くだ
さい。
看護学士号/

私たちの学位プログラムは強力な看護のニー
ズに焦点を当てる専門職、そして私たちのモジ
ュールは設計されていますそれらの懸念に対
処するために（参照してください詳細は.



46   |   KIU Sri lanka

介護士の証明書

介護者は、健康分野で重要な役割を果たす、非
常に高く評価され、要求の厳しい専門家 です。 
介護者の役割は、患者のニーズに応じてさまざ
まです。 法的および倫理的責 任、チームの一
員として働くこと、介護の原則を理解すること、
優れたコミュニケー ション スキルは、介護者に
とって重要です。

KIU が導入した介護士認定コースでは、専門
的な介護士として働く方法を学習者に提 供し
ます。 介護の基本、介護者の責任、介護者が介
護サービス チームにどのように適 合するか、
介護の専門的基準について説明します。 

エントリー要件

アカデミック
 
G.C.E.が無事終了。 (O/L)英語のS
合格以上の試験

または同等の資格。

期間 03 ヶ月

中英語
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経営学部

KIU の経営学部は、身だしなみを
整え、力を与えることに重点を置い
ています。 そし て、管理の卒業生
が正しい態度、リーダーシップ、協
調性を持つように導きます。

KIU の管理職卒業生は、知識、スキル、
研究能力を備えた明日のビジネスに責
任を持 ち、賢明な認識力を備えていま
す。

現代の企業社会で成
功するための道

- 優秀な学者
-最先端の設備
- 高度なカリキュラム
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With a diverse 
range of 
degree 
programs
available, 
students can 
now select the 
best 
pathways 
towards their 
dream career

コース

経営学士号 会計学優等学士号 人事学士号 経営学士号 マーケティング学
士号 今後のコース
ビジネス分析の管理優等学士号 多様な学位プログラムを利用できるため、
学生は夢のキャリアに向けて最善の道を選択 できるようになりました

詳細については、www.kiu.ac.lk/faculty-of-management/ をご覧ください。

経営学部には、学生が目標を達成するのを支
援することに専念している著名で熟練した 教
授、講師、メンター、およびビジネス業界の専門
家から学生が学べるようにすること を目的とし
た構造化された教育環境があります。個性豊か
な卒業生の輩出を目指す学部 それぞれの専門
分野の会計、マーケティング、および人事の専
門家になります。会計、 マーケティング、および
人事の学部が提供する学位プログラムは、高等

教育省によって 承認され、スリランカの大学助
成委員会によって認定されています。

困難な市場で競争力を獲得するために、企業は統計に基づく戦略を
取り入れようとして います。組織は、増大するデータ量に圧倒されて
いるため、ビジネス分析が新しいパ フォーマンスのプレッシャーに
適応するための有用なツールであることを認識していま す。ビジネ
ス分析を専門とし、業界への参入を準備している学生は、ビジネス
分析の分 野で習得する知識、スキル、および能力から恩恵を受ける
ことができます。将来のビッ グデータの重要性を理解した KIU は、
ビジネス分析学位の優等管理学士号の承認を得 る過程にありま
す。



www.kiu.ac.lk  |    49

会計学の経営優等学士号

会計学科は、卒業生に最新の知
識、スキル、専門性を与えること
を目的としています。 会計学部
生は、専門の学者による最新の
技術と教育、研究、ソフトスキル
開発によって 促進されます。 学
科は、次のような卒業生を輩出
するための知識提供プログラム
を設計しました。

キャリアをスタート
会計アシスタント
会計係 会計士 会計マネージャー 買掛金
係 売掛金係 簿記係 予算アナリスト 認定
内部 監査人 法医学会計 政府会計 給与係 
スタッフ 会計士 税理士 最高財務責任者 - 
CFO 会 計士/会計監査人 CPA



50   |   KIU Sri lanka

エントリー要件
アカデミック 

G.C.E. での 3 つの (03) パ
ス。

間隔

4年
中英語

批判的思考力、問題解決能力、意思決定能力を備え、
財務および会計分野で主導的な役 割を果たします

上級検定留学生
同等の資格
この学位プログラムは、学生に知識、スキル、態度を提
供し、 会計、監査の分野でのトレーニング。課税、財務
分析、運転資本管理、投資分析、ポー トフォリオ管理
など。スリランカの著名な企業での就職を可能にし、貴
重な研究とビジ ネス経験を提供します。

このコースは、
大学補助金委員会

詳細については、www.kiu.ac.lk/ course/bach-
elor-of-management-hon-ours-in- account-
ing/ をご覧ください。

Curriculum

1年目

- 管理の原則と実践
- ビジネス環境
- ビジネス数学
- ミクロ経済学
- 社会学と心理学の要素
- 会計原則
- マクロ経済学
- ビジネスコミュニケーション
- ビジネス統計
 

3年目

- 監査
- コンピュータベースのビジネス統計
- 人格形成
- 起業家精神と中小企業
- 組織の変更と開発
- 高度な財務会計と報告
- 産業訓練
- 戦略的経営
- 紛争管理
- 知財管理
- 会計および財務モデリング
- ガバナンス、リスク、倫理に協力する

2年目

- 経営情報システム
- 管理会計
- 組織的行動
- マーケティング管理
- 人事管理
- 組織論
- 財務管理
- 商工法
- 課税
- ビジネス倫理と企業責任
- 会計情報システム
  

4年目
- 研究方法とアカデミックライティング
- 文化と管理
- 運転資本管理
- 投資分析とポートフォリオ
 管理
- 財務報告と規制
- ビジネス評価理論と応用
- 研究プロジェクト
- 運用管理
- コンピュータベースの会計
- フォレンジック会計
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人事管理優等学士号

人事部は、HRMの分野におけ
る知識、スキル、およびベストプ
ラクティスを備えた卒 業生を輩
出することを目指しています。

非常に競争の激しい環境でさまざま
なタイプの人員を管理することは、組
織の存続と発 展にとって非常に重要
になっています。 日常を監督する会
社のマネージャーとは異な り
従業員の日常業務、人事マネージャ

なりたい自分になる

人事アシスタント
HR エグゼクティブ スタッフィン
グ マネージャー
アシスタントHRマネージャー 最
高人事責任者
採用マネージャー 給与マネージ
ャー
管理者安全責任者
リスクマネジメント専門労務管理
者
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カリキュラム
1年目

-管理の原則と実践
ビジネスと環境 - ビジネス数学
-ミクロ経済学
社会学と心理学の要素
- 会計原則
-マクロ経済学
-ビジネスコミュニケーション -ビジネス統計
- 経営情報システム
- 管理会計 - 組織行動

3年目

- 監査
- コンピュータベースのビジネス統計
- 人格形成
-起業家精神と中小企業
- 組織の変更と開発 - 高度な財務会計と報告
- 産業訓練
戦略的経営
- 紛争管理
- 知財管理
- 会計および財務モデリング -ガバナンス、リスク、
倫理に協力する
- 研究方法とアカデミックライティング

2年目

- マーケティング管理
- 人事管理
- 組織論
- 財務管理
- 商工法
- 課税
-企業倫理と企業責任
- 会計情報システム 

4年目

-文化と管理
- 運転資本管理
 - 投資分析とポートフォリオ 管理
- 財務報告と規制 
- ビジネス評価の理論と応用
- 研究プロジェクト
- 運用管理
-コンピュータベースのアカウンティング
 - フォレンジックアカウンティング

このコースは、

大学補助金委員会 
G.C.E. での 3 つの (03) パス。
上級検定 外国人留学生相当資
格

期間 4 年間
中英語

ーは、福利厚生、給与、従業員の投資、年金計画、 
トレーニング、パフォーマンス管理、人事情報シス
テム (HRIS) などの従業員の懸念に 対処します。
エントリー要件

アカデミック さらに、部門は、商業部門と政府部
門の両方の人的資本要件を満たすためのコミッ
トメ ントと誠実さを備えた、非常に雇用可能な
HRM卒業生をもたらす良い例を設定するこ とに
専念しています 私たちは、学生を人事の専門家と
して教育する際に、学術的リーダーシップ、専門知 
識、研究、および業界での露出の競争力を重視し
ています。

This course is recognized by the 

University Grants Commission

詳細については、www.kiu.ac.lk/ course/bache-
lor-of-science-honours-in-med-cal-science- 
in-acupuncture/ をご覧ください。
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マーケティングの管理優
等学士号

マーケティング部門は、ロー
カルおよびグローバルの両
方で、マーケティング業界の
最 前線に立つ倫理的なマー
ケティング担当者の育成に専
念しています。 部門が目指し
ているのは マーケティングの
最も洗練された分野だけでな
く、基礎をカバーする包括的
な知識を学 生に提供します。 
マーケティング学科卒業生

選択できる多くのキャリアオ
プション

マーケティングアシスタント
マーケティング エグゼクティブ アシスタ
ント マーケティング マネージャー マー
ケ ティング マネージャー 市場アナリス
ト 市場調査マネージャー ブランド マネ
ージャー 製品開発マネージャー プロモ
ーション ディレクター 広報 広告マネー
ジャーメディアディレクター
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アカデミック
G.C.E. での 3 つの (03) パ
ス。
さらに、KIU の学部生は、有
力企業の産業配置に参加
し、貴重な産業および研究経
験 を提供します。
間隔
上級検定 外国人留学生相
当資格
4年
中英語

大学補助金委員会
詳細については、www.klu.ac.lk/ course/bache-
lor-of-management-hon-ours-in- marketing/ 
をご覧ください。

カリキュラム

1年目

-管理の原則と実践
- ビジネス環境
- ビジネス数学
-ミクロ経済学 
- 社会学と心理学の要素
-会計の原則
- マクロ経済学
- ビジネスコミュニケーション
-事業統計

3年目

- 監査
- コンピュータベースのビジネス統計
- 人格形成
-起業家精神と中小企業
-組織の変更と開発
-デジタル マーケティング - 産業トレーニング
- 戦略的管理 - 紛争管理
- 知財管理
- ブランド管理
- 顧客関係管理
- 研究方法とアカデミックライティング

2年目

- 経営情報システム 
- 管理会計
- 組織行動 
- マーケティング管理
-人事管理 
- 組織論
-財務管理
- 商工法
 - 税務
- ビジネス倫理と企業責任 
- マーケティングコミュニケーション

4年目

- サプライチェーンマネジメント
- 広告管理
-商品企画
-価格戦略 
-リサーチプロジェクト
運用管理
- 消費者行動
- 消費者保護法
- 戦略的マーケティング

KIU のマーケティング管理職は、必要な
スキル、資格、および能力を備えた、業界
が 採用する最高の専門家です。
エントリー要件
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教育言語学部

の増加に伴い

教育部門における機会、教育と言語は、
研究の要求の厳しい分野になっていま
す。 教育言語学部は、学生が言語能力
を伸ばす機会と刺激的な学習環境を提
供するよう努め ています。 教員は、教職
のキャリアを追求し、関連分野での専門
的資格を高めたい人 を対象とした教育
のコースを提供しています。

言語と教育の世界
を発見する

- 優秀な学者
-柔軟なアカデミックプログラム
- 高度なカリキュラム
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言語学科

言語学科は、初歩的な言語スキルから
特定のトピックに関する上級コースまで
のコース を実施することにより、言語の
研究に専念しています。 学科の言語プラ
ットフォーム は、学部生と大学院生が英
語、フランス語、日本語のスキルを向上さ
せるのに役立ちま す。学科で取り上げら
れている話し言葉と書き言葉に見られ
る文学的、文化的、言語的 表現のさまざ
まな側面に焦点を当てています。 

学科の経験豊富で資格のある講師は、
学生が世界的に認められた人気のある
言語の領域 にアプローチすることによ
り、新しい言語体験を得る方法を導きま
す。 学科が提供す
る語学プログラムは、対象言語の文化や
多様な言語的特徴に浸りながら、対象
言語を学 び、練習する機会を学生に提
供します。
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英語プログラム

IELTSトレーニングフォーラム

フランス語プログラム

日本語プログラム

英語プログラムは、学部生の開発のために策定されています。英語の能力は、キャリア の流
動性にとって最も重要です。したがって、雇用可能性を高めるために必要な能力を 身に付け
るために、「初級」、「中級」、「上級」の認定プログラムが実施され、学生 の英語能力が向上し
ています。

IELTS トレーニング フォーラムは、IELTS テストで成
功し、学業成績を向上させるた めに必要な戦略を学生
に提供することにより、テストでの成功を最大化するよ
うに設計 されています。

フランス語プログラムは、フランス語圏の多様な文化を探求するように設計されていま す。フ
ランス語プラットフォームは、学生がビジネス、テクノロジー、教育、国際医療 などの多様な雇
用分野でコミュニケーション スキルを向上させながら、B2 コンピテン シー レベルに到達で
きるようにすることを目的としています。学生のために。

言語学科は、日本語プログラムを通じて、日本での雇用
機会に対する高い需要を満たす ことを期待していま
す。これらのプログラムは、学生にN3レベルの専門知
識と知識を 提供し、スリランカの学生が日本でキャリ
アの夢を追求する絶好の機会を得られるよう に設計
されています。
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KIU では、経営情報システムの理学士
号、コンピューター ネットワークとサイ
バー セキュリティの理学士号、ソフトウ
ェア エンジニアリングの学位プログラム
の理学士号を開始する予定です。
これらの学位は、高等教育省によっ

てすでに認定されており、大学補助金委
員会によって認められています。コンピュ
ーター サイエンスが世界の未来となっ
た今日、KIUは既存のシステムを超える
スキルと知識を提供することを目的とし
ています。 KIUでは、コンピュータ サイ
エンスとエンジニアリングの学生に、知
識と実践を発展させるための完璧な環
境が提供されます。

コンピュータ理工学部

現代の企業社会で成功するため
に

- 優秀な学術知識
- 最先端の設備
-高度なカリキュラム
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詳細については、www.kiu.ac.lk/faculty-of-computer- er-sci-
ence-and-engineering をご覧ください。

さらに、教育は著名な教授や研究者によって行
われますが、教育と学習のプロセスではさまざま
なコンピュータ実験室も使用されます。これによ
り、コンピューター サイエンスとエンジニアリン
グの分野で成功を収めた卒業生が生まれ、未来
の発明者や開発者となるでしょう。

KIU は、人工知能の優等学士号とデータ サイエ
ンスの優等学士号を提供するように設計されて
おり、現実世界の問題に対する解決策を備えた
不可欠で要求の厳しい学術研究をもたらし、プ

ラットフォームの作成に努める卒業生を輩出す
ることを想定しています。新たな技術に対処す
るための革新的な道筋をもたらします

コース
ソフトウェア工学の理学士号コンピュータネットワークとサイバーセキュリティの理学士号経営情報シス
テムの理学士号
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ソフトウェア工学の理学士号

今日、すべての業界で、手動システムを自動化し、顧客
のエラーを最小限に抑えることが強く求められていま
す。

ほとんどの業界では、ソフトウェア エンジニアを社内
で採用するか、自動化の要件を外部委託します。
この学位は、ソフトウェア開発ライフサイクルに焦点を
当てていますが、プログラミングを超えて、顧客のニー
ズを評価して満たし、ソフトウェアを設計およびテスト
します。これは、システムの自動化を検討する際に重要
な領域です。

ソフトウェア ソリューションの開発には、多くの場合、
大量のコードを実際のアプリケーションにアセンブル
したり、既存のソフトウェアの問題を更新および修正
したりする必要があります。優れたコミュニケーション 
スキルを備えたあなたは、ビジネスとそのソフトウェア
の間の管理上のリンクになります。

キャリアをスタート

ソフトウェアエンジニア
アプリケーション開発者
バックエンドエンジニア
データベース管理者
DevOps エンジニア
品質保証エンジニア
ビジネスアナリスト
モバイル開発者
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アナリスト、モバイル開発者、
その他多数。
アカデミック
A/L 試験で 3 つの (03) 
‘S’ パス、または G.C.E. での
任意のサブジェクト ストリー
ムで 3 つの (03) ‘S’ パス。
承認された基礎コースでの 
A/L 試験。 G.C.E. での物理
ストリーム

This course is recognized by the 

University Grants Commission

For more Information visit: www.kiu.ac.lk/course/bachelor-of-
science-honours-in-software-engineering/

Curriculum

1年目

- コンピュータシステムの紹介
-コンピュータアーキテクチャ
-プログラミングの基礎 
- アカデミックプラクティスとグルーミング
計算数学I
- データ構造とアルゴリズム
 - オブジェクト指向プログラミング
- ウェブ技術
- データ通信
-計算数学II

3年目

- コンピューティングの研究方法 
- ソフトウェア工学グループプロジェクト
- ソフトウェア プロジェクト管理 
- ソフトウェア エンジニアリング プラクティス
- エンタープライズ アーキテクチャ 
- ソフトウェア品質保証
-知識ベースのシステム
-新興技術 -エンドユーザー向けITサポート
- ビジュアル プログラミング 
- コンピュータ グラフィックスとマルチメディア
-ワークベースのエンタープライズプレースメント

2年目

- ソフトウェア工学入門
- データベースシステム
-システムの分析と設計 
- オペレーティング システム
- 応用統計
-ソフトウェア要求工学
 - 計算理論
-コンピュータ セキュリティ 
-ヒューマン コンピュータ インタラクション
-ソフトウェア アーキテクチャ
-キャリアプランニングとエンプロイアビリティスキル開
発 - セミナー

4年目

-・最終年度個人プロジェクト
- IT プロフェッショナリズムと実践 
- ソフトウェア開発における形式的手法
- モバイルアプリケーション開発 
- 高度なデータベースシステム
- データサイエンス
-ハイパフォーマンスコンピューティング
- データベース サーバー管理
 - 高度な Web テクノロジー
- クラウドコンピューティング
-システムプログラミング
-ゲーム開発とプログラミング
 -モノのインターネット
-オペレーショナルリサーチ
-組み込みシステム設計
 - 人工知能
- 起業家精神

エントリー要件
学位は、大学院の
ソフトウェア エンジニアを育成するために、業界の需要
に応じて特別に設計されています。さらに、KIU の学部生
は、貴重な産業および研究経験を提供する一流企業で
の産業配置に参加する機会もあります。これにより、KIU 
ソフトウェア エンジニアリングの卒業生は、ソフトウェア 
エンジニア、アプリケーション開発者、バックエンド エン
ジニア、データベース管理者、DevOps エンジニア、品質
保証エンジニア、ビジネスとして採用される機会を得るこ
とができます。
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コンピュータネットワークとサイバー
セキュリティの理学士号

コンピュータネットワークとサイバーセキュリティの理
学士号は、学部生がコンピュータネットワークとサイバ
ーセキュリティの知識を持つ情熱的な専門家としてア
リーナで活躍できるようにします。

コンピュータネットワークとサイバーセキュリティの学
位は、ネットワークを管理し、そのセキュリティを維持
するスキルを提供します。それに加えて、コンピュータ
ーネットワークとサイバーセキュリティには、サイバー
セキュリティの原則を運用に適用しながら、企業ネット
ワークを設計、実装、管理、保護、およびトラブルシュー
ティングするための運用手順とテクノロジが含まれま
す。このコンピューター ネットワークとサイバー セキュ
リティの学位プログラムのカリキュラムは、スリランカ
および世界の大学基準に従って設計されています。私
たちの学位プログラムは英語の媒体で実施され、貴重

選択できる多くのキャリアオプシ
ョン

-最高情報セキュリティ責任者
-フォレンジック コンピューター 
アナリスト 
- 情報セキュリティ アナリスト
- ペネトレーションテスター
-セキュリティアーキテクト
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エントリー要件

アカデミック
A/L 試験で 3 つの「S」合
格、または任意の科目で 3 
つの「S」合格
G.C.E. での物理ストリーム
GCEでストリーミング承認
された A/L 審査

基礎課程。
期間 4 年間

授業媒体　英語

This course is recognized by the 

University Grants Commission

詳細については、www.kiu.ac.lk/course/bachelor-of-science-honours-
in-computer-networks-and-cyber-security をご覧ください。

1年目

- コンピュータシステムの紹介
-コンピュータアーキテクチャ
- プログラミングの基礎
 - アカデミックプラクティスとグルーミング
-計算数学I
-データ構造とアルゴリズム 
-オブジェクト指向プログラミング
- ウェブ技術
- データ通信

3年目

- コンピューティングの研究方法 
- 安全なソフトウェア開発
-サイバー犯罪と法環境 
-ネットワークセキュリティ
- ウェブセキュリティ
-ネットワーク管理
- IS プロジェクト管理 
- 知識ベースのシステム
-新興技術 
- IT インフラストラクチャ
-ワークベースのエンタープライズプレースメント

2年目

- コンピューターネットワーク
-データベースシステム
-システム分析と設計 
- ネットワーク オペレーティング システム
-応用統計
-暗号化
- コンポーネントのセキュリティ
-モバイルとワイヤレス ネットワーク
-ネットワーキング インフラストラクチャとプロトコル 
- サイバー セキュリティの原則
-キャリアプランニングとエンプロイアビリティスキル開
発 - セミナー

4年目

-・最終年度個人プロジェクト
- IT のプロフェッショナリズムと実践
- 高度なコンピュータ ネットワーク
-システムセキュリティ
-サイバーセキュリティ分析 
- データサイエンス
- ハイ パフォーマンス コンピューティング 
- データベース サーバー管理
- エシカルハッキングとその対策
- デジタルフォレンジック
-システムとネットワークの管理 
-クラウド コンピューティングと仮想化
-モノのインターネット 
- オペレーショナル リサーチ
-高度なウェブ技術
-起業家精神

な業界および研究経験を提供します。

さらに、KIU の学部生は、貴重な産業および研究経験
を提供する一流企業での産業配置に参加する機会が
あります。これにより、KIU コンピューター ネットワー
クとサイバー セキュリティの卒業生は、最高情報セキ
ュリティ責任者、フォレンジック コンピューター アナリ
スト、情報セキュリティ アナリスト、ペネトレーション 
テスター、セキュリティ アーキテクトなどとして雇用さ
れる機会が得られます。
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経営情報システムの理学士号

経営情報システムの理学士号は、学部生が経営情報
システムの知識を持つ情熱的な専門家としてアリーナ
で活躍し、ビジネスを改善し、生活の質を向上させるこ
とを可能にします。管理情報システムの学位は、問題
解決などのスキルを提供します。専門的な業界知識、
管理スキル、コンピューター サイエンスとプログラミン
グ、セキュリティ意識など。

さらに、MISの学位を取得する学生は、優れた批判的
思考力とビジネス能力を獲得します。経営情報システ
ム学位のこのカリキュラム
プログラムは、スリランカおよび世界の大学基準に従
って設計されています。

選択できる多くのキャリアオ
プション
-コンピュータ システム管理
者

- コンサルタント
- イノベーター
- 検索エンジン最適化スペシ
ャリスト
- データベース管理者
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エントリー要件

アカデミック

G.C.E. の物理ストリームで 3 
つの (03) ‘S’ パス。 A/L 検査
または 3 つの (03) ‘S’ パス
は、G.C.E.承認された基礎コース
での A/L 試験。
間隔

4年

授業媒体　
英語

This course is recognized by the 

University Grants Commission

詳細については、www.kiu.ac.lk/course/bachelor-of-science-honours-
in-management-information-systems をご覧ください。

1 年目

- コンピュータシステム入門 -コンピュータアーキ
テクチャ
-プログラミングの基礎
- アカデミックプラクティスとグルーミング
-計算数学I
-データ構造とアルゴリズム
-オブジェクト指向プログラミング
- ウェブ技術
- データ通信
-計算数学II

3 年目

- コンピューティングの研究方法
IT セキュリティとリスク管理
- IS プロジェクト管理
-データと情報の管理 -システムの取得と管理
- ITインフラストラクチャ
-知識ベースのシステム
-新技術
-エンドユーザー向けITサポート
-ビジュアルプログラミング
-ワークベースのエンタープライズプレースメント

2 年目

-実務研修
- データベースシステム
-システムの分析と設計 -オペレーティング シス
テム
- 応用統計
・情報システムの基礎・計算論
-コンピュータセキュリティ
-ヒューマンコンピュータインタラクション
- エンタープライズ システム アーキテクチャ。
-キャリアプランニングとエンプロイアビリティスキ
ル開発 - セミナー

4 年目

・最終年度個人プロジェクト
- IT のプロフェッショナリズムと実践
-データサイエンス
- ビジネス・インテリジェンス
- IT の監査と管理
-ハイパフォーマンスコンピューティング
・組織の運営 ・経営方針
-ビジネス分析とコンサルティングスキル
- E コマース -モバイル アプリケーション開発
- 高度なデータベース システム - データベース 
サーバー管理
-起業家精神 -戦略的経営のための情報システム
-クラウドコンピューティング -モノのインターネ
ット
-オペレーショナルリサーチ
-倫理的なハッキングとその対策
このコースは、
大学補助金委員会

KIUは一流企業への就職を促進し、学生を貴重
な産業と研究経験にさらします。これにより、KIU 
Management Information System の卒業生は、
コンピュータ システム管理者、コンサルタント、イノベ
ーター、検索エンジン最適化スペシャリスト、データベ
ース管理者などとして雇用される機会を得ることがで
きます。
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人工知能の理学士号は、主要な Al アルゴリズムの詳細な
知識を備えた機械学習やデータ サイエンスなど、Al の分野
に関する幅広く一貫した知識を学生に習得させることを目
的としています。 Al は学生に刺激的な未来を提供し  ます。
より多くの業界が、学習した行動や業務効率を通じて彼ら
の行動を改善することに投資しています。
BSc Hons (AI) を取得した卒業生は、国内外でさまざま
なキャリアの機会を得ることができます。可能性のあるキャ
リアの機会は、アル テクノロジー エンジニア、アル アーキテ
クト、データ サイエンティスト、データ アナリストです。この
研究分野の知識の深さと幅は、雇用主にとってますます魅
力的であり、AI 専門家としてだけでなく、IT 業界のより広
い分野でのキャリアにもつながるでしょう。

データサイエンスは科学の新興分野として認識されており、ビッグデータとデータ駆動型テクノロ
ジーで構成されています。データ サイエンスの分野は、研究および産業分野に変革をもたらしま
す。データ サイエンスの専門分野は、学生にデータ サイエンスの原則と、それらを現実世界の問
題に適用する方法

今後の学位
人工知能の理学士号

データサイエンスの理学士号

について教えることを目的としています。カリキュラム
は、データ分析、統計手法、数学、およびコンピュータ
ー サイエンスの基礎にも大きな注意を払っています。
学生が獲得する主な能力は次のとおりです。計算的お
よび統計的思考。数学の基礎、モデルの構築と評価、
アルゴリズムとソフトウェアの基礎、データのキュレー
ション、知識の伝達 - コミュニケーションと責任。デー
タ サイエンスの卒業生には、国内外でさまざまなキャ
リアの機会があります。
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法学部（近日）

KIU の法学部は、世界的に認められた法学教
育を学生に提供するリーダーになるというビジ
ョンを持っており、多様で重要な分野を組み合
わせることで学位プログラムを導入するように
設計されています。より広い容量を持つ社会。

学生は、法律に関する知識、スキル、および必
要な態度を把握するように教育され、法律事
務所/商工会議所、企業、法定機関、シンクタン
ク、政府機関での強制インターンシップの配置
を通じて、専門家の世界でそれらを適用するた
めのトレーニングが促進されます。または研究
の3学年目の非政府組織。法学部は与えること
を目指しています

多くの多様な分野にわたる法学卒業生のため
の幅広いキャリア機会の選択肢。
KIU は、LLB Hons をロー カレッジ入学の適
格な法律学位として認定するために、法学教育
委員会の承認を求めます。入学希望者は、スリ
ランカ法科大学院で専門的な学習コースを修

了すると、法律専門職に就くための弁護士と
しての資格を得る資格が与えられます。

この学部の独自性は、弁護士、司法官、法務
官または国または民間部門の要求に応える
ために、法律の分野で必要な知識、スキル、態
度を備えた優れた法学卒業生を輩出するこ
とです。。
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大学院研究科

KIU の大学院研究科 (FGS) で
は、コースワーク、研究、コースワー
ク+研究による複数の大学院学位
プログラムを提供しています。

KIUで現在利用可能な学位プログ
ラムは、看護と経営管理の分野を
カバーしています。授業は対面式
で行われ、通常は週末に行われま
す。学術スタッフは、州立大学と産
業界から選ばれた人材で構成され
ています。

コース

看護教育のマスター（SLQF 9）
看護管理のマスター (SLQF9) 
看護の科学のマスター (SLQF 10)
 経営戦略の経営管理のマスター (SLQF 10) 
看護の哲学のマスター (SLQF 11)
今後のコース
看護の哲学博士経営管理の博士心理学の科学のマスター

For More Information visit: https://www.kiu.ac.lk/faculty-of- 
graduate-studies/

研究活動
KIUの大学院研究科は、学生の出版物に力を入れ
ています。学生は、学術フォーラム（会議など）で調
査結果を発表するように指導され、ジャーナル記
事として研究を発表するように指導されます。
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看護学の大学院学位プロ
グラム

継続的な教育はより多くの機会
をもたらし、修士号を持つ看護
師には多くの扉が開かれていま
す。
KIU の看護学修士号プログラ
ムは、個人が管理、教育、研究に
おけるさまざまな高度な役割に
備えるように設計されています。
このレベルの看護師は、臨床看
護師のリーダーとしておよび他
の看護師マネージャー、臨床教
育者、健康政策コンサルタント、
研究助手、公衆衛生看護師、な
どで需要があります。

比類のない専門家および業
界の専門家になる
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職業上の機会を超えて、看護師は大学
院教育を通じて認知度を高め、生活の
質を向上させるいくつかの具体的なメリ
ットを得ることができます。
KIU は、高等教育省の認定と大学助成
委員会の承認を得て、スリランカで看護
学の修士課程を提供する最初で唯一の
高等教育機関です。

修士課程で看護教育を深めることに興
味がありますか?
KIU は、すべての看護師がより高いレベ
ルの教育を受け、ケアの質を向上させる
能力を向上させるよう努めることを奨励
しています。
KIU は、看護学の優等学士号のレベル 

6 を修了した有資格の奨学生に、以下
の大学院の学位を提供します。

大学補助金委員会および高等教育省に
よって承認および承認された大学です。
- 看護教育の修士号 (MNEdu) - 1 年
-看護管理のマスター（MNMng）
1 年 - 看護学修士 (MSc) - 2 年

教授、上級講師、およびその他の関連リソース担当者を含む優秀な学術スタッフが、KIU の看護学の大学院学位プログラムを無事に修了できるように学生を指導します。
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看護学修士
教育 (SLQF 9)

エントリー要件

修了者理学士のレベル 6成功した看
護の栄誉、で承認されたすべての大
学と大学助成金によって認められた
委員会と高等省教育。

間隔

1年

中くらい

英語

クレジット

30クレジット

カリキュラム

詳細については、www.kiu.ac.lk/course/master-of-nurs-
ing-education/ をご覧ください。

1学期

- インテグラル ナーシング (ホリスティック & 
グローバル ナーシング)
- の理論的および哲学的基礎
 看護
- 看護における研究方法と倫理

2学期

- 統計学
- 看護における教育プロセス
- 看護教育プロジェクト
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看護学修士
管理 (SLQF 9)

エントリー要件

修了者理学士のレベル 6成功した看
護の栄誉、で承認されたすべての大学
と大学助成金によって認められた委
員会と高等省教育。

間隔

1年

中くらい

英語

クレジット

30クレジット

カリキュラム

1学期

- インテグラル ナーシング (ホリスティック & グ
ローバル ナーシング)
- の理論的および哲学的基礎
 看護
- 看護における研究方法と倫理
 リサーチ

2学期

- 統計学
- 看護におけるリーダーシップと管理
- 看護管理プロジェクト

詳細については、www.kiu.ac.lk/course/master-of-nurs-
ing-education/ をご覧ください。
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科学のマスター
看護 (SLQF 10)

エントリー要件
(MNからのアップグレード)

成功した学者看護学修士修了加圧から
の教育・経営高度先進医療技術トレー
ニングセンター（プライベート）リミテッ
ド

間隔

2年

中くらい

英語

クレジット

60クレジット

1学期1学期

- インテグラル ナーシング (ホリスティック & グロー
バル ナーシング)
- の理論的および哲学的基礎
 看護
- 看護における研究方法と倫理
 リサーチ

1学期2学期

- 統計学
- 選択グループ 1 – リーダーシップと
 看護・教育におけるマネジメント
 看護のプロセス
- 選択グループ 2 (自由研究) -
 看護教育のプロジェクト/プロジェクトの
 看護管理

カリキュラム
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カリキュラム（続き）

2学期1学期

- 定量調査方法
- 定性調査方法

2学期2学期

- 研究論文

詳詳詳詳詳詳詳詳www.kiu.ac.lk/course/master-ofscience-in-nursing/ 詳詳詳詳
詳詳詳詳
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ビジネスのマスター
管理における管理
戦略 (SLQF 10)

戦略のMBAの卒業生として、あなたは知識で
豊かになります測定可能性とビジネス成⻑の
説明責任。

さらに、スキルを身につけますと全体を開発す
るための知識あなたの成⻑を拡大するための
戦略
組織。

実践力が身につきますマーケティングに必要な
あなたの製品と自信を持ってあなたのビジネス

を実装する戦略に関係なく、あなた
が使用することを決定したプラットフ
ォーム。君はに慣れ親しむツール、ア
プリケーション、ソーシャルメディアの
再評価と準備計画、実施、管理、およ
びあなたの努力を測定します。
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カリキュラム
1年目

- 管理プロセスと実践
- 経営判断の会計処理
- 経営判断の経済学
- ビジネス統計
- 企業財務
- マーケティング管理
- 人事管理
- 技術および運用管理
- アカデミックライティング
- 産業心理学
- 組織的行動
- ビジネスのための情報管理
 知能
- 国際フィールドビジット＆ワークショップ

2年目

- 戦略的経営
- グリーン経営と倫理
- ビジネス法とコンプライアンス
- グローバル事業戦略
- 現代のビジネス課題
- サプライチェーンと物流戦略
- ベンチャー創出戦略
- プロジェクトおよびイベント管理
- 管理プロジェクト報告書

または

- 戦略的経営
- グリーン経営と倫理
- ビジネス法とコンプライアンス
- グローバル事業戦略
- 研究方法
- 定説

詳細については、www.kiu.ac.lk/faculty-of- Graduate-stud-
ies/ をご覧ください。

エントリー要件

の正常な完了30単位を含む学士号
経営学に合格し、行政、商業、人的資
源管理、マーケティング、会計、財務、
不動産管理と評価、ビジネス経済学、
オペレーション管理、管理情報システ
ムまたは経済学認められた大学以上
から教育研究所

の正常な完了SLQFレベル6以上の
資格in 経営学, パブリック行政、商
業、人間リソース管理、マーケティン
グ、会計、財務、不動産

経営と評価、ビジネス経済学、運用管
理、経営情報システムまたは経済

に相当する専門資格SLQF レベル 6 以
上

NVQ レベルの正常な完了スケールで
3.0の最小GPAで7指定されたその分
野での入学の権限専門化

 
期間 

2 年

ミディアム 

 英語



www.kiu.ac.lk  |    77

哲学のマスター
看護 (SLQF 11)

看護のキャリアを向上させ、看護職あなたの大
学院の資格主要な研究における看護のMPhil
環境

学習プログラムは構成されています特定進学
コース及び60の価値がある調査研究クレジッ
ト (6000 名目上の時間)看護における哲学の
マスター[MPhil(看護)] 提供の学位プログラ
ムKIU大学院研究科

候補者は完了する必要があります特
定の準備コース同時またはそれ以前
に研究への関与知識を深めるために
勉強する研究について。指定された
準備コースは次のもので構成されて
います。
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カリキュラム - 準備コース

必須モジュール;

統計学
看護研究における研究方法と倫理

オプションモジュール

に基づいて、最低 1 つのモジュールが選択されま
す。

リサーチ看護におけるリーダーシップと管理
看護における教育プロセス定量調査方法
定性調査の方法

詳細についてはhttps://www.kiu.ac.lk/course/ をご覧くださ
い看護学修士/

エントリー要件

a) SLQF の正常終了学士号レベル 6認められ
た大学の学位関連する研究分野で最低 30 ク
レジット。また

b) SLQF の正常な完了学士号レベル 6認めら
れた大学の学位最低 30 クレジット関連する研
究分野と成功した予選の完了検査;また

c) SLQF の正常終了学士号のレベル 5
認定された大学の規模でGPA 3.0以上
0-4 および a の正常な完了となる資格試験終
了後に実施SLQFレベル相当の30単位6、同じ
または関連する領域で勉強;また

d) SLQF の正常な完了の関連分野でレベル7
以上勉強;また

詳細についてはhttps://www.kiu.ac.lk/
course/ をご覧ください看護学修士/

カリキュラム - 準備コース

必須モジュール;

統計学
看護研究における研究方法と倫理

オプションモジュール

に基づいて、最低 1 つのモジュールが選択され
ます。

リサーチ看護におけるリーダーシップと管理
看護における教育プロセス定量調査方法
定性調査の方法

e) NVQ の正常終了GPA 3.0 以上のレベル 
70 ～ 4 のスケールで成功予選の完了
実施される試験30クレジット終了後
SLQF レベル 6 または 7 に相当する、指定され
たその分野での入学許可専門分野の、

スリランカで規定されているように
資格フレームワーク (SLQF)

また
成功した学者
学士号で SLQF レベル 6 を修了
優等学位または SLQF レベル 5
学士号（最低限
GPA 3.0の）、どの大学でも
によって承認され、認められている
大学補助金委員会および
高等教育省。

間隔

修士号哲学は、(フルタイム) 最
低 2 人
年（02）までの期間最⻑5年間
または（パートタイム）最低3 年
間の期間アップ
最大 7 つまで (07)年。

中くらい

英語
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奨学金
KIUは翼を広げて応援していま
すによる学生の経済的努力十
分な奨学金の機会を提供しま
す。通常、学生は以下のことを
要求されます。
奨学金試験に申し込むKIUが
随時宣伝。の奨学金試験は非
常に競争力があります
そして多くの学生が参加これら
の試験で。を持った生徒たちは
最高の優れた成績が授与され
ます奨学金。

私たちはあなたが最高のサポートを受けられるようにしたい
と考えていますあなたがKIUで成功するのを助けるために、
あなたの周りのシステム。

銀行のローン
政府無利子学生ローン図式
無利子ローンスキームは、拡
大するために政府によって導
入されたのための高等教育
の機会を確保できない学生
ただし、州立大学への配置彼
らはG.C.E.（上級）の資格を
持っていますレベル）試験、よ
り高いレベルを達成するため
に教育願望。

金融業務

割引制度が多い資格を得ることがで
きます。

- 早期登録割引
- NTS 初回予約割引
- NTS パフォーマンス ベースの割引
- プロのパフォーマンスベースの割引
- 全額割引
- 年払い割引

学生支援
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学生連絡室を確保するために
設立された。来る人それぞれ
KIUへのすべてのサポートを
受け取ります彼らは必要とし、
そうなるでしょう個人記録の
維持全KIU生の

学生連絡事務所登記所が中
心あなたの管理のための連絡
先私たちとの取引;含む金融
に関する質問、入国審査、学
生証、図書館のメンバーシッ
プ、教科書、受験や卒業。

それはすべてと緊密に連携し
ます行政と学術学生を支援す
る部門に精通する環境とその
達成学業の目標と支援文化と
コミュニティ。

私たちのスタッフは十分な資
格を持ち、サービス提供への
こだわりあなたをサポートし、
高めるアカデミック、キャリア、
個人的事務。サービスが設計
されているを高める準備をす
るためにKIUでの大学生活。

当センターを通じて、学生に
可能な限りのサポートと手間
のかからない環境KIU敷地
内。

学生連絡室
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目的

多くの大学生はそうではありません十分なキャ
リアの機会にさらされる正しい道、キャリアを
決定するためにガイダンスユニットは、学生に
相談し、専門的なガイダンスを提供します優秀
なスタッフを通じて

彼らが多種多様にさらされるように彼らを可能
にするキャリアの機会の情報に基づいた決定
を下します。

-オンラインを開発および維持する
には在職中の学生のためのデータ
ベース研修の機会と仕事プレース
メント。

学生向けキャリアカウンセリング1
年目以降と将来に集中させるキャ
リア目標

学生が自分の選択をするように導
く自分に応じたキャリアパス専門分
野に合わせて調整する高等研究の

基準。

キャリア意識の整理イベント、プロ
グラム、セミナー、KIU生向けの講
義。

進路指導ユニット
私たちはあなたが最高のサポートを受けられるようにしたい
と考えています
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KIUの学生相談室は、学生の大学への適応を促進するの段階
として最小限のストレスを経験する文化
学校生活から大学生活への移行は、ストレスを感じている大
多数の人々にストレスを与える学部課程に入学しました。

学生相談室は、すべての KIU 学生に問題解決のためのサービスを提供します。心理的、学問的、
および個人的な問題。よく訓練されたカウンセラーがこのサービスを提供するために任命され、す
べての情報は機密に保たれます。

学生相談室

私たちはすべての人にアクセシビリティを提供することに誇り
を持っています
病状に起因する追加のニーズがある場合、特定の学習困難またはあなたの研究を困難にするあら
ゆる種類の医学的問題、私たちのヘルスケア ユニットの障害者サポート オフィスは、適切に対処
するための設備が整っています。問題の解決策を提供します。すべての応募者は、これらの情報を
お知らせください。申請時に問題が発生した場合は、必要な解決策を事前に手配してください。こ
れに関係なく、いつでも私たちに連絡するか、内密にアプローチして、あなたに適用可能なソリュ
ーション。

障害者支援

建物と強化アカデミ
ック - 親関係

私たちKIUは、親の教育への関与学生;したがって、
定期的な会議が行われます両親との関係を築く学者。
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KIUのメインライブラリーは
中央知識ハブすべての学生に
対応するとKIUの学者
リソース コレクションが更新されました現在の
アクセスを有効にするために定期的にコースや
スタッフに関する知識大学の要件。私たちの専
任のスタッフがあなたを見つけるお手伝いをし
ます必要なもの、一次研究へのアクセス材料、
そしてあなたの知識を開発し、研究スキル。

図書館のコレクションとコンテンツは、新しいメ
ディア、デジタル作品、テキストが豊富そして研
究資料。アクセスできますあなたの図書館アカ
ウントと私たちのすべてのデジタルオンでもオ
フでもどこからでもコレクションキャンパス。学
習スペースとコンピューター24 時間いつでも
ご利用いただけます。あなたの時間を最大限に
活用してください。

図書館とコンピュータ ラボ
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KIU の素晴らしい場所上の
重要性コンピューティングの
提供のための施設学部研究。
大学の職員は元気ですすべての最新技術を搭
載およびITに関連するインフラお客様に質の
高いサービスを提供するため学生。

- 無料Wi-Fi設備
- 学習管理システム (LMS)
- 学生ポータル
- 電子図書館施設

ITサービス
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ある場所学生は「ホーム」と
呼ぶことができます。宿泊先
はすべてを提供するように設
計されていますあなたが必要
とする施設と最も重要なこと
は、安心して集中できるあな
たの研究。

KIUでは、高水準であり、学生に快適さ、くつろ
ぎ、便利さ彼らの研究を追求するために必要で
す。各ユニット必要なすべての設備が整ってい
ます学生に必要です。

保育施設キャンパス

KIUは「学内託児所」を提供しています設備。”
チャイルドケアユニットはKIUで勉強している
保護者。そうなる安心して集中できるあなたの
研究について。お子様を受け入れ、生後3ヶ月
から1年。KIU託児所を利用する保護者の方ユ
ニットはベビーシッター。

宿泊施設

保育ユニット
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KIU は、プライマリケアの範
囲による医療サービス登録医
療機関の処方箋を含むすべて
の投薬、血液検査、X線、MRI
への直接アクセススキャン、旅
行予防接種そして心理的サ
ポート。

ジムとフィットネスセンターの
特典をはじめとする多種多様
なサービス筋力トレーニング
機器、カーディオマシン、フリ
ーウェイトセクション、さまざ
まなトレーニングに対応する
トレッドミル
目的とフィットネスレベル。
体育館は学生フィットネスの
資格を持っています個人的に
提供する勤務中のインストラ
クターフィットネス評価とパ
ーソナルトレーニングストレ
ングス＆コンディショニング
プログラム、栄養、運動の安
全性
安全と衛生を確保するため
に、ジムの利用者は良いジム
を観察し、従うように作られ
ています
KIUが提供するプロトコルと
ルール。
 

健康と運動
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スポーツKIUで
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体を動かすエネルギーを高め
るのに役立ち、メンタルヘル
ス、さらには学術的な仕事。

KIUでは、常に学生のやる気を引き出しますス
ポーツに参加する。私たちは強く「Sports for 
all」というモットーを信じ、誰もが何かを試すこ
とをお勧めします新着。

KIUは初級クラスと初級クラスの両方を提供し
ていますと希望者へのコーチングスポーツに
参加します。

KIUスポーツクラブは生徒たちのなどの個人の
スキルを開発します。コミュニケーション、コミ
ットメント、問題解決、リーダーシップ、時間管
理スポーツをすることで能力を発揮します。

KIUは現在、多くのスポーツを提供しています
が、含む;

- 陸上競技
- バドミントン
- クリケット
- テニス
- サッカー
- 水泳

KIUスポーツクラブはいつでも歓迎します参加
を希望する学生KIUで利用できるさまざまなア
クティビティ。

スポーツ

- ネットボール
- 空手
- チェス
- キャロム
- 卓球
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KIUでの生活



92   |   KIU Sri lanka

KIU は、大きな民族的および文化的多様性を持つ学生コミュ
ニティに教育を提供します。

KIU の各個人のすべての文化、信念、価値観を称賛し、尊重するため、KIU の管理者はスタッフや
学生と協力し て、年間を通じて複数の文化的および宗教的イベントを開催しています。
これらのイベントは KIU のカレンダーに彩りを添えると同時に、スタッフと学生の両方がタイトな
スケジュール から休息し、同僚と永遠に続く楽しい思い出を作る機会を提供します。

毎年 1 月 27 日に KIU のピリット詠唱式が
行われ、翌朝 (1 月 28 日) に KIU 講堂で施
しが行われます。 

このチャーミングなイベントには教職員および
教職員以外のすべてのメンバーが参加し、講堂
は仏教の伝統に沿っ て仏旗、オイルランプ、花
輪で飾られます。ピリス・マンダパの設置と関連
作業は、組織委員会がすべてのスタッ フの助け
を借りて処理します。 

翌日、有能なスタッフチームによって施しが行
われます。宗教的な儀式は、最も尊敬されてい
るマハ・サンガが率 いています。

KIUでの生活

ピリットの儀式
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主ガネーシャの崇拝プージャは、KIU カレンダ
ーの中で特別な位置を占めています。なぜな
ら、彼は始まりの神、 障害の除去者、芸術と科
学の守護神、そして知性と知恵の神として広く
崇拝されているからです。

新年の始まりには、ガネーシャ卿の名の下に色
とりどりのセレモニーが行われ、KIU はこの先
の繁栄と成功への 祝福を求めます。

ガネーシャ プージャ
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シラキラナ ウダナヤ; 新年の
祝い
KIU では毎年、大学の重要なイベントの 1 つ
として、シンハラ語とヒンズー教の新年祭を祝い
ます。このイベント では、教職員、教職員、学生
が一堂に会し、さまざまな伝統的な活動を楽し
んでいます。

新年のお祝いは、主に伝統的なアウルドゥのゲ
ーム、伝統的な踊り、楽しいイベントなどで構成
されています。 このイベントは、アカデミックス
タッフの指導の下、主にKIUの学生が主催して
います。

シンハラとヒンディー教の新年
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Vesak は、世界中の仏教徒
の間で、ブッダの誕生、悟り、
死を記念する宗教的および
文化的イベントと見なされ て
います。
KIU ファミリーは、「アミサ」と「プラティパティ」
の両方のプージャを優先してウェサック・フェス
ティバルを 祝います。

やさしさと幸せをみんなに広めることをテーマ
に、KIUの生徒たちは和気あいあいと「バティジ
ー」と近くの病院 を訪れます。 KIU は大きな
家族として、一緒に美しいベサック ランタンを
作り、仏教の旗、ベサック ランタン、 電球で敷
地を飾り、ブッダのビジョンに対する人々の尊
敬を高めます。

ウェサック祭
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クリスマスの喜びを広める
クリスマスは KIU の全員にとって勝利の時で
あり、大学の敷地は息をのむようなクリスマス 
ツリーで豪華に飾ら れます。

 KIUでは、スタッフ全員が集まってクリスマスツ
リーを飾り、お互いにプレゼントを分け合うの
がKIUの伝統であ り、KIUのコミュニティに属
する一人ひとりにクリスマスの精神を浸透させ
る方法です。

クリスマスのお祝い
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学生が自分の才能を披露す
るためのプラットフォーム
KIU タレント ショーは毎年恒例のイベントで
あり、学生の多様な地元の才能を奨励する最
も有名で独占的な機会 と見なされています。 
このイベントは、すべての学部の優秀な学生に
よるダンス、歌、演劇、および多くの文化イベン
トなど、多くの多 様な行為で構成されます。

タレントショー

文化ショー
文化とは、単に情熱を持って何かを
行うための共有された方法です。」 

これは、KIU の学生が行う最もクリ
エイティブで文化的に多様なイベ
ントです。

私たちは、学生がさまざまな課外活
動で学業を補完する必要があると
強く信じています。 したがって、KIU
はこ れらの機会を提供し、学生が
積極的に参加することを奨励して
います。
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ソーシャルワークへの道を開く
毎年、KIU のレオクラブは、地域社会への奉仕に焦点を当てた数多くのプロジェクトを
企画しています。
LEO のメンバーシップは、すべての KIU 学生に開かれており、人権の尊重、倫理基準の
促進、あらゆる有用な職 業の尊厳を強調しながら、専門的スキルとリーダーシップ スキ
ルを開発することを目的としています。

また、スポンサーのライオンズクラブや仲間のレオクラブと交流しながら、会員が地域開
発プロジェクトを開始 し、地域社会内の平和と理解を促進する機会を生み出します。

競争力を磨くプラットフォーム

KIU では、課外活動やスポーツが学生の学業を促進し、補完すると信じています。スリ
ランカでは、クリケット は誰からも愛され、誰からも嫌われていません。そのため、KIU 
では毎年クリケットの試合を開催しています。

私たちは、スポーツがバランスの取れた個性を作るのに役立つと強く信じており、それ
こそが、学生が教育とス ポーツの両方で優れた能力を発揮できるように、KIU 年次ク
リケット トーナメントを開催する唯一の理由です。

KIUレオクラブ

毎年恒例のクリケット試合
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学生の声
KIUでは毎年何千人もの学生
が学んでいるため、多くの成功
事例があります。

KIU での学習プログラム、学
生生活などについて、学生の
声をご紹介します。

「私たちの英語準備コースは、読
む、書く、話す、聞くなどの言語スキ
ルを向上させ、メインコースでより
良いパ フォーマンスを発揮するの
に非常に役立ちました。」

講師は、ストーリーテリング、スキッ
ト、ドラマ、ディベート、ゲーム、その
他のスピーキングアクティビティな 
ど、さまざまなアプローチを使用し
て、学生を効果的に参加させなが
ら、クラスを楽しく面白いものにし
ました. さまざまなバックグラウン
ドを持つ学生がいるにもかかわら
ず、英語の教室は学生を結びつけ、
チームワークを向 上させるのに非
常に役立ちました.
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「私たちのような留学生を支援す
るために提供された親切で多大な
支援に対して、KIUの経営陣と講師
に感謝しま す。」

留学は大変ですが、KIU の適切な
指導により、KIU での短い旅の間
に直面したすべての困難を克服す
ることがで きました。

「KIUの理学修士プログラムに
入学できて本当にうれしいです。」
このプログラムは国のタイムリー
なニーズを満たすものであり、看
護専門家が明るい未来に向けて
視野を広げる絶 好の機会である
と心から信じています



www.kiu.ac.lk  |    101

KIUの留学生
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世界クラスの大学での国際的
に認められた教育
I正しいビザを取得することが重要です。これに
より、KIU での学習が許可されます。滞在期間
が 6 か月以上のコー スの場合、スリランカの
入国管理規則に従って教育滞在ビザが必要で
す。申請がKIUに受理されると、入国ビザが 発
行されます。このビザは入国管理局から居住国
のスリランカ大使館に直接送られます。
このビザは、学生が居住国の指定されたスリラ
ンカのミッションに出頭することによってスタン
プが押されます。 居住国で活動しているスリラ
ンカのミッションがない場合、このビザはスリラ
ンカ到着時に取得できます。この入 国ビザは 
90 日間有効で、スリランカ到着時にこのビザ
は無効になります。居住ビザに変更。この滞在
ビザは 1 年間有効で、KIU が決定するコース
の期間に応じて延⻑することができます。

居住ビザの取得にはビザ手数料が適用されま
す。最低限の資金(スリランカの移民および移
民によって公開されて いるように)は、学生がビ
ザを取得するために満たす必要があります。

この在留ビザで勉強している間、スリランカで
はいかなる種類の雇用も完全に禁止されてい
ます。 修了または修了前に自らの判断で退学し
た場合、この在留資格は取り消されます。

卒業前にビザの有効期限が切れ、卒業まで滞
在したい場合、このビザは上記の期間延⻑さ
れ、適切な料金が適用 される場合があります。

プログラムの終了後、学生が卒業日前に居住
国に帰国し、この卒業日前にビザが期限切れに
なる場合、学生は卒 業式に参加する目的での
み、訪問ビザで来ることをお勧めします。

留学生としてKIUで学ぶことに興味はありますか?
KIU は、高等教育省によって認定され、大学補助金委員会によって認められた学術プログラム
を提供する学位授 与機関として、あなたが勉強を始めるのに最適な機関です。

あなたが学部生であろうと大学院生であろうと、私たちのプログラムの範囲は、選択できる多
数の選択肢を提供 します。言うまでもなく、KIU で勉強している間は、壮大な島の楽園を心ゆ
くまで探索し、新しい友達を作り、 世界の古代文化の 1 つを発見する機会もあります。
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学生の海外
交流
私たちは、学生の視野を広げ
るために、世界クラスの組織
とのパートナーシップを確立
しています
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日本・アジア青少年科学交流
事業

国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)
は、日本・アジア青少年科学交流事業(愛
称:SAKURA科学交流事 業、SAKURAサイエ
ンスプラン)を運営しています。このプログラム
は、アジア諸国から優秀な若い学生や若い 専
門家を短期間日本に招待するものです。日本の
先端科学技術を体験する活動や大学・研究機
関との交流を通じ て、日本と相手国との人材
交流・研究交流の架け橋となることを目指して
います。

初年度は「2014年度」。以来 3 年間で、35 
の国と地域(ASEAN 加盟国を含む)から約 
13,000 人の若者が日 本を訪れ、学習、研究
交流、研修を通じて我が国のさまざまな地域と
の関係を深めています。日本を訪れた若者 たち
は、このプログラムを通じて、今後のアジアの科
学技術の発展に貢献するとともに、国際交流と
ネットワー キングのさらなる拡大に貢献するこ
とが期待されています。

2018 年、KIU はこのプロジェクトで 2 回に
わたって日本を訪問する絶好の機会を得まし
た。 1回目は3月、2回 目は11月。 4 人の学生
と 1 人の講師がこの素晴らしい機会を受け取
りました。
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KIUの多様性
大学の多様性は、生産性、強さ、知
的人格、革新性、創造性に影響を
与えます。 また、教育と研究のため
のより 良い環境を提供します。

KIU は、多様な分野、学部、学位プ
ログラム、学生、スタッフで構成さ
れる知的コミュニティです。 性別、
年齢、 人種、民族、宗教、文化、その
他多くの属性の多様性が、KIU の
多様性の豊かさに貢献しています。

モルディブ、インド、ドイツ、デンマ
ーク、パキスタン、ナイジェリア、ポー
ランドなどのさまざまな国からの留 
学生も、KIU の学生コミュニティの
多様性をさらに高めています。 KIU 
は、学生がダイナミックな知的コミ
ュニ ティの中で平和と調和の幅を
体験できる場所です。



106   |   KIU Sri lanka

ソフトスキル

“より深く幅広い
知識の習得”

この競争の激しい世界で抜き
ん出るためには、役割に特化
した知識とスキルを磨き、日
常業務を遂行し、後継者 に
なる必要があります。
KIU は、コミュニケーション 
スキル、対人スキル、チームワ
ーク、時間管理、問題解決、創
造性などのソフト ス キルを
組み込むことで、これらのスキ
ルを切り開くことを想定して
います。

これらの機能は、生徒が他の
生徒とどのように交流するか
に影響します。 KIUは学生の
これらのスキルを向上させ る
ことにより、学生が専門分野
で有利な性格を築き、強力な
人格を育てるのを助け、最終
的には目立ち、目標を 達成す
るために前進するのに役立ち
ます.
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言語能力

“世界共通語をマス
ターする”

英語を学び、言語能力を維持
するには、学習者が学習プロ
セスに集中し、一貫性を保つ
必要があります。
KIU の学生には、語学力の向
上に積極的に取り組むことが
できるインタラクティブなプ
ラットフォームと学習環 境が
常に提供されています。
さらに、専門家のための英語
の上級証明書コース、プロフ
ェッショナルコミュニケーシ
ョンのための英語の上級証 
明書コース、英語ライティン
グコーナー-英語のライティ
ングスキルの証明書コース、

英語を話す英語の証明書コ
ー スをマスターするなどの
多様な語学プログラムです。
IELTS、パブリック スピーキ
ング、クリエイティブ ライティ
ング、アカデミック ライティン
グに関するスキルと ワークシ
ョップは、教育と学習の場を
広げることを目的として設計
されています。
KIU の学生は、スキルベース
のカリキュラムで非常にダイ
ナミックで革新的な学習パタ
ーンを体験することで、将 来
の雇用可能性を確保する上
で重要な役割を果たすため、
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研究ユニット

質の高い研究のための倫理

研究部門は、KIU の中央管
理および科学部門であり、学
生および職員の研究を承認
および管理します。
また、国内および世界的に関
心のある重要な研究プロジェ
クトを開始します。研究ユニッ
トの主な任務は、リーダー シ
ップ、技術支援、学部生およ
び大学院生の管理、およびス
タッフの研究プロジェクトを
提供することです。

KIU の倫理審査委員会は、研究者が研究プロ
ジェクトの倫理的クリアランスを取得すること
を含め、研究におけ る倫理原則を促進および
遵守するのを支援するために設立されました。

KIU の ERC は 2017 年に設立され、学部生
の看護研究プロジェクトの倫理的側面を見直
し、研究がスリランカ の倫理審査委員会フォー
ラム (FERCSL) およびその他の関連する国お
よび機関のガイドラインに従って実施され るよ
うにします。

それ以来、何百もの研究提案が KIU を通じて
審査されました。 ERCは、看護学、生物医科
学、心理学、経営学、 の幅広い領域をカバーし
ます。

研究ユニットは、知識の探求
と渇望をまとめて、部門間の
研究プロジェクトを開始し、
学際的な範囲を通じて差 し
迫った問題を調べます。
研究ユニットはまた、国際的
な研究プロジェクトを促進
し、さまざまなダイナミック
な言語プログラムを通じて、 
KIU の学生とスタッフが語学
力を向上させるための研究と
実践的な機会を提供します。

名誉副学⻑のネルカ・フェルナンド上級教授の
助言と指導により、ダヤニ・パナゴダ博士が議
⻑を務める上院議 員の助言と勧告に従って決
定が下されます。これにより、ERC は研究が倫
理的に実施されることを保証し、大学 の責任
を高めます。
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グリーンクロス SL
スリランカ緑十字社 
(NOGCSL) は、2005 年に
緑十字社ファミリーの 29 番
目のメンバーとして、国際緑
十字社 と提携して設立され
ました。
非政府組織として機能するグ
リーン クロス スリランカは、
持続可能で安全な未来を確
保するために、治安、貧困、 環
境悪化という複合的な課題
に対応することを目的として
います。
安全保障、貧困、環境の世界
的な課題が本質的に関連し
ていることを認識したグリー
ン クロス スリランカは、人 
類の持続可能な未来を求め
て、社会的プロジェクトの立
ち上げと実施に焦点を当てて
います。

若い世代が母なる地球を守
る責任を担うことを目的とし
て、「緑の日記」や啓発プログ
ラムなどのプログラムが実 施
されました。
生命の持続可能性に直接影
響を与える新たな社会的課
題に対処するために、私たち
の組織は効果的なメカニズ
ム を通じて解決策を提供す
るために手を差し伸べていま
す。
グリーン クロス スリランカ
は、環境の持続可能性の概念
を支持し、現在および将来の
世代のために緑の社会を発 
展させるための革新的な手段
を生み出すよう努めています。
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グリーン クロス スリ
ランカの大規模水プ
ロジェクト

きれいな水はどのコミュニテ
ィにも必要ですが、腎臓病患
者や水媒介性疾患の増加に
より、アンパラ地区では非常 
に重要になっています。
対策として、在スリランカ民
主社会主義共和国日本国大
使館は、草の根・人間の安全
保障無償資金協力(GGP) を
通じて、「アンパラ県マハオヤ
管区事務局ラフガラにおける
清潔な水供給システム整備
計画」に助成金を供与し まし
た。
贈与契約は、2021 年 3 月 
3 日、在コロンボ大使公邸
で、杉山明駐日大使と、グリー

ン クロス スリランカ会長 兼 
KIU 会長のジャガット セネ
ビラトネ博士との間で調印さ
れました。
スリランカは、約 2,000 人
の村人を含む 500 以上の
家族が再び乾季に深刻な水
不足に苦しむことがないよう
に、 清潔な水を供給する施
設を建設することができ、乾
燥地帯に住む若い世代を熱
望しています。
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今後のプロジェクト
学生数が増え続けているため、現在利用可能な講堂のスペー
スは、新しい学生を登録するのに十分ではありませ ん。 提案
された建物の設立により、KIU は、より高いレベルを目指す
学生により多くの機会を提供できるように なります。
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連絡先

249/1, Malabe Road, 
Thalangama North, 
Koswatta, Battaramulla, 
Colombo.
 郵便番号: 
10120 スリランカ

0777 496 000 info@kiu.ac.lk

+94 (0)11 2741 878 www.kiu.ac.lk

住所

ホットライン メールアドレス

連絡先番号 ウェブサイト

@kiusrilanka

@kiusrilanka

@KIUSrilanka

@kiusrilanka



info@kiu.ac.lk

www.kiu.ac.lk

メールアドレス

ウェブサイト

あなたの
未来をこ
こで形に
しましょ
KIU では、あなたと協力して、
競争の激しい雇用市場への
準備を支援し、プロフィール
を作成しながら経験を積 む
機会を提供します。

雇用主は単なる資格以上の
ものを求めています。 彼らは、
社会で成功するためのスキ
ル、資質、考え方を備えた 卒
業生を望んでいます。 KIU で
学ぶことは、キャリアを向上さ
せ、新しいスキルや能力を開
発し、自信をつけ、 そして最も
重要なこととして、自分自身に
ついて学ぶ機会です。







KIU
249/1, Malabe Road, Thalangama North, Koswatta,

Battaramulla, Colombo. Postal Code: 10ß120
Sri Lanka


