兵庫教育大学(兵庫県)
兵庫教育大学は教育に関するあらゆる専門家を擁する“教員のための大学院大学”
日本の小中高校の現職教員等とともに，教育現場の課題に密着した研究を行います。
◇教員研修コースの概要

◇大学紹介
○大学の概要
兵庫教育大学は，主として現職教
員の学校教育に関する高度の研究、
研鑽の機会を確保する大学院修士課
程、初等教育教員を養成する学部を有
する教員養成大学として1978年10月に
設置された大学である。 さらに、1995
年4月には、わが国初の教員養成系博
士課程として、兵庫教育大学大学院連
合学校教育学研究科博士課程）が設
置された。 在籍学生は、大学院、学
部生あわせて約1,600名であり、教員は、
あらゆる分野の専門家を擁している。

○国際交流協定校
２５校（平成２７年１０月1日現在）
○国際交流の実績
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◇宿 舎

○大学キャンパス内に、一般学生宿舎
○プログラムの特色
とともに兵庫教育大学国際交流会館
・兵庫教育大学教員研修留学生プログラムは、教員としての資質の涵養と能力の向上を図ろう
がある。
と する諸外国の現職学校教員が、学校教育に関する総合的かつ学際的な研究を行い、学校
単身室28室、夫婦室8室、家族室4室
教育に 関する教育方法論とスキルを理論的に構築する研修を行うことを目的としている。
○ 宿舎費
単身室 4,700 円
・ 兵庫教育大学大学院は学校教育に関するあらゆる分野の専門家を擁しているので、教員研
修 留学生のあらゆるニーズに応えることができる。
夫婦室 11,900 円
・ 教員研修留学生のニーズにあったきめ細かい指導スケジュールを組んで、指導を行っている。
家族室 14,200 円
○受入定員
７人
○ 宿舎設備、備品（夫婦室の例）
ユニットバス、キッチン、給湯設備、冷暖
○研修コースの概要
房用 空調設備、ベッド、平机、回転椅子、
・日本語教育
書棚、 ワードローブ、シューズボックス、
・文部科学省が指定する大学の日本語研修コースで日本語教育を受ける。
応接セット、 食卓テーブル・椅子、食器戸
期間：2016年10月1日～2017年3月31日（6ヶ月間）
棚、洗面台、洗濯 機、テレビ、CSチュー
・兵庫教育大学で外国人留学生を対象とした日本語補講を行う。
ナー、ビデオ付きDVDプ レーヤー、オーブ
期間：2017年4月～2018年3月（週1回）
ンレンジ、冷蔵庫、ガスコンロ、 学習スタン
・兵庫教育大学で外国人留学生対象科目である「日本語と日本の文化」 （30時間）および
ド、掃除機、ジャーポット、傘立て、
「日本の教育事情」（30時間）を開講する。 期間：2017年4月1日～2018年3月31日（1年間）
○ 宿舎周辺の生活情報、通学時間
・専門教育
キャンパス内にコンビニエンスストア・食 堂
期間：2017年4月1日～2018年3月31日（1年間）
がある。宿舎から講義棟まで徒歩５分。
・教員研修留学生の関心と日本語および専門の理解度に応じて、 日本人大学院生・ 学部学生
用 の講義、英語による特別講義（必要 に応じて）、指導教員による個別指導、小中学校での実
地研 修を組み合わせ個々の研修プログラムにしたがって、専門教育を受ける。
・大学教員が指導教員となり、責任を持ち教員研修留学生の関心に合致した指導を行う。
研究計画は、教員研修留学生として受け入れが決定した後に、電子メール等で連絡調整を
行った上、決定される。指導教員の指導を得て、研究課題にしたがった研究を行い、修了時に
研究論文（レポート）を作成し、発表する。
・見学・地域交流型科目
地元加東市、加東市国際交流協会およびボランティア団体が企画するイベントや懇談会が
季節 に応じて多彩にある。

◇修了生へのフォローアップ
本学を修了時にはメーリングアドレス及びＳＮＳ等により連絡を取り，進路の確認などを随時
行っている。また，本学の大学院への進学などについての相談などを行っている。

大学図書館

国際交流会館

◇問い合わせ先
〒673-1494 兵庫県加東市下久米942-1
兵庫教育大学教育研究支援部学生支援課
Tel +81-795-44-2043
Fax +81-795-44-2049
E-mail office-kokusai-t@hyogo-u.ac.jp
ホームページ http://www.hyogo-u.ac.jp/

大学名： 兵庫教育大学（大学番号32）

◇研修内容、受入可能人数、資格及び条件など

学校教育研究科
教員名

コースコード

32001

メールアドレス

名須川知子教授 nasukawa@hyogo-u.ac.jp
鳥越隆士教授 torigoe@hyogo-u.ac.jp
河相善雄教授 nba00147@hyogo-u.ac.jp

32002

幼児教育
聴覚障害心理学
障害児教育経営学
障害児地域教育経営論

井澤信三教授 isawa@hyogo-u.ac.jp

発達障害臨床心理学

石倉健二教授 kenji@hyogo-u.ac.jp

リハビリテーション心理学

前田貞昭教授 sadm@hyogo-u.ac.jp

日本文学

鈴木敏雄教授 tosuzuki@hyogo-u.ac.jp

中国古典文学

堀江祐爾教授 yujhorie@hyogo-u.ac.jp

国語教育学

田中雅和教授 tnkms@hyogo-u.ac.jp
32003

分野

山口眞琴教授 makyama@hyogo-u.ac.jp
菅井三実教授 ksugai@hyogo-u.ac.jp

国語学（日本語学）
日本古典文学
現代日本語学
理論言語学

大嶋 浩 教授 hoshima@hyogo-u.ac.jp

英文学

有働眞理子教授 mariudo@hyogo-u.ac.jp

英語学・言語理論

研修の内容

聴覚障害児心理学，手話，言語指導

英語文献読解力

障害児教育，障害児教育方法，障害児教育経営学

日本語文献読解力

発達障害，自閉症，応用行動分析

英語文献読解力

肢体不自由，重度重複障害，心理リハビリテーション

語学能力（日本語または英語）

日本近代文学，現代文学

日本語文献読解力，日本語会話能力

中国中世文学，漢魏六朝文学，魏晋南北朝詩，
漢文訓読法，漢文教育

日本語文献読解力，中国文献読解力，大韓民国

国語科カリキュラム開発，指導法の研究など

フィリピン

国語史（日本語史），中世語，和漢混淆文
中世文学，物語，説話，日本仏教
言語の認知処理，日本語との対照研究，日本語の文
法，日本語の動態
英国小説，ヴィクトリア時代
英語語法文法研究，文法指導，言語能力獲得と身体
性
英語教育，英語科カリキュラム研究，英語科指導法
研究

英語教育

吉本 剛典教授 yoshimo7@hyogo-u.ac.jp

地理学

人文地理学，地図学

難波安彦教授 namba@hyogo-u.ac.jp

経済学

経済理論，日本経済論

原田誠司教授 seiharad@hyogo-u.ac.jp

日本史

日本近世史，近世村落成立史論

32004

秀樹教授 hmori@hyogo-u.ac.jp

哲学

当該教員が留学生を受け入れるにあたっての条
件（語学能力・専門能力等），受入実績（過去５年
間の受入国・人数）

就学前教育・保育内容

吉田達弘教授 tyoshida@hyogo-u.ac.jp

森

受入
可能数

哲学（現代哲学），文化論，市民性教育

大学全体で 古典等が理解できること
７人
古典等が理解できること

英語会話力
英語会話力
英語会話力，アフガニスタン

日本語文献読解力

数学教育

算数・数学教育，カリキュラム・教材の開発，指
導法，授業研究

日本語文献読解力，ブルネイ

化学，化学教育，環境教育

初等・中等教育における化学関連の内容論，教
材開発，環境教育（地球環境，地域環境）

英語文献読解力，英語会話力，サモア，東チモール

渥美茂明教授 atsumi@hyogo-u.ac.jp

生物教育，植物学

生物教育，教科内容，教材研究，重力屈性，植
物生理遺伝学

英語文献読解力

吉岡秀文教授 hyoshi@hyogo-u.ac.jp

生物教育、動物学

性分化，形態形成，転写因子，細胞増殖因子

英語文献読解力

澁江靖弘教授 yshibue@hyogo-u.ac.jp

地学教育，岩石鉱物学

岩石，鉱物，地球システム教育，サイエンス・リテ
ラシー， 教育内容

日本語文献読解力

野本立人准教授 tnomoto@hyogo-u.ac.jp

声楽、合唱

声楽，声楽教授法，合唱指導法

日本語文献読解力，日本語会話能力

美術史学，鑑賞教育，日本の美術館学物館学

英語（イタリア語も可），日本語

造形美術教育

日本語文献読解力，日本語会話能力

國岡髙宏教授 kunioka@hyogo-u.ac.jp
尾関 徹 教授 ozeki@hyogo-u.ac.jp
32005

喜多村明里教授 kiarart@hyogo-u.ac.jp

美術史学，視覚文化，
鑑賞教育

高木厚子教授 takagi@hyogo-u.ac.jp

美術教育

32006

河内勇准教授 ikawachi@hyogo-u.ac.jp
32007

長瀬久明教授 hisac@hyogo-u.ac.jp

32008

浅野良一教授

32009

黒岩 督教授 kuroiwa@hyogo-u.ac.jp

32010

royasano@hyogou.ac.jp

器楽（クラリネット）
教育工学

クラリネット，クラリネット教授法，スクールバンド
機械翻訳を用いた意思疎通

学校経営，人材育成

学校経営，人材育成

教育心理学

教授学習過程，評価

大学全体で
英語，日本語
７人
日本語会話力

英語文献読解力，日本語文献読解力

谷田増幸教授 tanida@hyogo-u.ac.jp

道徳教育

価値，道徳性，倫理学

安原一樹准教授 hiroki@hyogo-u.ac.jp

社会教育

地域教育，生涯教育，家庭教育支援

日本語文献読解力，英語文献読解力

新井 肇教授 araiha@hyogo-u.ac.jp

生徒指導

教師のバーンアウト，生徒指導体制

日本語文献読解力，英語文献読解力

教育相談

教育相談，ひきこもり

日本語文献読解力，英語文献読解力

キャリア教育，学校適応

日本語文献読解力，英語文献読解力

松本 剛教授

tmatsumt@hyogou.ac.jp

古川雅文教授 kogawa@hyogo-u.ac.jp

キャリア教育

