
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。

◇大学紹介 ◇教員研修コースの概要・特色 ◇宿 舎

大学キャンパス内に，兵庫教育大学国際交
流会館がある。

◇問合せ先
兵庫教育大学教育研究支援部

学生支援課 国際交流チーム

〒673-1494 兵庫県加東市下久米942-1

Tel +81-795-44-2043

Fax +81-795-44-2049

E-mail office-kokusai-t@ml.hyogo-u.ac.jp

ホームページ https://www.hyogo-u.ac.jp/

○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。

○国際交流の実績

・過去3年間の留学生の
受入れ実績

2021年度：30人

2020年度：28人

2019年度：50人

・過去3年間の教員研修留学生
の受入実績

2021年度：5人

2020年度：5人

2019年度：7人

○研修コースの特色
・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
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。

・教員研修留学生のニーズと関心にあった指導を行い，研究の機会を提供している。

○受入定員 5 名

○研修コースの概要

・日本語教育

1）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。
期間：2022年10月1日～2023年3月31日（6ヶ月間）

2）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。
期間：2023年4月～2024年3月（週1回）

・専門教育

期間：2023年4月1日～2024年3月31日（1年間）
1）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，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。
※殆どのプログラムが日本語で行われるので，日本語理解力が望まれる。

2）大学教員が指導教員となり，教員研修留学生の関心に沿った指導を行う。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・地域交流等の参加型科目
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，
地元高校生との交流活動などが季節に応じて多彩にある。

・その他
＜日本人学生との共修の機会＞英語による日本人学生との交流会
＜日本文化の体験＞地域の夏祭り・秋祭りの体験

○宿舎数
・夫婦用 5 室

○宿舎費

（2021年10月1日現在）
・夫婦室 11,900 円

○宿舎設備・備品
（夫婦室の例）
Wi-Fi，ユニットバス，キッチン，給湯

設備，冷暖房用空調設備，ベッド，平机，
回転椅子，書棚，ワードローブ，シュー
ズボックス，応接セット，食卓テーブ
ル・椅子，食器戸棚，洗面台，洗濯機，
テレビ，CSチューナー，オーブンレン

ジ，冷蔵庫，ガスコンロ，学習スタンド，
掃除機，ジャーポット，傘立

○宿舎周辺の生活情報、通学時間

キャンパス内にコンビニ，食堂，留学生
図書コーナーを備えた図書館がある。

◇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。

国際交流会館
（夫婦室）



大学名：兵庫教育大学（大学番号31）

◇研修内容、受入可能人数、資格及び条件など

受入研究科
等名

コースコード 教員名 メールアドレス 分野 研修の内容 使用言語
受入

可能数

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）

31001 大関 達也 oseki@hyogo-u.ac.jp 教育学 教育哲学, 教育思想史
日本語，英語，

ドイツ語 1 マレーシア（1名）

31002 坂口 真康 masayasu@hyogo-u.ac.jp 教育学 教育社会学，比較教育学，多文化共生の教育 日本語，英語 1

31003 河内 勇 ikawachi@hyogo-u.ac.jp 器楽，芸術学 クラリネット，クラリネット教授法，スクールバンド 日本語，英語 1

31004 野本 立人 tnomoto@hyogo-u.ac.jp 声楽，芸術学 声楽，声楽教授法，合唱指導法 日本語 1 日本語文献読解力，日本語会話能力

31005 高木 厚子 takagi@hyogo-u.ac.jp 美術教育 造形美術教育 日本語 1 日本語文献読解力，日本語会話能力

31006 喜多村 明里 kiarart@hyogo-u.ac.jp 美学・美術史 美術史学，鑑賞教育，日本の美術館学物館学
日本語，英語，

イタリア語 1
英語文献読解力，日本語文献読解力
（イタリア語も可）

31007 小田 俊明 toda@hyogo-u.ac.jp
医工学，スポーツ

（科）学
人間医工学, 医用生体工学・生体材料学，健康・スポーツ科
学, スポーツ科学

日本語，英語 1

31008 高野 美由紀 mmurata@hyogo-u.ac.jp 特別支援教育
障害児医学，障害および併存症の早期発見・早期支援，発達
相談

日本語，英語 1 英語文献読解力，日本語会話能力，フィリピン（1名）

31009 石倉 健二 kenji@hyogo-u.ac.jp 特別支援教育 肢体不自由，重度重複障害，心理リハビリテーション 日本語，英語 1 日本語文献読解力，英語文献読解力

31010 井澤 信三 isawa@hyogo-u.ac.jp
特別支援教育，

教育心理学
発達障害，自閉症，応用行動分析 日本語，英語 1 英語文献読解力

31011 當山 清実 tyks@hyogo-u.ac.jp
スクールマネジメ

ント
教育経営，教師教育 日本語，西語 1 日本語文献読解力，日本語会話能力，ミャンマー（１名）

31012 溝邊 和成 mizobek@hyogo-u.ac.jp 理科教育 理科教育学，生活科・総合的学習論 日本語 1 ウズベキスタン（1名）

31013 松本 剛 tmatsumt@hyogo-u.ac.jp 臨床心理学 教育相談，ひきこもり 日本語，英語 1 日本語文献読解力，英語文献読解力

31014 谷田 増幸 tanida@hyogo-u.ac.jp 教育学 価値，道徳性，倫理学 日本語，英語 1 フィジー（1名）

31015 菅井 三実 ksugai@hyogo-u.ac.jp 日本語学
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

日本語，英語 1

31016 羽田潤 hada@hyogo-u.ac.jp 国語科教育
国語科教育, メディア教育, ICT教育, 児童文化研究, サブカ
ルチャー研究

日本語 1 日本語文献読解力,日本語会話能力

31017 吉田 達弘 tyoshida@hyogo-u.ac.jp 英語教育 英語教育，英語授業研究，社会文化理論，言語教師教育 日本語，英語 1 英語会話・読解力，エルサルバドル（1名）

31018 TADA WENDY EILEEN wendy@hyogo-u.ac.jp 英語教育
言語学, 外国語教育, 第二言語習得、英語教育、英語教師教
育

日本語，英語 1 マラウイ（1名），インドネシア（1名），グアテマラ（1名）

31019 鳴海 智之 narumi@hyogo-u.ac.jp 英語教育
英語教育，外国語教育，心理言語学，第二言語習得，語彙学
習，文理解，文産出

日本語，英語 1 英語会話力，英語文献読解力

31020 原田 誠司 seiharad@hyogo-u.ac.jp 日本史 日本近世史，近世村落成立史論 日本語 1

31021 森 秀樹 hmori@hyogo-u.ac.jp 哲学 哲学（現代哲学），文化論，市民性教育 日本語，英語 1

31022 山内 敏男 tyamachi@hyogo-u.ac.jp 社会科教育 社会系教科教育，歴史教育 日本語 1 日本語による議論ができること，日本語文献読解力

31023 福田 喜彦 yfukuda@hyogo-u.ac.jp 社会科教育 社会系教科教育，歴史教育，公民教育 日本語 1 日本語文献読解力

31024 國岡 髙宏 kunioka@hyogo-u.ac.jp 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，英語 1 日本語文献読解力,　マラウイ（1名）

31025 川﨑　由花 kawasaki@hyogo-u.ac.jp
教育学，グローバ
ル・スタディーズ

教育学，教育方法 日本語，英語 1

ガボン（1名），マラウイ（1名），モロッコ（1名），フィリ
ピン（1名），サウジアラビア（1名），リベリア（1名），イ
ンドネシア（1名）,ジンバブエ（1名），ナイジェリア（1
名）, ブルキナファソ（1名）

31026 吉田　夏帆 nyoshida@hyogo-u.ac.jp
国際協力学,
国際教育

教育開発，国際教育協力，授業分析 日本語，英語 1

学校教育研究科
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