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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 田中 雅和 tnkms@hyogo-u.ac.jp 日本語学 国語史（日本語史），中世語，和漢混淆文 日本語 古典等が理解できること

31002 山口 眞琴 makyama@hyogo-u.ac.jp 日本文学 中世文学，物語，説話，日本仏教 日本語 古典等が理解できること

31003 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

31004 岡崎 渉 okazakiw@hyogo-u.ac.jp 日本語学
言語学, 日本語教育, 日本語教育学，年少者日本語教
育，談話分析，会話分析，社会言語学

日本語 インドネシア

31005 有働 眞理子 mariudo@hyogo-u.ac.jp
言語学，外国語

学
英語語法文法研究，文法指導，言語能力獲得と身体性 日本語，英語 英語会話力

31006 吉田 達弘 tyoshida@hyogo-u.ac.jp 英語教育 英語教育，英語科カリキュラム研究，英語科指導法研究 日本語，英語 英語会話力，アフガニスタン，ブラジル，エルサルバドル

31007 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 マラウイ，インドネシア，グアテマラ

31008 川﨑　由花 kawasaki@hyogo-u.ac.jp
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｶﾙﾁｬｰ･ｺ

ﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
教育学，教育方法 日本語，英語 ガボン，マラウイ，モロッコ

31009 和田　あずさ wada@hyogo-u.ac.jp
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｶﾙﾁｬｰ･ｺ

ﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語教育学 日本語，英語

学校教育研究科

2人

3人

http://hute-rd.hyogo-u.ac.jp/profile/ja.1b6a900a0c3bab2778de51574068730d.html
mailto:tnkms@hyogo-u.ac.jp
http://hute-rd.hyogo-u.ac.jp/profile/ja.6abc2b0d9014178651fb43147cfb0b3d.html#
mailto:makyama@hyogo-u.ac.jp
http://hute-rd.hyogo-u.ac.jp/profile/ja.054e8ed6cbac71e251fb43147cfb0b3d.html#
mailto:ksugai@hyogo-u.ac.jp#
http://hute-rd.hyogo-u.ac.jp/profile/ja.01131fedbc79cdf100d2c5c42e76aed6.html#
mailto:okazakiw@hyogo-u.ac.jp#
http://hute-rd.hyogo-u.ac.jp/profile/ja.440179c3ccf0279c00d2c5c42e76aed6.html#
mailto:mariudo@hyogo-u.ac.jp#
http://elt-research.com/wp/yoshida/#
mailto:tyoshida@hyogo-u.ac.jp#
http://hute-rd.hyogo-u.ac.jp/profile/ja.46ebfede2302d14c095d9bef5d1233b3.html#
mailto:wendy@hyogo-u.ac.jp#
http://hute-rd.hyogo-u.ac.jp/profile/ja.f816ce5dbdb3f9b878de51574068730d.html#
mailto:kawasaki@hyogo-u.ac.jp#
http://hute-rd.hyogo-u.ac.jp/profile/ja.61b9bddb38dcfb6078de51574068730d.html#
mailto:wada@hyogo-u.ac.jp#


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）

学校教育研究科

31010 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

31011 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

31012 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 日本語文献読解力

31013 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 日本語文献読解力

31014 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 ウズベキスタン

31015 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 日本語文献読解力，日本語会話能力

31016 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

31017 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
英語文献読解力，日本語文献読解力
（イタリア語も可）

31018 高木 厚子 takagi@hyogo-u.ac.jp 美術教育 造形美術教育 日本語 日本語文献読解力，日本語会話能力

31019 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

31020 大関 達也 oseki@hyogo-u.ac.jp 教育学 教育学，教育哲学 日本語，英語 メキシコ

31021 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 フィジー

31022 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 日本語文献読解力，英語文献読解力

31023 鳥越 隆士 torigoe@hyogo-u.ac.jp 特別支援教育 聴覚障害児心理学，手話，言語指導 日本語，英語 英語文献読解力

31024 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 英語文献読解力

31025 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 語学能力（日本語または英語）

2人

http://hute-rd.hyogo-u.ac.jp/profile/ja.82395c4e91787970c06a59ed8d9d9ae4.html#
mailto:seiharad@hyogo-u.ac.jp#
http://hute-rd.hyogo-u.ac.jp/profile/ja.02bd54a1b3d78c2d095d9bef5d1233b3.html#
mailto:hmori@hyogo-u.ac.jp#
http://hute-rd.hyogo-u.ac.jp/profile/ja.01131fedbc79cdf15471fd186680f595.html#
mailto:yfukuda@hyogo-u.ac.jp#
http://hute-rd.hyogo-u.ac.jp/profile/ja.984ff85d8108f42751fb43147cfb0b3d.html#
mailto:kunioka@hyogo-u.ac.jp#
http://hute-rd.hyogo-u.ac.jp/profile/ja.e44eef7a0729f9dc095d9bef5d1233b3.html#
mailto:mizobek@hyogo-u.ac.jp#
http://hute-rd.hyogo-u.ac.jp/profile/ja.c3656b39a9a3ecd2c06a59ed8d9d9ae4.html#
mailto:tnomoto@hyogo-u.ac.jp#
http://hute-rd.hyogo-u.ac.jp/profile/ja.fc1e27729976d09dc22b880f8d79abd5.html#
mailto:ikawachi@hyogo-u.ac.jp#
http://hute-rd.hyogo-u.ac.jp/profile/ja.7e0d50652464edb95471fd186680f595.html#
mailto:kiarart@hyogo-u.ac.jp#
http://www.art.hyogo-u.ac.jp/takagi/#
mailto:takagi@hyogo-u.ac.jp#
http://hute-rd.hyogo-u.ac.jp/profile/ja.9226f78fcaa410c9462da383396dc187.html#
mailto:toda@hyogo-u.ac.jp#
http://hute-rd.hyogo-u.ac.jp/profile/ja.5c988c8f3da37e69c0a4ad079ebcfc47.html#
mailto:oseki@hyogo-u.ac.jp#
http://hute-rd.hyogo-u.ac.jp/profile/ja.8ca9f358a7828877462da383396dc187.html#
mailto:tanida@hyogo-u.ac.jp#
http://hute-rd.hyogo-u.ac.jp/profile/ja.a7ef41c898e49139c22b880f8d79abd5.html#
mailto:tmatsumt@hyogo-u.ac.jp#
http://www.edu.hyogo-u.ac.jp/torigoe/index.html#
mailto:torigoe@hyogo-u.ac.jp#
http://hute-rd.hyogo-u.ac.jp/profile/ja.83a5a6cad18b1eef6a646ac1a75e40ee.html#
mailto:isawa@hyogo-u.ac.jp#
http://hute-rd.hyogo-u.ac.jp/profile/ja.8bc93cc8dc20d843924969ebcad9db0a.html#
mailto:kenji@hyogo-u.ac.jp#

