
鳴門教育大学 (徳島県)

本学は学校現場とのつながりも強く，教員や児童・生徒との交流のチャンスもあります。

共通科目「日本の教育と文化」を設定し，指導教員により個別指導が行われる他，大学院の授業を聴講できます。

◇大学紹介 ◇教員研修コースの概要 ◇宿 舎

学生の勉学のための生活環境を提供するため，
大学キャンパス内に学生宿舎が設置されている。
教員研修留学生は，宿舎への入居が可能である。

◇問合せ先
大学所在地 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島748

担当部署 教務企画部学生課国際交流係
連絡先 TEL: +81-88-687-6116

FAX: +81-88-687-6121
E-mail: kokusai@naruto-u.ac.jp

ウェブページ http://www.naruto-u.ac.jp/iso/

○大学の概要
本学は，社会的要請に基づき，主として現職

教員に高度の研究・研鑽の機会を確保する大学
院と，初等教育教員及び中学校教員の養成を行
う学部を持ち，学校教育に関する理論的・実践
的な教育研究を進める「教員のための大学」及
び学校教育の推進に寄与する「開かれた大学」
として１９８１年１０月１日に創設された。

大学院学校教育研究科「修士課程」において，
教科・領域等における専門性を培い，優れた教
育実践を展開できる能力を，「専門職学位課
程」では，幅広い視点からの問題分析力・対応
力・解決力を培い，学校や地域で指導力を発揮
できる力量を，それぞれ有する初等中等教育教
員を養成することを目的としている。

・地域の特色
本学が所在する鳴門市は，日本の南西，四国

の東部徳島県東北部に位置し，本学のキャンパ
スは鳴門市の中心部から北へ約４kmの位置にあ
り，紺碧の海と緑の丘陵に囲まれた勉学にいそ
しむ場として最適の環境の地である。
また，日本の古都京都，日本第２の経済都市

大阪に近く，西日本の海外の玄関，関西国際空
港から約２時間の地にあり，生活を営む地域と
して最適である。

・学生数（2017年10月1日現在）
学部 464人，大学院（修士課程） 433人

○国際交流の実績（2017年10月1日現在）
・協定締結校 16校
・留学生数 37人
・教員研修留学生受入実績（専門研修）
2015年度 2人, 2016年度 7人，2017年度 4人

○コースの特色
専門家から教育事情についての最新情報を得るため，また，日

本の教育制度，文化について理解を深めるために，教員研修留学
生を対象に共通科目「日本の教育と文化」を設定している。この
科目では，教育史，教育制度を学ぶ他，附属学校（園）の研究授
業を見学などの行う。
また，指導教員により，一人一人の研修目的に応じた個別指導

が行われる他，大学院の授業を聴講できる。

○受入定員 約 １０ 人

○研修コースの概要

・日本語教育
●日本語クラス
徳島大学で６か月の日本語集中コースの教育を受ける。

●日本語補講（前期・後期）
レベル・技能別の日本語補講を受講できる。

●日本語Ⅰ,日本語Ⅱ（前期）
日本語Ⅲ,日本語Ⅳ,日本事情・日本文化（後期）
各自レベルに応じて大学院で開講している授業を聴講できる。

・専門教育
日本の教育と文化（前期）
講義は日本語及び英語で行われ、必要に応じて通訳をつける。
（学校制度，教育課程，教科書行政，教員養成・教育実習等）

・見学・地域交流等の参加型科目
日帰り，一泊研修など

・その他
行事等への参加
入学式，小学校訪問，国際交流パーティ，日本文化体験，
健康診断，研究発表会及び修了式など

○宿舎数

（注）寄宿料は月額（2017年4月1日現在）である。
共益費,光熱費は別途必要である。

○宿舎設備・備品

机,イス,本棚,衣類収納ロッカー,ベットと収納
庫,照明器具,テレビ配線,電話配線,インターネッ
ト配線。

◇修了生へのフォローアップ
帰国後のネットワーク作りを目的とし，本学修了生に対しメー

ルマガジンを配信している。



大学名：　鳴門教育大学（大学番号４０）

◇研修内容、受入可能人数、資格及び条件など

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）

木内　陽一　教授 kiuchi@naruto-u.ac.jp 教育哲学
日・独の教育理論や教育思想の
歴史と構造

日本語およびド
イツ語

１人

皆川　直凡　教授 minagawa@naruto-u.ac.jp 教育認知心理学
心を育てる文化的活動について
の心理学的研究

英語および日本
語

１人

山崎　勝之　教授 ky341349@naruto-u.ac.jp 発達健康心理学
学校における健康と適応のため
の予防教育

英語 １人 パキスタン（1，2017年）

内田　香奈子　准教授 k.uchida@naruto-u.ac.jp 心理教育科学 予防教育
英語および日本
語

１人

田村　隆宏　教授 takatam@naruto-u.ac.jp 幼児心理学 幼児の言葉の獲得 １人 同じ専門分野であること

湯地　宏樹　教授 hyuji@naruto-u.ac.jp 幼児教育学 幼児の遊び,保育 １人 同じ専門分野であること

太田　直也　教授 ota@naruto-u.ac.jp 人間科学
学校教育における文学・芸術の
有用性

金野　誠志　准教授 skanou@naruto-u.ac.jp 人間科学
教育実践学，文化理解教育，道
徳教育実践

谷村　千絵　准教授 tanimura@naruto-u.ac.jp 人間科学 教育哲学

田村　和之　准教授 ktamura@naruto-u.ac.jp 環境教育 環境教育

粟飯原　良造　教授 raihara@naruto-u.ac.jp 教育相談・臨床心理 教育相談と教育臨床心理学

葛西　真記子　教授 mkasai@naruto-u.ac.jp 教育相談・臨床心理 教育相談と臨床心理学

吉井　健治　教授 kyoshii@naruto-u.ac.jp 教育相談・臨床心理 教育相談と教育臨床心理学

今田　雄三　教授 yimada@naruto-u.ac.jp 教育相談・臨床心理 教育相談と児童青年期精神医学

小倉　正義　准教授 mogura@naruto-u.ac.jp 教育相談・臨床心理 教育相談と臨床心理学

久米　禎子　准教授 tkume@naruto-u.ac.jp 教育相談・臨床心理 教育相談と教育臨床心理学

古川　洋和　講師 hfurukawa@naruto-u.ac.jp 教育相談・臨床心理 教育相談と臨床心理学

40005 田中　淳一　教授 tanakaj@naruto-u.ac.jp 認知脳科学 記憶・学習の神経機構 １人 同じ専門分野であること

薮下　克彦　教授 yabuchan@naruto-u.ac.jp 英語学，言語学 理論言語学(形式意味論) イエメン(1, 2015年)

山森　直人　教授 yamamori@naruto-u.ac.jp 英語科教育 英語科教育法・海外の英語教育
韓国（1, 2012年）, インドネシア(1, 2013年), インドネ
シア（1，2016年）

ｼﾞｪﾗｰﾄﾞ･ﾏｰｼｪｿ　准教授 gerard@naruto-u.ac.jp 英語科教育カリキュラム開発 小学校英語教育 インドネシア（1，2016年）

畑江　美佳　准教授 mhatae@naruto-u.ac.jp 英語科教育 小学校英語教育
マダガスカル（1, 2013年）,エルサルバドル（1, 2014年）,クロ
アチア（1, 2015年）

眞野　美穂　准教授 mmano@naruto-u.ac.jp 英語学，言語学 統語論，日英対照言語学

吉川ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ　准教授 yelizabeth@naruto-u.ac.jp 英語教育
英語政策、グローバリゼーショ
ン

受入分野と同じ専門分野であること

学校教育研究科

40001

40004 １人
同じ専門分野であること、日本語でカウンセリングが可能
な者

40002

40003

２人(状況に
応じて変更す
る場合があ

る)

40006
英語および日本
語

２人

http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121604405/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121604443/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121604429/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2011091500025/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603996/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2012032100052/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603750/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2013031900094/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603781/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2011052400036/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603897/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603620/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603583/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603743/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2011060200017/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603958/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2013031900018/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603149/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121604313/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603613/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603859/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2012032100069/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2011062100018/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2014100100025/


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）

梅津　正美　教授 umezu@naruto-u.ac.jp 社会科教育学 社会科教育学

立岡　裕士　教授 tatuoka@naruto-u.ac.jp 人文地理学 人文地理学

山本　　準　教授 jun@naruto-u.ac.jp 社会学 社会学

青葉　暢子　教授 aoba@naruto-u.ac.jp 経済学
経済学，保険理論，金融論，財
政学，公共経済学

原田　昌博　教授 mharada@naruto-u.ac.jp 西洋史 ドイツ現代史

麻生　多聞　准教授 tamon@naruto-u.ac.jp 憲法 憲法学

伊藤　直之　准教授 naoyuki@naruto-u.ac.jp 社会科教育学 社会科教育学

井上　奈穂  准教授 ninoue@naruto-u.ac.jp 社会科教育学 社会科教育学

畠山　輝雄　准教授 thatakeyama@naruto-u.ac.jp 人文地理学 人文地理学

町田　　哲　准教授 machida@naruto-u.ac.jp 日本史 日本近世史

秋田　美代　教授 akitam@naruto-u.ac.jp 数学教育学 指導方法及び評価論，教材論 モンゴル（1, 2012年）,フィリピン（1, 2016年)

佐伯　昭彦　教授 asaeki@naruto-u.ac.jp 数学教育学 教材論，テクノロジー活用 メキシコ（1, 2016年）,マラウイ（1，2017年）

宮口　智成　准教授 tmiyaguchi@naruto-u.ac.jp 数理科学 非線形力学，確率論 ウガンダ(1, 2013年)

早田　　透　講師 thayata@naruto-u.ac.jp 数学教育学 教授学的状況の設計論

佐藤　勝幸　教授 kksato@naruto-u.ac.jp 生物学，理科教育 生物学，理科教育 ミャンマー(1,2013年)

武田　　清　教授 takeda@naruto-u.ac.jp 物理化学 物性物理化学 ラオス（1，2016年）

粟田　高明　准教授 tawata@naruto-u.ac.jp 物理学 放射線物理学・物性物理学

山根　秀憲　教授 yamane@naruto-u.ac.jp オーボエ 管楽器演奏法及び指導法の研究 １人

森　　　正　教授 morishou@naruto-u.ac.jp ピアノ ピアノ演奏法及び指導法の研究 １人

山田  啓明　准教授 hyamada@naruto-u.ac.jp 指揮
指揮法及びアンサンブル指導の
研究

１人

小川　　勝　教授 ogawa@naruto-u.ac.jp 美術史・芸術学 美術の理論的研究
英語、スペイン
語、フランス語

1人

山木　朝彦　教授 yamaki@naruto-u.ac.jp 美術科教育 日本の美術教育について 英語 １人
40011

学校教育研究科

ドイツ語

40009

英語および日本
語

40008

40007 日本語 ２人

５人

40010

英語 ２人

http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121604368/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121604375/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121604399/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603682/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603828/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603798/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121604139/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2011072800014/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2013031900087/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603804/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603699/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121604146/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2011101900012/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2017040300036/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121604580/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121604603/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121604627/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603200/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603187/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603194/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603248/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603286/


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）

梅野　圭史　教授 umeno@naruto-u.ac.jp 体育科教育学
身体教育論，体育科授業論，体
育科教材論

木原　資裕　教授  kihara12@naruto-u.ac.jp 体育社会学，武道論 体育社会学，武道論

田中　弘之　教授 tanakah@naruto-u.ac.jp 運動生理学 運動論

綿引　勝美　教授 watahiki@naruto-u.ac.jp スポーツ運動論 体育学

藤田　雅文　教授 fijitam@naruto-u.ac.jp 体育経営学 体育経営学

松井　敦典　教授 matsui@naruto-u.ac.jp スポーツ・バイオメカニクス 運動学

南　　隆尚　准教授 minami@naruto-u.ac.jp 野外運動論 運動学

湯口　雅史　准教授 myuguchi@naruto-u.ac.jp 体育科教育学 体育科授業論

伊藤　陽介　教授 ito@naruto-u.ac.jp 情報 情報

菊地　　章　教授 kikuchi@naruto-u.ac.jp 情報 情報

宮下　晃一　教授 miyasita@naruto-u.ac.jp 機械 機械 ホンジュラス（1, 2014年）

米延　仁志　教授 yn@naruto-u.ac.jp 　 木材加工 木材加工

曽根　直人　准教授 naosone@naruto-u.ac.jp 　 情報 情報

宮本　賢治　准教授 kmiyamot@naruto-u.ac.jp 電気 電気

金    貞均　教授 kim@naruto-u.ac.jp 住居学
住様式及び居住システム，住教
育

英語、韓国語 １人

西川　和孝　教授 nishikw@naruto-u.ac.jp 食物学 食教育 １人

福井　典代　教授 fukui@naruto-u.ac.jp 被服学 衣生活教育 １人

坂本　有芳　准教授 ysakamoto@naruto-u.ac.jp 消費生活科学 生活経営・消費者教育 １人

速水　多佳子　准教授 thayami@naruto-u.ac.jp 家庭科教育 家庭科教育 １人 ガーナ(1,2013年)

小澤　大成　教授 hiroaki@naruto-u.ac.jp 　 地球科学・理科教育
初中等の理科教育・教員研修・
地質学

英語 １人

石坂　広樹　准教授 hishizaka@naruto-u.ac.jp 教育調査・教育政策
算数数学教育・国際教育・統計
学

英語・フランス
語・スペイン語

１人 ブラジル（1，2016年）

石村　雅雄　准教授 maishim@naruto-u.ac.jp 教師教育・教育政策
日本や諸外国の教師教育・教育
政策に関する研究

英語又はフラン
ス語

１人 ブルキナファソ（1，2016年）

40014
英語

英語 ２人

40015

40013

40012 英語 ２人

学校教育研究科

http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603538/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603330/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603323/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603385/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603347/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603354/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603361/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2012032100038/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603637/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603392/
http://www.naruto-u.ac.jp/edb/researcher/2010121603422/
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