
岡山大学 (岡山県)

◇教員研修コースの概要・特色
○研修コースの特色
日本語ができない研修生に6ヶ月間初歩から日本語と日本事情に

関する研修を集中的に行います。その後，それぞれの研修生が深め
たい専門教育を1年間行い，研修生の研修目的を十分に達成させま
す。
○受入定員：12人以内
○研修コースの概要
・日本語予備教育

・10月から3月までの6ヶ月間，基幹教育センターにおいて
日本語予備教育として，日本語及び日本事情を原則として
600時間実施します。

・研修生の日本語学習歴に応じ，また漢字圏，非漢字圏に
分けてクラス編成しています。

・研修生のレベルに応じて補講を行っています。
・専門教育
【1年コース】
・指導教員との面談を通じて,教員研修留学生の関心や日本語
能力に応じて研究計画を設定します。研究計画や教員研究
留学生の希望に沿って,大学の講義や近隣の小・中学校での
授業観察等を組み合わせたプログラムを受講します。

【1年半コース】
・10月までに,日本語予備教育が不要であると指導教員が判断

した場合は,10月から専門教育を受けることが可能です。
※事前に指導教員との面談を行う可能性があります。

・見学・地域交流等の参加型科目
・岡山県内の公立小・中学校や岡山大学附属小・中学校等で
の授業見学や国際交流を行います。

◇修了生へのフォローアップ
岡山大学は，2011年10月に岡山大学国際同窓会を設立しました。

また，スーパーグローバルホームカミングデイを開催し，同窓生
や留学生の交流の場を設けています。今後，更に海外での活動を
充実させ，本学修了生へのフォローアップに務めていく予定です。

歴史ある総合大学として培った知見を活かしつつ，県内の学校と連携して教育実践を学ぶことが出来
ます。

◇宿 舎

◇問合せ先
所在地: 岡山県岡山市北区津島中３丁目

１番１号
担当： 岡山大学教育学系教職支援グループ
T E L : +81-86-251-7588
F A X : +81-86-251-7586
E-mail : hgg7598●adm.okayama-u.ac.jp

●を＠に置き換えてください

U R L  : http://www.okayama-u.ac.jp 

教員研修留学生は，渡日直後の半年間は岡山大学
外国人留学生・研究員宿泊施設に優先して入居する
ことができます。
宿舎費は次のとおりです。宿舎費の他に，入寮費

30,000円と光熱水道料金が必要です。宿舎費や入寮
費等の支払いは入居後となります。

○宿舎数，宿舎費
・桑の木留学生宿舎

宿舎費：月額 14,000円 ～ 16,000円

・国際交流会館： 室数 18
寄宿料：月額 27,000円

・福居留学生宿舎
寄宿料：月額 28,000円

※宿泊費等は改定する場合があります。
※宿泊施設は自分の居室も含め，全館禁煙です。
※配偶者が岡山県在住の場合は宿舎への入居は
できません。

○宿舎設備・備品：
机，椅子，ベッド，ユニットバス，トイレ，
ミニキッチン，冷蔵庫，冷暖房機

○宿舎周辺の生活情報・通学時間：
キャンパスまで徒歩10～15分程度。徒歩圏内に

ショッピングモールがあります。

◇大学紹介
○大学の概要

岡山大学は，1949年に設立された国立大学です
が，その前身は1922年設立の岡山医科大学，1900
年設立の第六高等学校など長い伝統があります。
設立後発展を重ね，現在では10の学部 及び8の大
学院を擁する全国で有数の総合大学です。

国際交流に力を入れているのが本学の特色の
ひとつです。本学に在籍している外国人留学生に
対しての日本語教育は，基幹教育センターが担当
し，生活面のサポートは国際部や留学生が在籍す
る研究科・学部などが行っています。
また，本学はSDGsに関する先進的な取り組みを

行っており，その取り組みが評価され2017年12月
には，日本政府のSDGs推進本部が選定する第1回
「ジャパンSDGsアワード」の特別賞「SDGsパート
ナーシップ賞」を国公立大学で唯一受賞しました。

・学生数 （2021年5月1日現在）
学部学生：10,084名 大学院生：2,970名

○国際交流の実績 （各年5月1日現在）
・過去3年間の受入れ実績

（留学生 / 教員研修留学生）
2021年度：774名/ 0名

2020年度：760名/ 2名

2019年度：768名 / 2名

（教員研修留学生は，1980年から毎年1～8名
受入れ，現在までに延べ19ヶ国159名を受け
入れています。）



大学名：　岡山大学（大学番号38）

◇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）

38001 木村 功 kimutaku@okayama-u.ac.jp 日本文学 日本近代文学の研究 日本語
日本語で、読む・書く・話す・聞くことが、十分にできる
者、大韓民国１名

38002 浮田 真弓 maukida@okayama-u.ac.jp 国語教育
国語科教育の授業改善とカリキュラムに関す
る研究

日本語
日本語で、読む・書く・話す・聞くことが、十分にできる
者

38003 土屋 聡 tsuchi-s@okayama-u.ac.jp 中国古典学 漢文学の研究 日本語
日本語で、読む・書く・話す・聞くことが、十分にできる
者

38004 又吉 里美 satomim@okayama-u.ac.jp 日本語学 日本語の分析 日本語
日本語で、読む・書く・話す・聞くことが、十分にできる
者

38005 大江 洋 oehiroshi@okayama-u.ac.jp 法学 法哲学 日本語 １名 日本語を読む・書く・話すことができる者

38006 大熊 正哲 ohkuma@okayama-u.ac.jp 応用経済学 金融論及びその他の応用経済学
日本語
又は英語

１名 日本語又は英語を読む・書く・話すことができること

38007 川田 力 tkawada@okayama-u.ac.jp 人文地理学 日本地誌および地理教育
日本語、
英語、独語

１名 日本語もしくは英語，独語の話せる者

38008 桑原 敏典 kuwabara@okayama-u.ac.jp 社会科教育
社会科教育のカリキュラム、授業構成につい
ての研究

日本語、英語 １名
日本もしくは英語を読み・話すことができる者，大韓民国
１名

38009 高田 宏史
h_takada1978@okayama-

u.ac.jp
政治学 西洋政治思想史および政治哲学 日本語、英語 １名 日本語もしくは英語を読む・書く・話すことができる者

38010 松多 信尚 matta@okayama-u.ac.jp 地理学 地形学および災害の地理学 日本語、英語 １名 日本語又は英語が話せること

38011 宮崎 宏志 sophia@okayama-u.ac.jp 倫理学 倫理学的見地からの道徳教育 日本語 １名 日本語を読み・書き・話すことができる者

38012 村井 良介 murair@okayama-u.ac.jp 日本史学 日本中世史 日本語 １名 日本語を読む・書く・話す・聞くことが、十分にできる者

38013 山田 秀和 hiyamada@okayama-u.ac.jp 社会科教育
社会科教育のカリキュラム、授業構成につい
ての研究（歴史教育中心）

日本語 １名 日本語を読み・書き・話すことができる者、ガーナ1名

38014 岡崎 正和 masakazu@okayama-u.ac.jp 数学教育 算数・数学教育における理解論、授業設計論 日本語、英語 １名 日本語又は英語が話せること

38015 石橋 一昴 iishibashi@okayama-u.ac.jp 数学教育 算数・数学教育における授業設計論 日本語 １名 日本語が話せること

38016 中村 登 n-nakamu@okayama-u.ac.jp 数学 関数解析学 日本語、英語 １名 日本語又は英語が話せること

38017 中川 征樹 nakagawa@okayama-u.ac.jp 数学 トポロジー 日本語、英語 １名 日本語又は英語が話せること

38018 宮内 通孝 miyauchi@okayama-u.ac.jp 数学 整数論 日本語、英語 １名 日本語又は英語が話せること

38019 仲田 研登 nakada@okayama-u.ac.jp 数学 表現論、組合せ論 日本語、英語 １名 日本語又は英語が話せること

38020 安藤 元紀 andom@okayama-u.ac.jp 生物学 細胞生理学，生物物理学，形態学 日本語、英語 １名 英語又は日本語ができること

教育学研究科

国語教育
講座全体
で１名

http://soran.cc.okayama-u.ac.jp/view?l=ja&u=3833f264e0b4383374506e4da22f6611&a2=1000002&o=affiliation&sm=affiliation&sl=ja&sp=5#
mailto:kimutaku@okayama-u.ac.jp#
http://soran.cc.okayama-u.ac.jp/view?l=ja&u=b6d3d7d303d6a6ef74506e4da22f6611&a2=1000002&o=affiliation&sm=affiliation&sl=ja&sp=2#
mailto:maukida@okayama-u.ac.jp#
http://soran.cc.okayama-u.ac.jp/view?l=ja&u=3765f03fc8daa45974506e4da22f6611&a2=1000002&o=affiliation&sm=affiliation&sl=ja&sp=7#
mailto:tsuchi-s@okayama-u.ac.jp#
http://soran.cc.okayama-u.ac.jp/view?l=ja&u=58387db0194687d674506e4da22f6611&a2=1000002&o=affiliation&sm=affiliation&sl=ja&sp=9#
mailto:satomim@okayama-u.ac.jp#
http://soran.cc.okayama-u.ac.jp/view?l=ja&u=f2f51c6c3922686574506e4da22f6611&a2=1000002&o=affiliation&sm=affiliation&sl=ja&sp=2#
mailto:oehiroshi@okayama-u.ac.jp#
http://soran.cc.okayama-u.ac.jp/view?l=ja&u=c8fa02698cf2dd3474506e4da22f6611&a2=1000002&o=affiliation&sm=affiliation&sl=ja&sp=3#
mailto:ohkuma@okayama-u.ac.jp#
http://soran.cc.okayama-u.ac.jp/view?l=ja&u=1e792d9f3b43486474506e4da22f6611&a2=1000002&o=affiliation&sm=affiliation&sl=ja&sp=5#
mailto:tkawada@okayama-u.ac.jp#
http://soran.cc.okayama-u.ac.jp/view?l=ja&u=6baf11b5b3af198874506e4da22f6611&a2=1000002&o=affiliation&sm=affiliation&sl=ja&sp=5#
mailto:kuwabara@okayama-u.ac.jp#
http://soran.cc.okayama-u.ac.jp/view?l=ja&u=e256b81666bf110174506e4da22f6611&a2=1000002&o=affiliation&sm=affiliation&sl=ja&sp=6#
mailto:h_takada1978@okayama-u.ac.jp#
mailto:h_takada1978@okayama-u.ac.jp#
http://soran.cc.okayama-u.ac.jp/view?l=ja&u=f0b4323ba3eb366274506e4da22f6611&a2=1000002&o=affiliation&sm=affiliation&sl=ja&sp=9#
mailto:matta@okayama-u.ac.jp#
http://soran.cc.okayama-u.ac.jp/view?l=ja&u=fe70139b3c952dff74506e4da22f6611&a2=1000002&o=affiliation&sm=affiliation&sl=ja&sp=10#
mailto:sophia@okayama-u.ac.jp#
http://soran.cc.okayama-u.ac.jp/view?l=ja&u=0c963a4d2cc9c1af74506e4da22f6611&a2=1000002&o=affiliation&sm=affiliation&sl=ja&sp=10#
mailto:murair@okayama-u.ac.jp#
http://soran.cc.okayama-u.ac.jp/view?l=ja&u=10b4b5c0b0e5189a74506e4da22f6611&a2=1000002&o=affiliation&sm=affiliation&sl=ja&sp=11#
mailto:hiyamada@okayama-u.ac.jp#
http://soran.cc.okayama-u.ac.jp/view?l=ja&u=80c1464c08630679&a2=1000002&o=affiliation&sm=affiliation&sl=ja&sp=3#
mailto:masakazu@okayama-u.ac.jp#
mailto:iishibashi@okayama-u.ac.jp#
http://soran.cc.okayama-u.ac.jp/view?l=ja&u=01f15d10c4f09bee74506e4da22f6611&a2=1000002&o=affiliation&sm=affiliation&sl=ja&sp=8#
mailto:n-nakamu@okayama-u.ac.jp#
http://soran.cc.okayama-u.ac.jp/view?l=ja&u=508e36c18f5fcfea74506e4da22f6611&a2=1000002&o=affiliation&sm=affiliation&sl=ja&sp=8#
mailto:nakagawa@okayama-u.ac.jp#
http://soran.cc.okayama-u.ac.jp/view?l=ja&u=6593a0784c76307074506e4da22f6611&a2=1000002&o=affiliation&sm=affiliation&sl=ja&sp=10#
mailto:miyauchi@okayama-u.ac.jp#
http://soran.cc.okayama-u.ac.jp/view?l=ja&u=f001bfb2afe0f4b974506e4da22f6611&a2=1000002&o=affiliation&sm=affiliation&sl=ja&sp=8#
mailto:nakada@okayama-u.ac.jp#
http://soran.cc.okayama-u.ac.jp/view?l=ja&u=46a14c64d048cb9174506e4da22f6611&a2=1000002&o=affiliation&sm=affiliation&sl=ja&sp=1#
mailto:andom@okayama-u.ac.jp#


38021 石川 彰彦 teruhiko@okayama-u.ac.jp 化学 新規合成反応の開発 日本語、英語 １名 英語又は日本語ができること

38022 稲田 佳彦 y-inada@okayama-u.ac.jp
物理学・理科教

育
物理教育。物性研究（超伝導。磁性。極低温
実験）

日本語、英語 １名 英語又は日本語ができること

38023 藤井 浩樹 fujii-hi@okayama-u.ac.jp 理科教育 理科カリキュラム、理科学習指導の研究 日本語、英語 １名 英語又は日本語ができること

38024 宇野康司 unokoji@okayama-u.ac.jp 固体地球科学 古地磁気学、岩石磁気学 日本語、英語 １名 英語又は日本語ができること

38025 齊藤 武 saitake@okayama-u.ac.jp 作曲・指揮 作曲・作曲理論、指揮・指揮法 日本語 大学学部卒業以上の学力のある者及び現職教員

38026 早川　倫子 rinko@okayama-u.ac.jp 音楽教育 音楽科教育、乳幼児の音楽的発達 日本語
日本語で、読む・書く・話す・聞くことが、十分にできる
者

38027 小川 容子 yogawa@okayama-u.ac.jp 音楽教育 日本の音楽授業研究，音楽知覚認知研究 日本語
日本語で、読む・書く・話す・聞くことが、十分にできる
者

38028 長岡　功 isaon@okayama-u.ac.jp 器楽(ピアノ) ピアノ作品の解釈と演奏法の研究 日本語 大学での鍵盤楽器の学修経験があること

38029 諸田大輔 d-morota@okayama-u.ac.jp 器楽(管楽器)
管楽器作品の解釈と演奏法の研究、（特にフ
ルート）

日本語 大学での管楽器の学修経験があること

38030 虫明眞砂子 mushiaki@okayama-u.ac.jp 声楽・合唱 合唱指揮, 合唱指導, 歌唱指導, 合唱, 声楽, 日本語 大学での声楽や合唱の学修経験があること

38031 大橋 功 isa-o@okayama-u.ac.jp 美術教育 美術、工芸教育 日本語 日本語が話せること

38032 赤木 里香子 rikako@okayama-u.ac.jp 美術教育 美術、工芸教育、美術理論 日本語 日本語が話せること

38033 山本 和史 kazuyama@okayama-u.ac.jp
工芸工業デザイ

ン学
木材工芸、材料の加工法、工業デザイン 日本語 日本語が話せること

38034 清田 哲男 kiyota925@okayama-u.ac.jp 美術教育 美術、工芸教育 日本語 日本語が話せること

38035 加賀 勝 mkaga@okayama-u.ac.jp スポーツ科学 身体運動の分析 日本語 １名 日本語が話せること

38036 足立 稔 adachi@okayama-u.ac.jp 保健学 健康教育，予防医学 日本語 １名 日本語が話せること

38037 原 祐一 yuichi@okayama-u.ac.jp 保健体育 体育科教育 日本語 １名 日本語が話せること

38038 佐藤 園 ssono@okayama-u.ac.jp 家政教育 家庭科教育 日本語 日本語が話せること

38039 李 璟媛 leekw@okayama-u.ac.jp 家庭経営 家族関係 日本語 日本語が話せること

38040 篠原 陽子 sw20@okayama-u.ac.jp 被服学 被服整理学 日本語 日本語が話せること

38041 入江 隆 irie@okayama-u.ac.jp 電気工学 電気エネルギー教育 日本語、英語 １名 英語又は日本語ができること

38042 笠井 俊信 kasai@okayama-u.ac.jp 情報工学 情報教育，教育のICT活用 日本語 １名
講義を理解できる日本語能力，希望する専門分野に関する
基礎的知識

38043 野毛 宏文 noge@okayama-u.ac.jp 機械工学 デジタルファブリケーション 日本語、英語 １名 日本語または英語が話せること

38044 岡田 和也 kazokada@okayama-u.ac.jp 英語英文学 英文学の指導 日本語、英語 １名 英語もしくは日本語が高いレベルで理解できる者

38045 脇本 恭子 kwakimot@okayama-u.ac.jp 英語英文学
１８世紀の英国文学作品の言語・文体に関す
る研究

日本語、英語 １名 英語もしくは日本語が高いレベルで理解できる者

音楽教育
講座全体
で1名

美術教育
講座全体
で１名

家庭科教
育講座全
体で１名
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38046 小山 尚史 tkoyama@okayama-u.ac.jp 英語教育 英語の聴解に関する研究 日本語、英語 １名
英語もしくは日本語でコミュニケーションができる者, マ
ラウイ１名

38047
スコット ガード

ナー
scott@okayama-u.ac.jp

英語コミュ
ニケーション

英語ライティング、異文化コミュニケーショ
ン、Bakhtinian Dialogue

日本語、英語 １名 英語が話せること

38048 ショウナ　キャロル scarroll@okayama-u.ac.jp 異文化理解
異文化理解，クリティカル・リテラシー，社
会正義，ジェンダーの公平・公正，LGBTQ関連

英語、日本語 1名 英語と日本語で科学的レポートの読み書きができること

38049 佐藤 暁 sato2ru@okayama-u.ac.jp 障害児教育学 障害児心理臨床 日本語 １名 日本語が話せること

38050 大竹 喜久 ohtake@okayama-u.ac.jp 障害児教育 知的障害児教育課程・方法論 日本語 １名 日本語が話せること

38051 大守 伊織 iori@okayama-u.ac.jp 障害児教育 神経発達の生理・病理 日本語、英語 １名 英語論文が読める、書ける

38052 吉利 宗久 yositosi@okayama-u.ac.jp 障害児教育 特別支援教育の歴史と法制 日本語 １名 日本語が話せること

38053 丹治 敬之 tanji@okayama-u.ac.jp 障害児教育学 発達障害児指導法 日本語 １名 日本語が話せること

38054 髙橋 敏之 foxbat@okayama-u.ac.jp
幼児保育学，

児童学，
初等芸術教育学

幼児の表現、言葉、環境、児童文化と、それ
に関連する保育実践、家庭教育、幼小一貫教
育、小学校生活科教育について研究する。

日本語 １名 日本語がある程度話せること

38055 西山 修 osam@okayama-u.ac.jp 幼児教育学 日本における保育内容（人間関係，環境） 日本語 １名 日本語の文献が読めること

38056 片山 美香 kmika@okayama-u.ac.jp
臨床・発達心理

学
就学前から児童期に至る心理社会的発達支援
に関する研究

日本語 １名 日本語の文献が読めること

38057 横松 友義 yokoma@okayama-u.ac.jp 幼児教育 幼児教育の研究 日本語 １名 日本語の文献が読めること

38058 髙瀬 淳 takase@okayama-u.ac.jp 教育行政 日本の教育行政・制度について 日本語 １名 日本語の文献が読めること

38059 尾上 雅信 onoue@okayama-u.ac.jp 教育学 日本におけるフランス教育史研究の概要 日本語 １名 日本語の文献が読めること

38060 熊谷 愼之輔 kumagai@okayama-u.ac.jp 生涯学習学 日本の社会教育・生涯学習について 日本語 １名 日本語の文献が読めること

38061 山口 健二 yama_ken@okayama-u.ac.jp 教育制度 日本の教育制度の社会学的研究 日本語 １名 日本語の文献が読めること

38062 尾島 卓 ojitaku@okayama-u.ac.jp 教育方法学 日本における学校教育実践に関する研究 日本語 １名 日本語の文献が読めること

38063 梶井 一暁 kkajii@okayama-u.ac.jp 教育学 日本を中心とする教育の歴史に関する研究 日本語 １名 日本語の文献が読めること

38064 平田 仁胤 yoshitsugu@okayama-u.ac.jp 教育学 教育に関する哲学的研究 日本語 １名 日本語の文献が読めること

38065 青木 多寿子 aokit@okayama-u.ac.jp 発達心理学 人の人間的成長・発達に関する研究 日本語、英語 日本語または英語が話せること，ミャンマー１名

38066 寺澤 孝文 terasawa@okayama-u.ac.jp 教育学習科学 学習・記憶に関する研究 日本語 日本語でのコミュニケーション能力が十分な者

38067 三宅 幹子 miyake@okayama-u.ac.jp 発達心理学 仲間関係に関する研究 日本語、英語 日本語または英語が話せること

38068 岡崎 善弘 okazakiys@okayama-u.ac.jp 発達心理学 認知発達に関する研究 日本語、英語 日本語または英語が話せること

教育心理
学講座全
体で１名
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38069 伊藤 武彦 takehiko@okayama-u.ac.jp 学校保健医科学

学校安全、特に通学区域の安全についての研
究、環境側的に基づく熱中症予防に関する研
究、学校分析に用いるための通学区域の分析
法に関する研究、薬物乱用防止教育に関する
研究

日本語 日本語が話せること

38070 上村 弘子 kamimu_h@okayama-u.ac.jp 養護実践学
開発途上国における学校保健活動のあり方や
わが国の養護実践に関する研究

日本語 日本語が話せること

38071 松枝 睦美 matsueda@okayama-u.ac.jp 学校保健医科学

学校救急処置における養護教諭の専門性につ
いての研究と、性にかかわる発達課題や健康
問題を保健指導や保健教育にいかすことがで
きるのかについて研究

日本語 日本語が話せること

38072 三村 由香里 mimurin@okayama-u.ac.jp 学校保健医科学

発育発達過程において、内分泌要因がどのよ
うに影響を及ぼしているかについての研究
や、健康診断をどのように健康教育にいかす
ことができるのかについて研究

日本語 日本語が話せること

38073 棟方 百熊 munakata@okayama-u.ac.jp 養護実践学
保健教育（健康教育）の内容や方法に関する
研究や子どもの健康と生活習慣に関する研究

日本語 日本語が話せること

38074 津島 愛子 aiko2013@okayama-u.ac.jp 学校保健医科学
スポーツ医学やスポーツ外傷・障害、運動器
検診に関する研究

日本語

38075 山内 愛 yamauchiai@okayama-u.ac.jp 養護実践学
養護教諭の職務に関連した国際比較研究とわ
が国の養護実践に関する研究

日本語 日本語が話せること

38076 金川 舞貴子 kanamaki@okayama-u.ac.jp 教育経営 学校経営、教師教育に関する研究 日本語、英語 日本語の文献が読めること

38077 松田 聡 manyo@okayama-u.ac.jp 日本文学 日本上代文学の研究 日本語
日本語で、読む・書く・話す・聞くことが、十分にできる
者。日本の古典文学を原典で読める者。

38078 宮本 浩治 komiyamo@okayama-u.ac.jp 国語教育 教科教育研究（国語科教育） 日本語
日本語で、読む・書く・話す・聞くことが、十分にできる
者

38079 川崎 弘作 k-kawasaki@okayama-u.ac.jp 理科教育 理科学習指導の研究 日本語
日本語で、読む・書く・話す・聞くことが、十分にできる
者

養護教育
講座全体
で１名

講座で１名
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