
福島大学 (福島県) 

 

◇大学紹介 ◇教員研修コースの概要 ◇宿 舎 

大学から約10㎞の場所に福島大学国際交流会館
があります。夫婦室・家族室は、主に研究者用。 

 

 

◇問合せ先 

大学所在地  

〒960-1296福島県福島市金谷川１番地 

担当部署 総務課国際交流センター 

連絡先 

TEL： 024-503-3066 

FAX： 024-503-3068 

E-mail: ryugaku@adb.fukushima-u.ac.jp 

福島大学ホームページ（日本語） 

http://www.fukushima-u.ac.jp/ 

福島大学ホームページ（英語） 

http://english.adb.fukushima-u.ac.jp/ 

国際交流のページ 

http://kokusai.adb.fukushima-u.ac.jp/ 

 

○大学の概要 

•福島大学は、文系・理系を含む４つの学類か
らなる総合大学です。人間発達文化学類・行政
政策学類・経済経営学類・共生システム理工学
類で構成されており、毎年約４５００名の学生
が福島大学で学んでいます。大学院は、４つの
学類に対応し、人間発達文化研究科、地域政策
科学研究科、経済学研究科、共生システム理工
学研究科の４研究科が設置されています。 

•２０１１年３月の東日本大震災と福島第一原
子力発電所事故の被災地にある大学として、被
災地・被災地域の支援活動も展開しています。 

•福島市の南郊約１０㎞の小高い丘に位置し、
緑に囲まれ、四季折々の景観に触れられる所で
す。 

○国際交流の実績 

・留学生数（２０１６年１０月１日現在） 

 ７６名（１０ヶ国・１地域） 

・大学間交流協定 

（２０１６年１０月１日現在） 

 ３７大学（１５ヶ国・１地域） 

 

 

 

 

○プログラムの特色 

人間発達文化学類において、幅広い分野で研修を行うことができま
す。 

【人間発達専攻】 

人間の教育・発達を深く理解しその自立をサポートする教育的実践
力と態度を育てます。 

【文化探求専攻】 

人間の教育・発達の基盤となる地域教育・文化に対する幅広い知識
と現代的課題に挑む問題意識や探究力の形成を目指します。 

【スポーツ・芸術創造専攻】 

人間の身体や感性の可能性を追求し，スポーツ・芸術を通して地域
教育・文化を創造し人間発達の支援に貢献します。 

○受入定員 ２名 

○研修コースの概要 

 ・日本語教育 

福島大学独自で日本語教育のコースは設けていないが、補講とし毎
週２回程度「日本語課外補講」を受講することができます。 

 ・専門教育 

指導教員の指導のもとで専門教育を行う。また、専門教育を修了す
る年度末には、「教員研修留学生研修報告書」を作成することによ
り、研修の成果を収めることができます。 

・見学・地域交流等の参加型科目 

地域の子どもたちとのふれあい体験を内容とした授業科目がありま
す。 

 

 

   

 

  

 

○宿舎数 

・単身用 38室/ 夫婦用  5室/ 世帯用    2室 

○宿舎費  単身室5900円 

○宿舎設備・備品 

•バスﾙｰﾑ、ﾄｲﾚ、流し台、ｶﾞｽｺﾝﾛ、冷蔵庫、食
器棚、 机、書棚、ﾍﾞｯﾄﾞ、冷暖房設備、等 

○宿舎周辺の生活情報、通学時間 

スーパーまで徒歩5分、商店街まで徒歩12分 

通学：ＪＲ福島駅まで徒歩20分、鉄道10分 

 

 

人間発達文化学類の幅広い分野で研修を行うことができる。 



大学名：　福島大学（大学番号07）

◇研修内容、受入可能人数、資格及び条件など

大学名 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）

福島大学 07001 千葉　桂子（教授） chibakei@educ. 家政教育 家政教育（被服学） 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07002 千葉　養伍(教授) ychiba@educ. 家政教育 食品科学 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07003 中村　恵子（教授） keikon@educ. 家政教育 家政教育（食物学） 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07004 浜島　京子（教授） hamajima@educ. 家政教育 家庭科教育 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07005 飯嶋　良太（准教授） ryota@educ. 英語教育 米文学 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07006 金谷　昌治（教授） kanaya@educ. 音楽教育 弦楽器（チェロ） 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07007 杉田　政夫（教授） msugita@educ. 音楽教育 音楽科教育 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07008 中畑　淳（教授） p082@educ. 音楽教育 ピアノ演奏実技 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07009 大宮　勇雄（教授） ohmiya@educ. 学校教育 幼児教育 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07010 白石　昌子（教授） masako@educ. 学校教育 幼児教育・幼児音楽 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07011 住吉　チカ（教授） sumiyoshi@educ. 学校教育 神経心理学・認知心理学・教育心理学 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07012 谷雅　泰（教授） tani@educ. 学校教育 日本教育史 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07013 鶴巻　正子（教授） turumaki@educ. 学校教育 知的障害児心理学 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07014 飛田　操（教授） hida@educ. 学校教育 教育心理学 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07015 原野　明子（准教授） harano@educ. 学校教育 幼児心理 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07016 髙橋　純一（准教授） j-takahashi@educ. 学校教育 障害児教育学 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07017 井實　充史（教授） ijitsu@educ. 国語教育 古代日本文学 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07018 高橋　由貴（准教授） yukitaka@educ. 国語教育 近現代日本文学 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07019 澁澤　尚（教授） shibusawa@educ. 国語教育 漢文学・本草学 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07020 半沢　康（教授） yhanzawai@educ. 国語教育 日本語研究 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07021 中川　祐治（准教授） nakagawa@educ. 国語教育 日本語研究 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07022 小野原　雅夫（教授） onohara@educ. 社会科教育 西洋倫理学分野 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07023 小島　彰（教授） kojima@educ. 社会科教育 経済学、日本経済論 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07024 西内　裕一（教授） nishiuchii@educ. 社会科教育 社会科教育学 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07025 初澤　敏生（教授） hatsuzaw@educ. 社会科教育 人文地理学 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

人間発達文化学類



大学名：　福島大学（大学番号07）

◇研修内容、受入可能人数、資格及び条件など

大学名 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）

人間発達文化学類

福島大学 07026 牧田　実（教授） makita@educ. 社会科教育 社会学 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07027 森本　明（教授） morimoto@educ. 数学教育 数学教育 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07028 新井　浩（教授） arai@educ. 美術教育 彫刻研究 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07029 三浦　浩喜（教授） miura@educ. 美術教育 美術教育学 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07030 渡邊　晃一（教授） koichiw@educ. 美術教育 絵画、現代美術 日本語・英語 2名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07031 小川　宏（教授） ogawa@educ. 保健体育 体育原理、バレーボール 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07032 川本　和久（教授） kawamoto@educ. 保健体育 陸上競技、トレーニング 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07033 菅家　礼子（教授） kanke@educ. 保健体育 体育科教育、体操 日本語・英語 １名
日本語及び英語の読解力があること、
（2016 ガーナ　1名）

福島大学 07034 杉浦　弘一（准教授） ksugiura@educ. 保健体育 スポーツ医学、バスケットボール 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07035 鈴木　裕美子（教授） ysuzuki@educ. 保健体育 舞踊教育学 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07036 安田　俊広（准教授） yasuda@educ. 保健体育 運動生理学 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07037 平中　宏典（准教授） hiranaka@educ. 理科教育 理科教育学 日本語・英語 1名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07038 水澤　玲子（准教授） mizusawa@educ. 理科 植物繁殖生態学 日本語・英語 1名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07039 相原　義弘（教授） aihara@educ. 数学 代数学 日本語・英語 1名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07040 栗原　秀幸（教授） kurih@educ. 数学教育 数学教育 日本語・英語 1名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07041 中田　文憲（准教授） fnakata@educ. 数学 幾何学 日本語・英語 1名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07042 鈴木　庸裕（教授） nsuzuki@educ. 学校臨床心理 生活指導、学校ソーシャルワーク 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07043 生島　浩（教授） shojima@educ. 学校臨床心理 犯罪心理臨床 日本語・英語 １名 日本語及び英語の読解力があること

福島大学 07044 内田　千代子（教授） uchidach@educ. 特別支援教育 精神保健、発達障害、自殺予防,ひきこもり 英語 ２名 英語の読解力があること

※E-mailアドレスのドメインは、@educ.の後にfukushima-u.ac.jpが入ります。


