
鳥取大学 (鳥取県) 

◇大学紹介 

◇教員研修コースの概要 

◇宿 舎 

○大学の概要 
鳥取大学は「知と実践の融合」を教育理念とし，
地域社会との連携を重視する実学に秀でた大学
です。構成学部は，地域学部，医学部，工学部，
農学部であり，何れの学部においても知識と共
に実践的な能力を養うことに力を注いでいます。
研究面でも毎回のようにCOEも採択されており，
その活動は高く評価されています。 
地域学研究科は、地域社会の再生・発展に向け
て、地域が抱える多種多様な問題を学術的かつ
実践的に解決するための教育研究を行うととも
に、地域政策、地域文化、地域環境、地域教育
という個別専門領域に関わるスペシャリスト
（高度専門職業人）を養成することを目的とし
ています。 

○国際交流の実績（2015年11月1日現在） 

 ・留学生数 １８０名（３０カ国）  

 ・受入実績    

       2015年：１ 2014年：０ 2013年：１ 

   2012年：１ 2011年：１ 

 

 

○プログラムの特色 

本プログラムでは，山陰地方及び環日本海文化
圏の地域特性を考慮して，教育の国際化・情報
化及び生涯教育・環境教育・福祉教育など,幅
広い分野について学ぶことができます。 

○受入定員 ４人 

 

 

 

 

 

○研修コースの概要 

 ・日本語教育 
 ｱ) 期間：2016年10月～2017年3月（半年間） 
  ｲ) 形態・内容 
      日本語集中研修コース 
      国際交流センターにおいて生活や修学のために必要な日   
   本語教育を集中的に行い 基本的な自己表現やコミュニ 
   ケーションが行えるようにします。 
〈基礎日本語〉１０コマ・〈漢字と文章〉２コマ・ 
〈日本語総合学習〉１コマ・〈日本語とコンピュータ〉１コマ 
〈専門基礎日本語〉１コマ・〈日本事情〉１コマ  
  ｳ)  試験・評価          
   ミニクイズや中間テストの成績と，修了発表，出席率，   
   授業内容での活動などから総合的に評価します。 

 ・専門教育 
 ｱ) 期間：2017年4月～2018年3月（１年間） 
 ｲ)  形態・内容 
   大学院の留学生と同様に指導教員による個別指導をう    
   けて、各自の研修課題について深く研究します。 
      留学生のニーズに応じて，専攻分野に関連する科目を  
      受講します。  
 
 ・見学・地域交流等の参加型科目 
  日本事情科目において、地域文化・産業を見学する機会を  
  設けています。 
   
 ・その他 
  スキー研修・ゆかた着付け教室・田植え/稲刈り体験・ 
  砂丘清掃ボランティア等 
  地域社会と連携して実施している様々な行事にも参加する   
  ことができます。 
 
  

○宿舎数 

 ・１人用  ５０室 

 ・２人用   ６室 

 ・３人用   ３室 

○宿舎費 

 ・１人部屋  5,000～6,000円 

 ・２人部屋  12,000円 

 ・３人部屋  15,000円 

○宿舎設備・備品 

室内にはベット、机、エアコン、書棚、タンス、  
シューズボックスを設置。共用設備として、シャ
ワー室、ランドリー室、キッチン、和室。 

○宿舎周辺の生活情報、通学時間 

・周辺に病院・スーパーあり 

・通学時間  徒歩１５分 

 

 

 

◇修了生へのフォローアップ 
連絡先等をデータ化し、帰国後も必要に応じ、助言を与えるなど
のフォローアップを行っています。 

 

 

 

地域が抱える多種多様な問題を学術的かつ実践的に解決するための教育研究 

◇問い合わせ先 

大学所在地  鳥取市湖山町南４-１０１ 

担当部署  鳥取大学地域学部教務係 

連絡先（TEL,FAX,E-mail） 

TEL：0857-31-5178 

FAX：0857-31-5076 

E-mail ：reg-kyoumu@adm.tottori-u.ac.jp 

ホームページアドレスなど 

http://www.rs.tottori-u.ac.jp/ 



大学名：　鳥取大学（大学番号３７）

◇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）

ケイツ・キッペン　教授 kcates@rs.tottori-u.ac.jp 応用言語学 異文化交流・異文化理解 英語、日本語 文科省の応募資格を満たしていれば良い。

内藤　久子　教授 hnaito@rs.tottori-u.ac.jp 音楽学 西洋音楽史 日本語 文科省の応募資格を満たしていれば良い。

茨木　　透　准教授 ibaraki@rs.tottori-u.ac.jp 文化人類学 西アフリカの社会と文化 日本語 文科省の応募資格を満たしていれば良い。

榎木　久薫　教授 enoki@rs.tottori-u.ac.jp 日本語学 音韻史を中心とした日本語学 日本語 大学在学中に日本語学を専攻していることが望ましい。

岸本　　覚　教授 kishimoto@rs.tottori-u.ac.jp 日本史 明治維新史 日本語 大学在学中に歴史学を専攻していることが望ましい。

長柄　裕美　准教授 nagara@rs.tottori-u.ac.jp 英文学 イギリス近現代小説の研究 英語、日本語 大学在学中に英文学を専攻していることが望ましい。

柳原　邦光　教授 k.yanagi@rs.tottori-u.ac.jp 西洋史 フランス革命史
フランス語
日本語

文科省の応募資格を満たしていれば良い。

小泉　元宏　准教授 koizumi@rs.tottori-u.ac.jp 芸術社会学 社会と関わる芸術 日本語 文科省の応募資格を満たしていれば良い。

中　　 朋美　講師 nakatomo@rs.tottori-u.ac.jp 人類学 アメリカ社会と文化 英語、日本語 文科省の応募資格を満たしていれば良い。

柳　　静我　講師 jeungah@rs.tottori-u.ac.jp 東洋史 中国清代史
韓国、中国
日本語

文科省の応募資格を満たしていれば良い。

久保　堅一　准教授 kubo@rs.tottori-u.ac.jp 日本古典文学 平安時代の文学 日本語
大学在学中に日本古典文学を専攻していることが望まし
い。

中尾　雅之　講師 mnakao@rs.tottori-u.ac.jp 英語学 英語学概論 英語、日本語 大学在学中に英語学を専攻していることが望ましい。

岡村　知子　准教授 okamura@rs.tottori-u.ac.jp 日本近代文学 昭和期の文学 日本語
大学在学中に日本近代文学を専攻していることが望まし
い。

石谷　孝二　教授 ishitani@rs.tottori-u.ac.jp 彫刻 彫刻研究 日本語 文科省の応募資格を満たしていれば良い。

西岡　千秋　教授 ciachi@rs.tottori-u.ac.jp 声楽 声楽教育に関すること 日本語 文科省の応募資格を満たしていれば良い。

平井　　覚　教授 hihiraii@rs.tottori-u.ac.jp デザイン デザイン研究 日本語 文科省の応募資格を満たしていれば良い。

五島　朋子　教授 tgoto@rs.tottori-u.ac.jp
アートマネジメ
ント

舞台芸術におけるアートマネジメント 日本語 文科省の応募資格を満たしていれば良い。

筒井　宏樹　講師
tsutsuihiroki@rs.tottori-
u.ac.jp

芸術学・絵画 近現代美術史の研究 日本語 文科省の応募資格を満たしていれば良い。

地域学研究科
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大学名：　鳥取大学（大学番号３７）

◇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）

田村　純一　教授 jtamura@rs.tottori-u.ac.jp 化学 有機化学 英語、日本語 大学在学中に有機化学を専攻した者

鶴崎　展巨　教授 ntsuru@rs.tottori-u.ac.jp 生物学 動物分類学，進化生物学 英語、日本語 大学在学中に生物学を専攻した者。

小玉　芳敬　教授 kodama@rs.tottori-u.ac.jp 地形学 動的地形学 英語、日本語 大学在学中に自然地理学を専攻した者

高田　健一　准教授 takata@rs.tottori-u.ac.jp 考古学 弥生時代、古墳時代、文化遺産 英語、日本語 大学在学中に考古学を専攻した者。

中原　計　准教授 nakahara@rs.tottori-u.ac.jp 考古学 環境考古学、植物考古学 英語、日本語 大学在学中に考古学を専攻した者。

李　素妍　准教授 leesy@rs.tottori-u.ac.jp 保存科学 鉄製文化財の微生物腐食
英語、韓国
語、日本語

大学在学中に文化財保存科学を専攻した者。

田川　公太朗　准教授 tagawa@rs.tottori-u.ac.jp 物理学 自然エネルギーに関すること 英語、日本語 大学在学中に物理学を履修した者。

永松　　大　教授 daina@rs.tottori-u.ac.jp 生物学 植物生態学，保全生物学 英語、日本語 大学在学中に生物学を専攻した者。

寶来　佐和子　准教授 horais@rs.tottori-u.ac.jp 化学 環境生物無機化学 英語、日本語 大学在学中に無機化学を専攻した者。

菅森　義晃　講師 sugamori@rs.tottori-u.ac.jp 地質学 層序学 英語、日本語 大学在学中に地質学を専攻した者。

池野　なつ美　講師 ikeno@rs.tottori-u.ac.jp 物理学 ハドロン原子核物理（理論） 英語、日本語 大学在学中に物理学を専攻した者。

山根　俊喜　教授 haruhi@rs.tottori-u.ac.jp 教育方法学 教育評価論，教育課程論 日本語 文科省の応募資格を満たしていれば良い。

塩野谷　斉　教授 shionoya@rs.tottori-u.ac.jp 保育学 保育環境 日本語 大学在学中に保育学を専攻した者

一盛　　 真　准教授 ichimori@rs.tottori-u.ac.jp 教育史 教育史、人権教育 日本語 文科省の応募資格を満たしていれば良い。

児島　　明　准教授 akirak@rs.tottori-u.ac.jp 教育社会学 教育社会学 日本語 文科省の応募資格を満たしていれば良い。

河合 　　務　准教授 tkawai@rs.tottori-u.ac.jp 教育思想 教育の思想、西洋教育史 日本語 大学在学中に教育学を専攻した者。

高橋　千枝　准教授 takahashi@rs.tottori-u.ac.jp 発達心理学 幼児期の発達・教育 日本語 大学在学中に心理学および教育学を専攻した者。

地域学研究科
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大学名：　鳥取大学（大学番号３７）

◇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）

田中　大介　准教授 tanaka@rs.tottori-u.ac.jp
発達・認知心理
学

認知発達、認知機能に関する実験的アプ
ローチ

日本語 大学在学中に心理学を専攻した者。

三木　裕和　教授 hmiki@rs.tottori-u.ac.jp 障害児教育 障害児教育実践論 日本語 文科省の応募資格を満たしていれば良い。

小林　勝年　教授 katu@rs.tottori-u.ac.jp 臨床発達心理学 臨床発達心理学 日本語 大学在学中に心理学を専攻した者

寺川　志奈子　教授 stera@rs.tottori-u.ac.jp
発達・教育心理
学

子どもの発達と教育 日本語 大学在学中に心理学を専攻した者。

畑　千鶴乃　准教授 hata@rs.tottori-u.ac.jp 児童福祉学 児童福祉政策 日本語 大学在学中に児童福祉学を専攻した者

足立　和美　教授 kaz@rs.tottori-u.ac.jp 英語科教育 英語教育における理論と実践・教材開発 日本語, 英語 文科省の応募資格を満たしていれば良い。

鈴木　慎一朗　准教授 suzuki@rs.tottori-u.ac.jp 音楽科教育 音楽科教育に関すること 日本語 文科省の応募資格を満たしていれば良い。

住川　英明　教授 sumikawa@rs.tottori-u.ac.jp
書写・書道教育
学

国語科書写・芸術科書道の教材開発 日本語 文科省の応募資格を満たしていれば良い。

高橋ちぐさ　教授 takahashi@rs.tottori-u.ac.jp
理科教育・生物
学

理科教育・理科内容学（生物） 日本語, 英語
文科省の応募資格を満たしていれば良い。

土井　康作　教授 doi@rs.tottori-u.ac.jp 技術科教育 技術教育の目的 日本語 大学在学中に教育学を専攻した者。

矢部　敏昭　教授 tsyabe@rs.tottori-u.ac.jp 数学教育学 算数・数学の教授ｰ学習 日本語, 英語 文科省の応募資格を満たしていれば良い

小笠原　拓　准教授 taku@rs.tottori-u.ac.jp 国語科教育 教育の実践的研究 日本語 文科省の応募資格を満たしていれば良い。

関　　耕二　准教授 sekikoji@rs.tottori-u.ac.jp 体育学 運動生理学・体育方法学分野からの研究 日本語 文科省の応募資格を満たしていれば良い。

福田　恵子　教授 k-fukuda@rs.tottori-u.ac.jp 家庭科教育 家庭科の教材開発 日本語 文科省の応募資格を満たしていれば良い。

高橋　健司　准教授 ktakahasi@rs.tottori-u.ac.jp 社会科教育 社会科の実践的研究・教材開発研究 日本語 文科省の応募資格を満たしていれば良い。

武田　信吾　講師 takeda@rs.tottori-u.ac.jp 美術科教育 美術科教育における実践論と教材開発 日本語 文科省の応募資格を満たしていれば良い。
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