
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。
研究面でもその活動は高く評価されています。 

持続性社会創生科学研究科・地域学専攻は、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、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 

 ・留学生数（各５月１日現在） 

2017年：158（28カ国）2016年：158（26カ国） 
2015年：162（25カ国） 

 

 ・教員研修生受入実績 

  2017年：１ 2016年：０ 2015年：１ 

 

 ・学術交流協定校数（2017年５月１日現在） 

  大学間協定締結校：80機関（26カ国） 

  学部間協定締結校：19機関（14カ国） 

   

   

   

 

 

 

 

○コースの特色                                                                              
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・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  １名                                                                                        

○研修コースの概要                                                                       

 ・日本語教育 
     ｱ) 期間：2018年10月～2019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 
  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：2019年4月～2020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受けて、 
  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。                

・実習・見学・地域交流等の参加型科目                                     
日本事情において、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 

 ・単身用 50室 

 ・夫婦用    ６室 

 ・世帯用    ３室 

○宿舎費 

    ・単身用   5,000～6,000円 

 ・夫婦用      12,000円 

   ・世帯用       15,000円 

○宿舎設備・備品 

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 

◇問合せ先 

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/ 

 

 

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 

◇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。 

 



大学名：　鳥取大学（大学番号３６）

◇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）

鳥取大学 36001 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。

鳥取大学 36002 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

鳥取大学 36003 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。

鳥取大学 36004 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。

鳥取大学 36005 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。

鳥取大学 36006 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。

鳥取大学 36007 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

鳥取大学 36008 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。

鳥取大学 36009 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

鳥取大学 36010 谷中　久和　講師 yanaka@rs.tottori-u.ac.jp 脳科学・心理学
脳科学・心理学およびそれらを基礎とし
た障害の理解

日本語 大学在学中に心理学を専攻した者

鳥取大学 36011 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。

鳥取大学 36012 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。

鳥取大学 36013 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

鳥取大学 36014 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。

鳥取大学 36015 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。

鳥取大学 36016 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。

鳥取大学 36017 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。

鳥取大学 36018 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。

鳥取大学 36019 泉　直志　講師 izumi@rs.tottori-u.ac.jp 理科教育学 理科教育学 日本語 文科省の応募資格を満たしていれば良い。

持続性社会創生科学研究科
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