
◇大学紹介 ◇教員研修コースの概要・特色

◇宿 舎

○研修コースの特色

・附属学校などで授業見学及び現場教員との交流を行います。

・研修生のニーズに合わせたきめ細かい指導をします。

・日本人学生のチューターが研修や生活のサポートをします。

・修了レポートと発表が義務づけられます。

・研修が全て終了した時に、修了証が授与されます。

○受入定員 12人

○研修コースの概要

・日本語教育

日本語研修が必要な場合は、文部科学省が指定する集中日

本語コースで半年間勉強します。日本語力が十分な場合は、

大阪教育大学で1年半研修を受けます。大阪教育大学では、

初中級～上級の日本語の授業が提供されています。

・専門教育（1年コース／1年半コース）

指導教員の個別指導を受けながら、それぞれの研究テーマ

について研究を進めます。希望すれば、学部・大学院の授

業も受けることができます。

・見学・地域交流等の参加型科目

1) 日本の伝統文化

2) 異文化理解実践研究

3) 大阪の文化

・その他

1) 関西での文化研修（年3回）

2) ホームビジット

3) 着物やお茶等の文化体験

大阪教育大学 (大阪府)

大阪・関西の文化に触れながら日本の教育を学ぶ

○大学の概要
大阪教育大学は、145年の歴史と伝統がある、

日本で有数の教育大学です。国立大学としては
唯一の、夜間開講の小学校教員養成課程を設け
ています。柏原キャンパスと天王寺キャンパス
があり、大阪府内に11の附属学校園があります。
「大学院教育学研究科（修士課程）」は4専攻
の専門分野があります。
メインキャンパスの柏原キャンパスは、大阪

市の中心部から東へ約20km、金剛生駒国定公園
の中に位置しています。柏原市は緑豊かな山並
みと美しい自然環境、そして古い歴史を持つ町
です。

○国際交流の実績

・過去3年間の留学生の受入れ実績

2019年度：191人

2018年度：173人

2017年度：158人

・過去3年間の教員研修留学生受入実績

2019年度：3人

2018年度：8人

2017年度：7人
◇問合せ先
大学所在地：
〒582-8582
大阪府柏原市旭ケ丘4-698-1
https://osaka-kyoiku.ac.jp

担当部署：学術連携課国際室
連絡先:(TEL:072-978-3300/FAX:072-978-3554)
E-mail  : isc＠cc.osaka-kyoiku.ac.jp
グローバルセンターホームページ：

https://ger.osaka-kyoiku.ac.jp/

◇修了生へのフォローアップ

本学グローバルセンターではホームページや
フェイスブックを通して修了生に情報を発信し、
コミュニケーションを図っています。

日本語予備教育期間を除き、優先的に学内の
宿舎を提供します。（＊単身者に限る。家族と
滞在するものは自身で手配すること。）

○宿舎数：40室（単身用）12㎡
留学生宿舎（柏原キャンパス内）

○宿舎費： 7,600円（光熱水費除く）
＊入居期間中に寄宿料が改定された場合は
その額が適用されます。

○宿舎設備・備品

居室：机、ベッド、トイレ、エアコン、Wi-Fi
共用設備：キッチン、シャワー、洗濯機、TV

○宿舎周辺の生活情報
キャンパス内に食堂、書店、ATM等



大学名：　大阪教育大学（大学番号30）

◇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）

30001 高橋 登 noborut@cc.osaka-kyoiku.ac.jp
教育心理学，発

達心理学
リテラシーのアセスメントと支援，学校現場におけ
る障がい児の支援

日本語・英語 1人 英語または日本語能力を有すること。（ブラジル1名）

30002 金光 靖樹 kanemitu@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 道徳教育 日本の学校における道徳教育 日本語 1人
日本語能力を有すること。（フィリピン1名、コロンビア1名、メキ
シコ1名）

30004 八田 幸恵 isc@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 教育方法学 評価を生かしたカリキュラム開発 日本語 1人 日本語能力を有すること

30005 井坂 行男 isaka@cc.osaka-kyoiku.ac.jp
特別支援教育

（インクルーシブ
教育）

特別支援教育(インクルージブ教育）, 聴覚障がい
教育

日本語・英語 1人 特になし（ケニア1名）

30006 冨永 光昭 tominaga@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 特別支援教育 インクルーシブ教育、障がい理解教育 日本語 1人 日本語能力を有すること。

30007 大内田 裕
oouchida-y66@cc.osaka-

kyoiku.ac.jp
特別支援教育 特別支援教育における脳・神経科学 日本語・英語 　1人

学士または修士の学位を有すること。日本語または英語能力を
有すること

30008 住田 勝 sumidam@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 国語教育 文学教育の研究 日本語 1人 日本語能力を有すること。（韓国1名）

30009 清田 朗裕
kiyota-a23@cc.osaka-

kyoiku.ac.jp
日本語学 日本語史 日本語 1人 日本語能力（日本語能力検定試験N2以上）を有すること。

30010 松岡 礼子 matsur@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 国語教育 小中高の国語科メディア・エデュケーション研究 日本語 1人 日本語能力を有すること。

30011 加賀田 哲也 isc＠cc.osaka-kyoiku.ac.jp 英語教育 英語教育 日本語・英語 1人 英語能力を有すること。（韓国1名、中国1名）

30012 寺田 寛 isc@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 言語学 統語論の対照研究 日本語・英語 1人 日本語または英語能力を有すること。

30013 箱﨑 雄子 hakozaki@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 英語教育 英語教育 日本語・英語 1人
日本語または英語能力を有すること。（サントメ・プリンシペ１
名、ルーマニア1名）

30014 橋本 健一 kenhashi@cc.osaka-kyoiku.ac.jp
英語学, 英語教

育学
第二言語習得における心理言語学 日本語・英語 1人 日本語または英語能力を有すること。（ペルー1名、タイ1名）

30015 生馬 裕子 isc＠cc.osaka-kyoiku.ac.jp 英語教育 英語教育（特に音声教育） 日本語・英語 1人
英語能力を有すること。
天王寺キャンパスでのみ受け入れ可能

30016 岩田 文昭 iwata@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 宗教学・哲学 日本の宗教・哲学, いのちの教育
日本語・フラン

ス語
1人 日本語またはフランス語能力を有すること。

30017 水野 惠司 mizuno@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 地理学 地理教育, 自然地理学、GIS 日本語 1人
英語読み書き能力、日本語会話能力を有すること（モンゴル1
名）。

30018 峯 明秀 mine@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 社会科教育 社会科授業研究 日本語・英語 1人 英語能力を有すること。

30019 櫻澤　誠 msaku@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 歴史学 日本の歴史 日本語 1人 日本語能力を有すること

30020 馬場 良始 ybaba@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 代数学 環論 日本語 1人
代数学の基本概念である群 (Group) ・環 (Ring) ・体 (Field) に
関する基礎理論を習得していること。

30021 石川 聡子 sisikawa@cc.osaka-kyoiku.ac.jp
科学教育, 環境

教育
科学教育, 環境教育 日本語・英語 1人

学士または修士の学位を有すること。日本語または英語能力を
有すること。（フィリピン3名、中国１名）

連合教職実践研究科,
教育学研究科
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http://kenkyu-web.bur.osaka-kyoiku.ac.jp/Profiles/10/0000981/profile.html#
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http://kenkyu-web.bur.osaka-kyoiku.ac.jp/Profiles/3/0000255/profile.html#


30022 福江 純 fukue@cc.osaka-kyoiku.ac.jp
科学教育
（天文学）

天文学を中心とした科学教育 日本語・英語 1人
学士または修士の学位を有すること。日本語または英語能力を
有すること。天文学の基礎知識を有すること。

30023 松本 桂 katsura@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 観測天文学 天体観測の実践 日本語・英語 1人
学士または修士の学位を有すること。日本語または英語能力を
有すること。天文学の基礎知識を有すること。

30024 赤松 喜久 isc＠cc.osaka-kyoiku.ac.jp 保健体育科教育 運動学習の目標・内容, 方法 日本語・英語 1人
英語または日本語能力を有すること。（ブラジル1名、マラウイ1
名）

30025 太田 順康 yori@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 　体育学 日本の体育, 武道教育 日本語 1人 日本語能力を有すること。

30026 古和 悟 kowa@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 運動学 　運動技術、運動学習 日本語 1人 日本語能力を有すること

30027 小川 剛司 ogawat@cc.osaka-kyoiku.ac.jp
学校保健・
運動生理学

保健授業研究/運動生理学的研究 日本語・英語 1人 日本語または英語能力を有すること。

30028 井奥 加奈 ioku@cc.osaka-kyoiku.ac.jp
食物学, 食物機

能学
食物学, 食物機能学に関する研究 日本語・英語 1人 日本語または英語能力を有すること。

30029 大本 久美子 isc@cc.osaka-kyoiku.ac.jp
家庭科教育,消

費者教育
カリキュラム研究及び教材作成 日本語 1人 日本語能力を有すること

30030 小崎 恭弘 kozaki@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 保育 日本の保育と子育て支援 日本語 1人 日本語能力を有すること

30031 鈴木 真由子 suzukima@cc.osaka-kyoiku.ac.jp
家庭科教育,消

費者教育,
生活経営

カリキュラム研究及び教材作成 日本語 1人 日本語能力を有すること

30032 山田 由佳子 yamada@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 被服学 被服と人間の関わりに関する研究 日本語 1人 日本語能力を有すること。

30033 藤倉 智文 fujikura@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 音楽 ピアノ演奏基礎・伴奏法 日本語 1人 日本語能力を有すること。（英語不可）

30034 兼平 佳枝 yoshie@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 音楽科教育学 音楽科の授業研究 日本語 1人
学士または修士の学位を有すること。日本語能力を有するこ
と。

30035 加藤 可奈衛 tyosoken@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 彫刻
彫刻制作、及び派生展開するプロジェクト（地域連
携的活動）

日本語 1人 日本語または英語、ドイツ語能力を有すること。

30036 渡邉 美香
mwatanab@cc.osaka-

kyoiku.ac.jp
絵画, 美術教育 絵画制作, 日本の美術教育 日本語・英語 1人 日本語または英語能力を有すること。

30037 青木 宏子 aoki-h56@cc.osaka-kyoiku.ac.jp デザイン デザイン制作、デザイン教育、造形教育 日本語 1人 日本語能力を有すること

30038 池田 利広 tikedat@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 漢字書道 漢字書道制作 日本語 1人 日本語能力を有すること

30039 出野 文莉 zhangli@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 書道・漢字 書道文化, 漢字学 日本語・中国語 1人 日本語または中国語能力を有すること。（ロシア1名）

30040 瀬川 賢一 segaken@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 仮名書道 仮名書道制作 日本語 1人 日本語能力を有すること

30041 佐藤 賢司 ksato@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 美術教育・工芸 工芸または日本の美術教育 日本語 1人 日本語能力を有すること

30042 髙間 由香里 ytakama@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 日本美術史 日本美術史学研究 日本語 1人 日本語能力を有すること

30043 谷村 さくら
tanimura-s48@cc.osaka-

kyoiku.ac.jp
陶芸 陶芸制作，粘土を使った美術教育 日本語 1人 日本語能力を有すること

30044 新井 馨 arai-k49@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 美術教育
美術教育、表現教育、あるいはこれらにおける現
代的課題

日本語・英語 1人 日本語または英語能力を有すること。

30045 平田 久美子 hiratak@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 臨床医科学 小児疾患の研究 日本語 1人 日本語能力を有すること。

30046 阪本 尚正
sakamoto-n55@cc.osaka-

kyoiku.ac.jp
養護教育におけ
る公衆衛生学

養護教諭に求めらる公衆衛生学的視点を深める 日本語 1人 日本語能力を有すること。
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http://kenkyu-web.bur.osaka-kyoiku.ac.jp/Profiles/2/0000121/profile.html#
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30047 山田 正行 yama@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 教育学 学校と地域社会 日本語 1人 日本語でレポートが書ける程度の語学・専門能力

30048 碓田 智子 tusuda@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 住居学 住まいの文化,住教育に関する研究 日本語 1人 日本語能力を有すること

30049 松本 鉄也
tetsuyam@cc.osaka-

kyouiku.ac.jp
病理学 個体から細胞レベルまでの病理学 日本語 1人 日本語能力を有すること

30050 西川 章江 nishikwn@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 食物学 食物学に関する研究 日本語 1人 日本語能力を有すること

30051 藤田 修 fuji@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 情報科学 プログラミング, 機械学習, 人工知能 日本語 1人 日本語能力を有すること

30052 町頭 義朗 machi@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 数理科学 数理パズル 日本語，英語 1人 大学卒業程度の数学能力を有すること

30053 守本 晃 morimoto@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 信号処理 ウェーブレット解析の信号処理への応用 日本語 1人 日本語または英語能力を有すること。

30054 鈴木 剛 gsuzuki@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 遺伝学 植物の分子遺伝学 日本語 1人 英語または日本語能力を有すること。

30055 谷 敬太 ktani@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 化学 有機化学 日本語・英語 1人 日本語または英語能力を有すること。

30056 東 恵子 isc@cc.osaka-kyoiku.ac.jp
英米文学, 比較

文学
英米文学の鑑賞、翻訳、研究 日本語・英語 1人 英語能力を有すること。

30057 松本 マスミ masumi＠cc.osaka-kyoiku.ac.jp
英語教育, 英語

学, 言語学
ICT教育, CALL, 英語学・言語学の英語教育への
活用

日本語・英語 1人 英語能力を有すること。（マラウイ1名）

30058 馬 暁華 xiaohua@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 国際関係, 文化 国際政治, 国際関係, 国際文化
日本語・英語・

中国語
2人 日本語、英語または中国語能力を有すること。（韓国1名）

30059 赤木　登代 akaki@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 女性史 女性史研究 日本語 1人 日本語、英語またはドイツ語能力を有すること。

30060 卜田 隆嗣 simeda@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 民族音楽学 音楽の伝播・伝承に関する文化人類学的研究

日本語・英語・
スペイン語・マ
レイ語・インドネ

シア語

1人
左記のいずれかの言語に基づく、当該分野に必要な能力を有
すること。

30061 瀧 一郎 takiichi@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 美学芸術学 美・芸術・感性について
日本語・英語・

フランス語
1人 英語またはフランス語能力を有すること。

30062 櫛引 祐希子
kushibiki-y11@cc.osaka-

kyoiku.ac.jp
日本語学 日本語学　社会言語学 日本語 1人 日本語能力を有すること

30063 稲垣 琢磨 takuma@cc.osaka-kyouiku.ac.jp 音楽 ヴァイオリン演奏(クラッシック音楽) 日本語 1人 日本語能力を有すること

30064 北川 文雄 isc@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 作曲 作曲法研究 日本語 1人
日本語でのコミュニケーションを取れること。日本語でレポート
を作成できる能力を有すること。当該分野に必要な能力を有す
ること。

30065 神代 修 kuma@cc.oska-kyoiku.ac.jp 音楽 トランペット実技 日本語・英語 2人 特になし

30066 玉井 裕子 isc@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 声楽 日本歌曲の演奏表現研究 日本語 1人
日本語でコミュニケーションを取れることと、
日本語でレポートが作成できる能力を有する事。

30067 中務 晴之 haruchan@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 音楽 フルートを中心とする木管楽器の奏法研究 日本語 1人 日本語能力を有すること（スペイン1名）

30068 山畑 誠
yamaberg@cc.osaka-

kyoiku.ac.jp
音楽 ピアノによる西洋クラシック音楽の演奏表現研究 日本語 1人 日本語能力を有すること

30069 吉田 雅行 isc@cc.osaka-kyoiku.ac.jp スポーツ科学 バレーボールのコーチング 日本語 1人 日本語能力を有すること。バレーボールコーチング。

30070 水野 治久 hmizuno@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 学校心理学 いじめの予防，不登校児童・生徒の援助 日本語・英語 1人
学士または修士の学位を有すること。日本語または英語能力を
有すること。（インド1名）
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30071 柏木 賀津子 kashiwag@cc.osaka-kyoiku.ac.jp
英語教育

教科連携CLIL
小中連携　第２言語習得　教科連携CLIL
スクールリーダーシップ

日本語・英語 2人

学士または修士の学位を有すること、または教員経験があるこ
と。
英語能力または日本語能力またはスペイン語能力を有するこ
と。

30072 城地　茂 jochi@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 歴史 科学技術史研究 日本語 1人 日本語能力を有すること。

30073 中山　あおい isc＠cc.osaka-kyoiku.ac.jp 比較教育学 異文化間教育 日本語 1人 日本語能力を有すること。

30074 長谷川　ユリ haseyu@cc.osaka-kyoiku.ac.jp
日本語教育, 日

本語学
日本語教育、日本語学 日本語 1人 日本語能力を有すること。（タイ1名、オーストラリア1名）
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