
◇大学紹介 ◇教員研修コースの概要・特色 ◇宿 舎

◇問合せ先

大学所在地 〒９３０−８５５５

富山県富山市五福３１９０

担当部署 富山大学国際部留学支援課

連絡先 ＴＥＬ：０７６−４４５−６１０５

ＦＡＸ：０７６−４４５−６０９３

Ｅメール：ryugaku@adm.u-toyama.ac.jp

WEBページ：https://www.u-toyama.ac.jp/

○大学の概要

本学は，２００５年１０月に富山大学（１９４９年
設立），富山医科薬科大学（１９７５年設立）及び
高岡短期大学（１９８３年設立）の３大学の再編
統合により発足した大型総合国立大学である。

２０２０年５月現在，学生数は学部・大学院合わ
せて約９，１００人である。また，学術交流協定を
３２か国１４３機関と結び，積極的に留学生を迎
え入れており，国際機構を中心に受け入れ体制
の整備も進んでいる。

学 部：人文学部，人間発達科学部，

経済学部，理学部，医学部，

薬学部，工学部，芸術文化学部，

都市デザイン学部

大学院研究科：人文科学研究科，経済学研究科，

人間発達科学研究科，

芸術文化学研究科，

生命融合科学教育部，

医学薬学教育部，理工学教育部，

教職実践開発研究科

○国際交流の実績

・過去3年間の留学生の受入れ実績

2020年度：３１３人

2019年度：３１４人

2018年度：３０７人

・過去3年間の教員研修留学生の受入実績

2020年度：０人

2019年度：１人

2018年度：０人

○研修コースの特色

留学生の希望を加味して，指導教員が関係教員の協力を得て，
カリキュラムを編成する。また，附属学校などの機関と連携し，
日本の教育事情についても詳細に学ぶことができる。

○受入定員
５名（ただし，１分野における受入可能数は１人）

○研修コースの概要

・日本語教育

①富山大学国際機構日本語研修コース

期間：２０２１年１０月１日～２０２２年３月３１日

②補講

日本語課外補講：４月～９月，１０月～３月

希望者は能力にあったクラスを受講できる｡

レベル別コース：３コース（初級，中級，上級）

・専門教育

期間：２０２２年４月１日～２０２３年３月３１日

研究課題を設定し，指導教員及び関係教員の協力により

指導を行う （英語による講義は特に行っていない）。

・見学・地域交流等の参加型科目

富山県内の教育機関の見学等
留学生一般を対象とする見学旅行及び交流会等を行っている。

○宿舎数

国際交流会館（五福）の概要

・単身用：３４室

・夫婦用：５室

・世帯用：１室 計４０室

○宿舎費

・単身用：5,900円（月額）

・夫婦用：9,500円（月額）

・世帯用：14,200円（月額）

○宿舎設備・備品

電磁調理器付キッチン，バス，トイレ，
エアコン，ベッド，冷蔵庫，机，椅子など

居室でのインターネット接続が可能
（別途申請が必要）

○宿舎周辺の生活情報、通学時間

大学からは約２kmの距離にあり，自転車
や徒歩での通学が可能

◇修了生へのフォローアップ
・富山大学教員研修留学生 修了後のキャリアパス

母国で教員として勤務している者が殆どであるため，帰国後
教員を続ける者が多い。

SNSやメール等を通して近況を報告している。

富山大学 (富山県)

１．幼児期から大学院に至る日本の教育事情について附属学校などの機関と連携して詳細に学ぶことができます。
２．環日本海の文化について学ぶことができます。
３．海から高山にいたる自然環境について学ぶことができます。



大学名：　富山大学（大学番号１９）

◇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）

19001 近藤 龍彰 講師 tatsuaki@edu.u-toyama.ac.jp 教育心理 発達心理学・臨床心理学

19002 磯﨑 尚子 教授 isozaki@edu.u-toyama.ac.jp 教科教育学・家庭科教育学

19003 岡﨑 誠司 教授 okazaki@edu.u-toyama.ac.jp 社会科教育学・総合学習教育論

19004 岸本 忠之 教授 kisimoto@edu.u-toyama.ac.jp 数学教育学

19005 笹田 茂樹 教授 sasada@edu.u-toyama.ac.jp 教育行政学・学校評価・教員評価

19006 隅  敦 教授 sumi@edu.u-toyama.ac.jp 図画工作科教育学・美術科教育学

19007 児島 博紀 講師 kojima@edu.u-toyama.ac.jp 教育哲学・道徳教育論

19008 増田 美奈 講師 mmasuda@edu.u-toyama.ac.jp 教育学・教師研究・授業研究

19009 多賀 秀紀 講師 hidenori@edu.u-toyama.ac.jp 教科教育学・音楽科教育学

19010 武田 裕司 講師 ytakeda@edu.u-toyama.ac.jp 国語科教育学

19011 小林 真 教授 kobamako@edu.u-toyama.ac.jp 臨床発達心理学・精神保健学

19012 千田 恭子 教授 senda@edu.u-toyama.ac.jp 声楽・舞台芸術

19013 宮 一志 教授 kmiya@edu.u-toyama.ac.jp 小児神経学・障害児医学

19014 志賀 文哉 准教授 fshiga@edu.u-toyama.ac.jp 社会学・社会調査法

19015 西館 有沙 准教授 nishiari@edu.u-toyama.ac.jp 保育学・児童福祉学

19016 野田 秀孝 准教授 noda@edu.u-toyama.ac.jp 社会福祉援助技術・医療福祉・地域福祉

19017 水内 豊和 准教授 mizuuchi@edu.u-toyama.ac.jp 特別支援教育・アクセシビリティ支援

19018 若山 育代 准教授 wakayama@edu.u-toyama.ac.jp 幼児教育学・保育内容論

19019 和田 充紀 准教授 wada@edu.u-toyama.ac.jp 特別支援教育

人間発達科学研究科

学校教育

発達福祉

https://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/100000932_ja.html#
mailto:tatsuaki@edu.u-toyama.ac.jp#
https://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/40_ja.html#
mailto:isozaki@edu.u-toyama.ac.jp#
https://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/68_ja.html#
mailto:okazaki@edu.u-toyama.ac.jp#
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/101_ja.html#
mailto:kisimoto@edu.u-toyama.ac.jp#
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/243_ja.html#
mailto:sasada@edu.u-toyama.ac.jp#
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/153_ja.html#
mailto:sumi@edu.u-toyama.ac.jp#
https://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/100001256_ja.html?k=%E5%85%90%E5%B3%B6#
mailto:kojima@edu.u-toyama.ac.jp#
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/100000646_ja.html#
mailto:mmasuda@edu.u-toyama.ac.jp#
https://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/100001259_ja.html?k=%E5%A4%9A%E8%B3%80#
mailto:hidenori@edu.u-toyama.ac.jp#
https://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/100001257_ja.html#
mailto:ytakeda@edu.u-toyama.ac.jp#
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/343_ja.html#
mailto:kobamako@edu.u-toyama.ac.jp#
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/466_ja.html#
mailto:senda@edu.u-toyama.ac.jp#
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/100000395_ja.html#
mailto:kmiya@edu.u-toyama.ac.jp#
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/283_ja.html#
mailto:fshiga@edu.u-toyama.ac.jp#
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/434_ja.html#
mailto:nishiari@edu.u-toyama.ac.jp#
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/749_ja.html#
mailto:noda@edu.u-toyama.ac.jp#
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/412_ja.html#
mailto:mizuuchi@edu.u-toyama.ac.jp#
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/294_ja.html#
mailto:wakayama@edu.u-toyama.ac.jp#
http://evaweb.u-toyama.ac.jp/html/100000752_ja.html#
mailto:wada@edu.u-toyama.ac.jp#


19020 大川 信行 教授 ohkawa@edu.u-toyama.ac.jp スポーツ史・バスケットボール

19021 佐伯 聡史 准教授 saeki@edu.u-toyama.ac.jp スポーツ運動学・体操競技・器械運動

19022 福島 洋樹 准教授 fukushi@edu.u-toyama.ac.jp スポーツ心理学・陸上競技

19023 神野 賢治 准教授 kamino@edu.u-toyama.ac.jp スポーツ社会学、スポーツマネジメント

19024 澤 聡美 講師 sawa@edu.u-toyama.ac.jp スポーツと発育発達・身体表現

19025 秋月 有紀 教授 akizuki@edu.u-toyama.ac.jp 住居学・建築環境工学

19026 片岡 弘 教授 kataokah@edu.u-toyama.ac.jp 物理化学

19027 高橋 満彦 教授 mitsu@edu.u-toyama.ac.jp 環境法（自然保護・動物・農業）

19028 徳橋 曜 教授 tokuhasi@edu.u-toyama.ac.jp 歴史学・イタリア中世史

19029 山根 拓 教授 yamane@edu.u-toyama.ac.jp 人文地理学・近代歴史地理学・都市地域学

19030 池田 丈佑 准教授 ikeda@edu.u-toyama.ac.jp 世界政治学

19031 中村 只吾 准教授 nakashin@edu.u-toyama.ac.jp 日本史学（近世史）

19032 成行 泰裕 准教授 nariyuki@edu.u-toyama.ac.jp 宇宙プラズマ物理学・物理教育

19033 林  衛 准教授 hayasci@edu.u-toyama.ac.jp ジャーナリズム論・理科教育

19034 藤本 孝子 准教授 fuji26@edu.u-toyama.ac.jp 栄養学・食品機能学・食生活学

19035 安本 史恵 准教授 yasumoto@edu.u-toyama.ac.jp 生命科学・神経科学

19036 河村 愛 講師 kawamura@edu.u-toyama.ac.jp 地学・古生物学

19037 石川 秀明 教授 ishikawa@edu.u-toyama.ac.jp 解析数論

19038 上山 輝 教授 kamiyama@edu.u-toyama.ac.jp デザイン・マルチメディア・映像

19039 鼓 みどり 教授 midori@edu.u-toyama.ac.jp メディア論・メディア史

19040 内藤 亮一 教授 naitoh@edu.u-toyama.ac.jp 英文学・シェイクスピア

19041 西田谷 洋 教授 nisitaya@edu.u-toyama.ac.jp 日本近代文学

19042 竹腰 佳誉子 准教授 kayoko@edu.u-toyama.ac.jp アメリカ文学・異文化コミュニケーション

19043 宮城 信 准教授 miyagi@edu.u-toyama.ac.jp 国語学・国語科教育学

19044 山口 範和 准教授 norikazu@edu.u-toyama.ac.jp 偏微分方程式論・数学解析

日本語

５人
（ただし１分
野における
最大受入可
能数は１人

とする）

日本語または英語によるコミュニケーションが可能な者

ガーナ：２
ブラジル：２

ミャンマー：１

地域スポーツ

環境社会
デザイン

人間情報
コミュニケーショ

ン
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