
長崎大学 (長崎県)

◇大学紹介

◇問合せ先

〒852-8521
長崎市文教町1番14号
長崎大学学生支援部留学支援課
TEL: 095-819-2209  FAX: 095-819-2125
Email: ryugaku@ml.nagasaki-u.ac.jp
URL: http://www.nagasaki-u.ac.jp/

①大学の特色及び概要
長崎大学は、多文化社会学部、教育学部、経
済学部、医学部、歯学部、薬学部、工学部、
環境科学部、水産学部を有する総合大学であ
る。教育学部には国語、社会、数学、理科、
音楽、美術、保健体育、技術、家庭、英語、
教育、教育心理、特別支援教育、幼児教育の
各専門分野の教員（約80人）が配置されてい
る。また、附属の小学校、中学校、特別支援
学校、幼稚園もあり、留学生が学校教育の現
場を見学することもできる。

②国際交流の実績 (2018年5月1日現在)
○大学間交流協定数：243校
○過去3年間の留学生受入れ数

2016年度：460人
2017年度：509人
2018年度：576人

○過去3年間の教員研修留学生受入れ数
2016年度：3人
2017年度：3人
2018年度：0人

◇教員研修コースの概要・特色

①日本語教育（2019年10月～2020年3月）

留学生教育・支援センターが開講する日本語集中プログラム

で研修生として6ヶ月間、週10時間の日本語教育を受ける。

日本語レベルに応じて初級・中級・上級のいずれかのクラス

に配置する。

②専門教育（2020年4月～2021年3月）

教員研修留学生の希望する専門研究分野に対応して、教育

学部の教員（1名～複数名）が指導教員となる。留学生は、

1年間に亘って指導教員の下で各種のゼミナールや講義を

受ける。また、研修期間の最後に研修成果を示したレポー

ト（日本語または英語）を作成し、発表する。

③見学・地域交流などの参加型科目

県下の小学校、中学校等に出向き、子供たちに出身国の生活

習慣や文化等について説明する。これにより日本の教育現場

に直接触れるとともに、子供たちとの交流を通して相互理解

を深める事業を行う。

④日本文化の体験等

日本語教育に日本文化の授業が含まれており、日本舞踊、華

道や茶道など日本の伝統文化を学び体験することができる。

◇修了生へのフォローアップ
学術研究等の相談があった時は、メールやSNS等でいつでも
応じる体制を取っている。

◇宿 舎
長崎大学には、国際交流会館（西町本館・A棟・B棟）・坂本

分館および国際学寮ホルテンシアA棟・B棟）の計6棟の留学生

用宿舎が設置されている。但し、数に限りがあるため、希望

者全員が入居できないこともある。その場合は、民間アパー

トを借りる。留学生向けの居室数等は、右記のとおりである。

（2018年5月1日現在）

○宿舎数

・単身室 76室

・2人シェア 12室

・4人シェア 117室

○宿舎費（1人あたり）

・単身室 ￥8,177   ￥11,384 ￥20,589 

・2人シェア ￥12,560 ￥12,516

・4人シェア ￥19,275 ￥22,000

○宿舎設備・備品

エアコン・ベッド・机・椅子・洋服ダンス・

電気スタンド・冷蔵庫・シャワー・トイレ・

洗濯室（共用/専有）・補食室（共用/専有）

○宿舎周辺の生活情報、通学時間

国際交流会館および国際学寮ホルテンシアは、

文教キャンパス（メインキャンパス）から

徒歩で15分程度の距離に位置している。閑静

な住宅街に立地し、付近には公務員宿舎も併

設されている。国際交流会館坂本分館は本学

附属病院の敷地内に設置されており、医学部

及び歯学部へは徒歩で数分の距離にある。付

近には商店街があり、生活必需品等がいつで

も購入できる。文教キャンパスまでは、路面

電車を利用して20分程度である。

学校教育現場で必要とされる知識・技能獲得のための研修を行います。

③プログラムの特色

教育学部のすべての教職員の協力の下に「国

際交流委員会」が設置され、教員研修留学生

の研修を有意義に進めるための体制を整え、

努力している。留学生のための交流パーティ

ーや研修旅行を実施し、修学・生活上の悩み

などについても気軽に相談を受けるなど、な

ごやかな雰囲気で留学生の受入れを行ってい

る。

④受入定員 5人

mailto:ryugaku@ml.nagasaki-u.ac.jp
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大学名：　長崎大学（大学番号46）

◇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）

46001 鈴木　慶子　（教授） keiko-s 国語教育 書写書道 日本語 1

46002 前田　桂子  （教授） kmaeda 国語教育 国語学 日本語 1

46003 平瀬　正賢  （准教授） masa-i 国語教育 国語教育 日本語 1

46004 堀井　健一　（教授） horii 西洋史 西洋古代史 日本語、英語 1 英語による指導可。受入実績：ブラジル１名

46005 永田　聖二　（教授） seiji 経済学 経済理論又は数理経済学 日本語 1

46006 大平　晃久　（准教授） ohirat 人文地理学 文化・社会地理学 日本語 1

46007 池谷　和子　（准教授） kazuikeya 法律 未成年者保護法 日本語 1

46008 梶本　ひろし　（教授） kajimoto 数学 幾何学

46009 島袋　修　（准教授） shimabukuro 数学 代数学

46010 全    炳徳　（教授） bdjun Web情報システム Web用地理情報システム 日本語、英語 1 英語による指導可。受入実績：ケニア１名

46011 中村　千秋　（准教授） (sonny@i.edu.nagasaki-u.ac.jp) 情報システム 教育用コンピュータシステムの構築 日本語、英語 1 英語による指導可。受入実績：ガーナ１名

46012 倉田　伸　（准教授） shin1222kurata 情報教育 情報教育 日本語 1

46013 星野　由雅　（教授） hoshino 化学 無機化学、分析化学、化学教育 日本語、英語 1 英語による指導可。受入実績：ウガンダ１名、フィリピン１名、ソロモン諸島１名

46014 大庭　伸也　（准教授） ooba 動物学 動物学 日本語、英語 1 英語による指導可。

46015 福山　隆雄　（准教授） fukuyama-takao 物理学 プラズマ科学 日本語、英語 1 英語による指導可

46016 三上　次郎　（教授） mikami 作曲 和声学の研究 日本語、英語 1 英語による指導可

46017 宮下  茂　（教授） miyamo 声楽 声楽 日本語 1

46018 加納　暁子　（准教授） k-akiko ヴァイオリン、音楽教育 ヴァイオリンの演奏法、音楽教育 日本語 1

46019 西田　治　（准教授） osamu-n 音楽教育 音楽教育の研究 日本語 1

46020 中川　泰　（教授） nakagawa 美術教育 美術教育 日本語 1

46021 菅野　弘之　（教授） kankan 美術教育 陶芸 日本語 1

46022 針貝  綾　（教授） aharikai 美術教育 美術史 日本語 1

46023 牧野　一穂（准教授） kmakino 美術教育 絵画（日本画） 日本語 1

46024 髙橋　浩二　（准教授） takahashi 体育・スポーツ哲学 身体及び運動実践の哲学 日本語、英語 1 英語による指導可。

46025 藤木　卓　（教授） t-fujiki 遠隔教育、技術科教育 遠隔教育及び技術科教育について 日本語、英語 1 英語による指導可。受入実績：マレーシア１名

教 育 学 研 究 科

日本語、英語 1 英語による指導可。受入実績：クロアチア１名（平岡）
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http://research.jimu.nagasaki-u.ac.jp/IST?ISTActId=FINDJPDetail&ISTKidoKbn=&ISTErrorChkKbn=&ISTFormSetKbn=&ISTTokenChkKbn=&userId=100000919
http://research.jimu.nagasaki-u.ac.jp/IST?ISTActId=FINDJPDetail&ISTKidoKbn=&ISTErrorChkKbn=&ISTFormSetKbn=&ISTTokenChkKbn=&userId=46


46026 藤本　登　（教授） n-fuji 環境技術・機械工学とその教育 環境教育、技術教育（機械）について 日本語 1

46027 武藤　浩二　（教授） cosy 電気電子情報工学及びその教育 回路理論，アナログ電子回路 日本語、英語 1 英語による指導可

46028 佐々野　好継　（教授） y-sasano 家政教育 住居学 日本語、英語 1 英語による指導可

46029 及川　大地  （准教授） daichioi 食物学 食品学,栄養学,食品機能学 日本語、英語 1 英語による指導可

46030 松元　浩一　（教授） kmat 英語学 統語論

46031 稲毛　逸郎　（教授） inage 英語教育 英語教育

46032 鈴木　保巳　（教授） ys11 障害児生理心理学 障害児生理心理学

46033 呉屋　博　（教授） goya 教育学、理科教育 教育学、理科教育

46034 小西　祐馬　（准教授） konishi 児童福祉 児童福祉

46035 楠山　研　（准教授） kusuyama 教育制度 教育制度、学校制度

46036 吉田　ゆり　（教授） yuyoshida 発達臨床心理学 発達臨床心理学

46037 森野　美央　（准教授） morinomi 発達心理学 発達心理学、乳幼児保育

46038 石川　衣紀　（准教授） izumi 特別支援教育、特別ニーズ教育 特別支援教育学

46039 高橋　甲介　（准教授） kosuket 障害児心理学 応用行動分析学

46040 内野　成美 （准教授） soudan 学校臨床心理学 学校臨床心理学，カウンセリング 日本語 1

46041 前原　由喜夫（准教授） ymaehara 認知心理学 認知心理学 日本語 1

46042 井手　弘人　（准教授） hirotoi 比較教育学、カリキュラム論 統合カリキュラムの比較研究、教師教育 日本語、英語 1 英語による指導可

※メールアドレスはユーザー名を示し、ドメイン名（＠nagasaki-u.ac.jp）は省略しています。

日本語、英語 1 英語による指導可。受入実績：コスタリカ１名（稲毛）、ウズベキスタン１名（鈴木）

日本語 1
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