
大学名：　高知大学（大学番号43）

◇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）

岡谷 英明 教授 okatani@kochi-u.ac.jp 教育学 教育哲学 日本語
日常会話程度の日本語能力と講義や議論である程
度日本語を理解し、話す能力

加藤 誠之 准教
授

kato-masayuki@kochi-u.ac.jp 教育学 生徒指導 日本語
日常会話程度の日本語能力と講義や議論である程
度日本語を理解し、話す能力

横山 卓 講師 yokoyama@kochi-u.ac.jp 教育学 教育社会学 日本語
日常会話程度の日本語能力と講義や議論である程
度日本語を理解し、話す能力

金山 元春 准教
授

kanayama@kochi-u.ac.jp 心理学 発達心理学 日本語
日常会話程度の日本語能力と講義や議論である程
度日本語を理解し、話す能力

野中 陽一朗 講
師

ynonakaa@kochi-u.ac.jp 心理学 教育心理学 日本語
日常会話程度の日本語能力と講義や議論である程
度日本語を理解し、話す能力

玉瀬 友美 教授 tamase@kochi-u.ac.jp 心理学 教育心理学 日本語
日常会話程度の日本語能力と講義や議論である程
度日本語を理解し、話す能力

喜多尾 哲 教授 skitao@kochi-u.ac.jp
特別支援教

育学
知的障害児指導法 日本語 議論に必要な日本語能力・日本語の論文の読解力

寺田 信一 教授 stera@kochi-u.ac.jp
特別支援教

育学
障害児心理学 日本語 議論に必要な日本語能力・日本語の論文の読解力

鈴木 恵太 講師 keita@kochi-u.ac.jp
特別支援教

育学
発達障害指導法 日本語 議論に必要な日本語能力・日本語の論文の読解力

吉田 茂樹 准教
授

s.yoshida@kochi-u.ac.jp 国語教育学 国語科授業論、表現教育論 日本語
日常会話程度の日本語能力
日本語の論文が読め、日本語の講義を受けられる

岩城 裕之 准教
授

iwaki@kochi-u.ac.jp 日本語学 臨床方言学，語彙論 日本語
日常会話程度の日本語能力
日本語の論文が読め、日本語の講義を受けられる

武久 康高 准教
授

takehisa@kochi-u.ac.jp 日本文学 中古・中世の文学，古典文学の享受史 日本語
日常会話程度の日本語能力
日本語の論文が読め、日本語の講義を受けられる

玉木 尚之 教授 ntamaki@kochi-u.ac.jp 漢文学 中国古代の思想の研究，漢字・漢字教育の研究日本語
日常会話程度の日本語能力
日本語の論文が読め、日本語の講義を受けられる

総合人間自然科学研究科教育学専攻

43001

43002

43003

１～２
人

１～２
人

１～２
人

http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=781&hkey=%89%AA%92J%81%40%89p%96%BE
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=1280&hkey=%89%C1%93%A1%81%40%90%BD%94V
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=1280&hkey=%89%C1%93%A1%81%40%90%BD%94V
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2200&hkey=%89%A1%8ER
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=1209&hkey=%8B%E0%8ER%81%40%8C%B3%8Ft
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=1209&hkey=%8B%E0%8ER%81%40%8C%B3%8Ft
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2329&hkey=%96%EC%92%86%81%40%97z%88%EA%98N
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2329&hkey=%96%EC%92%86%81%40%97z%88%EA%98N
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2291&hkey=%8B%CA%90%A3%81%40%97F%94%FC
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2273&hkey=%8A%EC%91%BD%94%F6%81%40%93N
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=787&hkey=%8E%9B%93c%81%40%90M%88%EA
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2102&hkey=%97%E9%96%D8%81%40%8Cb%91%BE
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2293&hkey=%8Bg%93c%81%40%96%CE%8E%F7
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2293&hkey=%8Bg%93c%81%40%96%CE%8E%F7
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2275&hkey=%8A%E2%8F%E9%81%40%97T%94V
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2275&hkey=%8A%E2%8F%E9%81%40%97T%94V
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2101&hkey=%95%90%8Bv%81%40%8DN%8D%82
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2101&hkey=%95%90%8Bv%81%40%8DN%8D%82
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=550&hkey=%8B%CA%96%D8%81%40%8F%AE%94V


藤田 詠司 教授 efujita@kochi-u.ac.jp
社会科教育

学
社会科教育学 日本語 議論に必要な日本語能力

柳川 平太郎 准
教授

seiyoshi＠kochi-u.ac.jp 歴史学 西洋史 日本語 議論に必要な日本語能力

遠藤 隆俊 教授 endou@kochi-u.ac.jp 歴史学 東洋史 日本語 日常会話程度の日本語能力

遠藤 尚 講師 n-endo@kochi-u.ac.jp 地理学 農村地理学 日本語 議論に必要な日本語能力

中村 努 講師 tsnakamu@kochi-u.ac.jp 地理学 社会経済地理学 日本語 議論に必要な日本語能力

山崎 聡 准教授 yamazaki@kochi-u.ac.jp 経済学 経済思想 日本語 議論に必要な日本語能力

原崎 道彦 教授 harasaki@kochi-u.ac.jp 哲学 西洋哲学 日本語 議論に必要な日本語能力

藤本 富一 教授 tomikazu@kochi-u.ac.jp 法律学 憲法学 日本語 日本語で書かれた法律書を読める能力

服部 裕一郎 講
師

hattori@kochi-u.ac.jp 数学教育学 数学教育学 日本語
議論に必要な日本語能力・英語で書かれた数学教
育論文の読解力

佐藤 淳郎 教授 junro@kochi-u.ac.jp 数学教育学 代数学 日本語
議論に必要な日本語能力・英語で書かれた数学教
育論文の読解力

山口 俊博 教授 tyamag@kochi-u.ac.jp 数学教育学 幾何学 日本語
議論に必要な日本語能力・英語で書かれた数学教
育論文の読解力

加納 理成 講師 kano@kochi-u.ac.jp 数学教育学 解析学 日本語
議論に必要な日本語能力・英語で書かれた数学教
育論文の読解力

中城 満 講師 mit-na@kochi-u.ac.jp 理科教育学 理科教育学 日本語 日常会話程度の日本語能力

草場 実 講師 kusaba_m@kochi-u.ac.jp  理科教育学 理科教育学 日本語 日常会話程度の日本語能力

國府 俊一郎 教
授

koh@kochi-u.ac.jp 物理学 物性物理学 日本語 日常会話程度の日本語能力

普喜 満生 教授 fuki@kochi-u.ac.jp 物理学 宇宙線物理学 日本語 日常会話程度の日本語能力

蒲生 啓司 教授 kgamoh@kochi-u.ac.jp 化学 分離化学，有機材料化学 日本語 日常会話程度の日本語能力

西脇 芳典 講師 nishiwaki@kochi-u.ac.jp 化学 分析化学，機器分析 日本語 日常会話程度の日本語能力

原田 哲夫 教授 haratets@kochi-u.ac.jp 生物学 環境生理学，アメンボの生物学，時間生物学日本語 日常会話程度の日本語能力

伊谷 行 准教授 itani@kochi-u.ac.jp 生物学 底生生物学，海洋生物学 日本語 日常会話程度の日本語能力

赤松 直 教授 akamatsu@kochi-u.ac.jp 地学 地球惑星物質科学 日本語 日常会話程度の日本語能力

43006

43004

43005

２～３
人

１～２
人

２～３
人

http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=582&hkey=%89r%8Ei
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=590&hkey=%96%F6%90%EC%81%40%95%BD%91%BE%98Y
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=590&hkey=%96%F6%90%EC%81%40%95%BD%91%BE%98Y
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=583&hkey=%89%93%93%A1%81%40%97%B2%8Fr
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2195&hkey=%89%93%93%A1%81%40
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2296&hkey=%92%86%91%BA%81%40%93w
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=1317&hkey=%8ER%8D%E8%81%40%91%8F
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=594&hkey=%8C%B4%8D%E8%81%40%93%B9%95F
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=595&hkey=%93%A1%96%7B%81%40%95x%88%EA
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2233&hkey=%95%9E%95%94
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2233&hkey=%95%9E%95%94
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=777&hkey=%8D%B2%93%A1%81%40%8F%7E%98Y
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=784&hkey=%8ER%8C%FB%81%40%8Fr%94%8E
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2196&hkey=%89%C1%94%5B%81%40%97%9D%90%AC
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2164&hkey=%92%86%8F%E9%81%40%96%9E
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2297&hkey=%91%90%8F%EA%81%40%8E%C0
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=574&hkey=%9A%A0%95%7B%81%40%8Fr%88%EA%98Y
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=574&hkey=%9A%A0%95%7B%81%40%8Fr%88%EA%98Y
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=546&hkey=%95%81%8A%EC%81%40%96%9E%90%B6
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=576&hkey=%8A%97%90%B6%81%40%8C%5B%8Ei
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2197&hkey=%90%BC%98e%81%40%96F%93T
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=578&hkey=%8C%B4%93c%81%40%93N%95v
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=1158&hkey=%88%C9%92J%81%40%8Ds
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=517&hkey=%90%D4%8F%BC%81%40%92%BC


宮田 信司 教授 shmiyata@kochi-u.ac.jp 器楽 ピアノ 日本語 日常会話程度の日本語能力

梶原 彰人 講師 a-kajiwara@kochi-u.ac.jp 器楽 トロンボーン 日本語 日常会話程度の日本語能力

小原 浄二 教授 joji@kochi-u.ac.jp 声楽 独唱 日本語 日常会話程度の日本語能力

高橋 美樹 准教
授

mikitaka@kochi-u.ac.jp 音楽学 世界の諸民族の音楽，ポピュラー音楽 日本語 日本語の論文が読め、日本語の講義を受けられる

前田 克治 准教
授

maedak@kochi-u.ac.jp 作曲 作曲 日本語 日常会話程度の日本語能力

金 奎道 講師 kgyudo@kochi-u.ac.jp
音楽科教育

学
音楽科教育学 日本語 日常会話程度の日本語能力

金子 宜正 教授 ysms-k@kochi-u.ac.jp
美術科教育

学
美術に関する指導法（教科指導法） 日本語 日本語の論文が読め、日本語の講義を受けられる

中村 るい 准教
授

rui.nakamura@kochi-u.ac.jp
美術史・美
術理論

美術史・美術理論 日本語 日常会話程度の日本語能力

土井原 崇浩 教
授

doihara@kochi-u.ac.jp 絵画 西洋画 日本語 日常会話程度の日本語能力

野角 孝一 講師 nozumi@kochi-u.ac.jp 絵画 日本画 日本語 日常会話程度の日本語能力

阿部 鉄太郎 講
師

tetsutaro@kochi-
u.ac.jp

彫刻 塑造 日本語 日常会話程度の日本語能力

吉岡 一洋 准教
授

yoshioka@kochi-u.ac.jp デザイン グラフィックデザイン 日本語 日常会話程度の日本語能力

吉光 誠之 教授 yosimitu@kochi-u.ac.jp 工芸 日本の伝統的木工芸 日本語 日常会話程度の日本語能力

宮本 隆信 准教
授

miyamoto-t@kochi-u.ac.jp
保健体育科
教育学

保健体育科指導法、授業研究 日本語 日常会話程度の日本語能力

幸 篤武 講師 atsuyuki@kochi-u.ac.jp 学校保健 体力科学、健康科学 日本語 日常会話程度の日本語能力

矢野 宏光 准教
授

h-yano@kochi-u.ac.jp 体育学 スポーツ心理学，運動心理学，健康心理学日本語 日常会話程度の日本語能力

常行 泰子 講師 tsuneyuki@kochi-u.ac.jp 体育学 スポーツ社会学、生涯スポーツ論 日本語 日常会話程度の日本語能力

駒井 説夫 教授 komai@kochi-u.ac.jp 運動学 運動生理学，体力科学 日本語 日常会話程度の日本語能力

道法 浩孝 教授 doho@kochi-u.ac.jp
技術科教育

学
技術科教育学 　情報科学及び電気教育 日本語 日常会話程度の日本語能力

北川 晃 講師 kitagawa@kochi-u.ac.jp 電気 光情報通信，量子光学 日本語 日常会話程度の日本語能力

小島 郷子 教授 kkojima@kochi-u.ac.jp 家政教育 家庭科教育学・消費者教育 日本語
日常会話程度の日本語能力
日本語の論文が読め、日本語の講義を受けられる

柴 英里 講師 eri-shiba@kochi-u.ac.jp 家政教育 食物学 日本語
日常会話程度の日本語能力
日本語の論文が読め、日本語の講義を受けられる

森田 美佐 准教
授

kaseim@kochi-u.ac.jp 家政教育 家庭経営学 日本語
日常会話程度の日本語能力
日本語の論文が読め、日本語の講義を受けられる

43007

43008

43009

43010

43011

１人

１人

１人

１人

１人

http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=553&hkey=%8B%7B%93c%81%40%90M%8Ei
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2295&hkey=%8A%81%8C%B4%81%40%8F%B2%90l
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=555&hkey=%8F%AC%8C%B4%81%40%8F%F2%93%F1
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=1159&hkey=%8D%82%8B%B4%81%40%94%FC%8E%F7
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=1159&hkey=%8D%82%8B%B4%81%40%94%FC%8E%F7
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=1225&hkey=%91O%93c%81%40%8D%8E%8E%A1
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=1225&hkey=%91O%93c%81%40%8D%8E%8E%A1
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2423&hkey=%9A%F5%93%B9
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2294&hkey=%92%86%91%BA%81%40%82%E9%82%A2
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2294&hkey=%92%86%91%BA%81%40%82%E9%82%A2
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=1201&hkey=%93y%88%E4%8C%B4%81%40%90%92%8D%5F
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=1201&hkey=%93y%88%E4%8C%B4%81%40%90%92%8D%5F
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2162&hkey=%96%EC%8Ap%81%40%8DF%88%EA
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=1279&hkey=%88%A2%95%94%81%40%93S%91%BE%98Y
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=1279&hkey=%88%A2%95%94%81%40%93S%91%BE%98Y
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=1281&hkey=%8Bg%89%AA%81%40%88%EA%97m
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=1281&hkey=%8Bg%89%AA%81%40%88%EA%97m
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2292&hkey=%8B%7B%96%7B%81%40%97%B2%90M
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2292&hkey=%8B%7B%96%7B%81%40%97%B2%90M
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2272&hkey=%8DK%81%40%93%C4%95%90
http://www.jimu.kochi-u.ac.jp/~soran/sansyo.asp?ID=2161&hkey=%96%EE%96%EC%81%40%8DG%8C%F5
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