Yamagata University(Yamagata Prefecture)
The Program focuses on research Program into educational practice and teaching
along with the close cooperation with the attached schools.

◇ University overview
○ Characteristics and history
Yamagata University plays a central role in
education and research as the only university
with many faculties in Yamagata Prefecture.
The idea of the University education is to offer
specialized programs with natural sciences and
humanities-social sciences closely connected
as well as a wide range of liberal arts programs,
taking advantage of the "university," and to
educate students so that they can think much
of the community and play an active part from
domestic or international point of view. And we
aim to produce excellent research results and
to make it come true "to live together with
nature," and to make a large contribution to
society
○ International Exchange
Records of International Exchange (as of
October 1, 2015)
・ Number of International students
214 students (32 countries and a region.）

・ Number of Teacher Training students

2004

Nationality

Field for Training

China

School of education

◇ Outline of the course for

Filipino

Chemistry

2006

Egyptian

Chemistry

2014

Peru

Art

Housing for foreign students is available at
Yamagata university International house
during the Japanese Program (for a year).

Teacher Training students
○ Characteristics of the program
The Program focuses on research into educational
practice and teaching.
And the research is carried out in close cooperation
with the attached schools as well.

○ Number of rooms
・ Single room: 27 ・ Couple room: 1
・ Family room: 2

○ Monthly rent Boarding fee per month + Communal

○ Number of students to be accepted:

services fee per month

５ In-Service Teacher Trainees.

・ Single room: ¥5,900 + ¥500

○ Outline of the course

・ Couple room: ¥11,900 + ¥600

・ Japanese language education

・ Family room: ¥14,200 + ¥900

The programs for beginning and intermediate levels are
offered by the Yamagata University Institute of Arts and
Sciences. If you have competence equivalent to the level for
completion of intermediate or more, you can take the
advanced program intended for international students.
・ Specialized training
Contents: Lectures, seminars, experiments and
practical training are offered to enhance
understanding of a field of research.
・Participatory subjects such as field trips and

○ Facilities
(Single rooms) a bed, desk, chair, air conditioner, gas
heater, cooler, kitchenette, kitchen shelf, bookshelf,
shower and toilet.

○ Information for Daily Life
International House is about a twenty minute walk from

the campus, close to Yamagata Station with good
shopping opportunities.

◇ Contact
Address: 1-4-12, Kojirakawa-machi,
Yamagata-shi, Yamagata, Japan 990-8560

regional exchanges
・ Others

Home-stay, day-trip, local festivals can be
2005

◇ Accommodations

Department: International Exchange Division
participated.

◇ Follow-up for graduates
Contacts are closely gotten with students and teachers after
termination of the course.

TEL: +81-23-628-4017 FAX: +81-23-628-4051

E-mail: rgkokusai@jm.kj.yamagata-u.ac.jp
URL: http://www.yamagata-u.ac.jp/index-j.html
URL: http://www.e.yamagata-u.ac.jp/gsrec/

Yamagata University（No.06）
◇ Course Description, Number of students to be accepted, Qualifications and, etc.
Graduate School of Regional Education and Culture
Course code
06001
06002
06003
06004

Name of Adviser

E-mail

MATSUYAMA Gen
gen@e.yamagata-u.ac.jp
(Associate Professor)
FUJINO Yuichi
(Professor)

fujino@e.yamagata-u.ac.jp

WATANABE Osami
sammy@e.yamagata-u.ac.jp
(Associate Professor)
SAGAWA Kaoru
（Professor）

sagawa@e.yamagata-u.ac.jp

Course
Description

Teaching Field（s）

Language

Number of
students to be
accepted

Qualification and Requirement for students.
Number of students in past 5 years.

Music

Concert Study：Piano

Japanese,English,
German

1

Advanced ability of Music.
Language ability : Japanese and/or English or German (Nothing）

Music

Recital Study：Vocal music
Opera performance method

Japanese,English,
German

1

Advanced ability of Music.
Language ability : Japanese and/or English or German (Nothing）

Music

Conducting
Opera performance method

Japanese,English,
German

1

Advanced ability of Music.
Language ability : Japanese and/or English or German (Nothing）

Music

Music Education

Japanese,English

1

Advanced ability of Music.
Language ability : Japanese and/or English (Nothing）

06005

NAGURA Akiko
nagula@e.yamagata-u.ac.jp
(Associate Professor)

Music

Composition

Japanese,English

1

Advanced ability of Music.
Language ability : Japanese and/or English (Nothing）

06007

KOBAYASHI Syunsuke
shun@e.yamagata-u.ac.jp
(Professor)

Art

Art History & Painting

Japanese,English

1

Language ability : Japanese and/or English (Nothing）

em393@kdw.kj.yamagata-u.ac.jp

Art

Art Education

Japanese,English

1

Langage ability：Speaking JAPANESE／Reading English (Nothing)

ssato@e.yamagata-u.ac.jp

Arｔ

Education for Sustainable Development

Japanese,English

1

Language ability:English and/or Japanese（2015 Peru １）

06008

FURIHATA Takashi
(Professor)

06009

SATO Shinya
(Professor)

6009

TAKEDA Ryuichi
(Professor)

ek621@kdw.kj.yamagata-u.ac.jp

Sports Science

Budo Culture

Japanese,English

1

Basic knowledge of Sports Science
Language ability : Japanese and/ or Englishi(Nothing)

06010

INOUE Koichiro
（Lecturer）

inoue@e.yamagata-u.ac.jp

Sports Science

Biomechanics

Japanese,English

1

Basic knowledge of Sports Science
Language ability : Japanese and/ or Englishi(Nothing)

06011

SUZUKI Kazuhiro
（Professor）

suzuki.k@e.yamagata-u.ac.jp

Sports Science

Health and Physical Education

Japanese,English

1

Basic knowledge of Sports Science
Language ability : Japanese and/ or Englishi(Nothing)

WATANABE Nobuaki
nobuaki@e.yamagata-u.ac.jp
(Associate Professor)

Sports Science

Training Science

Japanese,English

1

Basic knowledge of Sports Science
Language ability : Japanese and/ or Englishi(Nothing)

06012

山形大学

(山形県)

教育実践研究と授業研究に力をいれています。附属学校とも密に協力しています。
◇大学紹介

◇教員研修コースの概要

○大学の概要

○プログラムの特色

山形大学は、山形県内に設置されている唯一の
総合大学として、研究・教育の中心としての役割を
果たしています。その教育理念は、総合大学として
の特徴を活かし、自然科学、人文・社会科学が連
携した専門教育と幅広い教養教育を行うとともに、
地域社会に根ざし国内はもとより国際的にも活躍
できる人材を育成します。また、優れた研究成果を
生みだすことにより 、「自然と人間との共生」という
目標を実現し、社会に貢献することを目指します。

教育実践研究と授業研究に力を入れています。附属学校とも
密に協力しています。

○国際交流の実績（２０１５年１０月１日現在）
・留学生数
２１４名（３２ヶ国・地域）

○受入定員
５人
○研修コースの概要
・日本語教育
山形大学基盤教育院にて、初級から中級までのレベルにあったク
ラスで日本語を学ぶことができます。また、中級修了と同等またはそ
れ以上の日本語力があれば、学部留学生等を対象とした上級コース
が受講できます。
・専門教育
講義、演習 、実験、実技等を通じて専攻領域の 理解を深める
研究を実施します。
・見学・地域交流等の参加型科目

・受入実績

・その他

年度

国籍

専攻

2004

中国

学校教育

2005

フィリピン

物質生命科学

2006

エジプト

物質生命科学

2014

ペルー

造形芸術

留学生が見学実習や行事などに意欲的に参加できるように便
宜を図っています。また、他機関主催の文化交流にも積極的に
参加しています。日本の家庭へのホームスティ、日帰り旅行、
地元の祭り（花笠祭り、ゆかた祭り等）を通じて、日本の人々
と知り合い、日本文化を体験することができます。

◇修了生へのフォローアップ
修了生と本学で指導に当たった教員たちとの間では、継続して密な
連絡が取られています。

◇宿

舎

教員研修留学生は，山形大学国際
交流会館に１年間入居することが
できます。
○宿舎数
・単身室

２７室

・夫婦室

１室

・家族室

２室

○宿舎費（１ヶ月）+ 共益費（１ヶ月）
・単身室

5,900円 + 共益費500円

・夫婦室 11,900円 + 共益費600円
・家族室 14,200円 + 共益費900円
○宿舎設備・備品
（単身室の場合）ベッド，机と椅子，エアコン，
ガスFF暖房機，冷蔵庫，食器戸棚，本棚，ミ
ニ・キッチン，シャワー，トイレ
○宿舎周辺の生活情報、通学時間
大学から会館へは，徒歩で約２０分程度です。
商店街にも近く，生活には大変便利な場所です。

◇問合せ先
〒990-8560山形市小白川町1-4-12
教育・学生支援部国際交流室
TEL:81-23-628-4018 FAX: +81-23-628-4051
E-mail: rgkokusai@jm.kj.yamagata-u.ac.jp
(山形大学HP)
http://www.yamagata-u.ac.jp/index-j.html
（地域教育文化学部HP）
http://www.e.yamagata-u.ac.jp/gsrec/

大学名： 山形大学（大学番号06）
◇研修内容、受入可能人数、資格及び条件など
地域教育文化研究科
コースコード

教員名

研修の内容

受入 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、
可能数 専門能力等）、受入実績（過去５年間の受入国、人数）

メールアドレス

分野

gen@e.yamagata-u.ac.jp

音楽芸術

ピアノの演奏法

日本語、英語、
ドイツ語

１人

音楽的な専門能力があること。
日本語ができること。英語あるいはドイツ語も可。（なし）

使用言語

06001

松山

06002

藤野 祐一 教授

fujino@e.yamagata-u.ac.jp

音楽芸術

声楽曲及びオペラの演奏法

日本語、英語、
ドイツ語

１人

音楽的な専門能力があること。
日本語ができること。英語あるいはドイツ語も可。（なし）

06003

渡辺 修身 准教授

sammy@e.yamagata-u.ac.jp

音楽芸術

指揮法及びオペラの実践的な研究

日本語、英語、
ドイツ語

１人

音楽的な専門能力があること。
日本語ができること。英語あるいはドイツ語も可。（なし）

sagawa@e.yamagata-u.ac.jp

音楽芸術

音楽科教育

日本語、英語

１人

音楽的な専門能力があること。
日本語ができること。英語も可。（なし）

06004

元 准教授

佐川

馨

教授

06005

名倉 明子 准教授

nagula@e.yamagata-u.ac.jp

音楽芸術

作曲・編曲

日本語、英語

１人

音楽的な専門能力があること。
日本語ができること。英語も可。（なし）

06006

小林 俊介 教授

shun@e.yamagata-u.ac.jp

造形芸術

美術史及び絵画

日本語、英語

１人

英語または日本語。（なし）

06007

降旗 孝 教授

em393@kdw.kj.yamagata-u.ac.jp

造形芸術

美術科教育

日本語、英語

１人

日本語の会話ができること。
英文が読解できること。（なし）

06008

佐藤 慎也 教授

ssato@e.yamagata-u.ac.jp

造形芸術

ESD持続可能社会のための教育

日本語、英語

１人

英語または日本語。（2015 ペルー １人）

06009

竹田 隆一 教授

ek621@kdw.kj.yamagata-u.ac.jp

スポーツ科学 武道文化論

日本語、英語

１人

基礎的な学力があればよい。
日本語または英語ができれば良。（なし）

06010

井上 功一郎 講師

inoue@e.yamagata-u.ac.jp

スポーツ科学 バイオメカニクス

日本語、英語

１人

基礎的な学力があればよい。
日本語または英語ができれば良。（なし）

06011

鈴木 和弘 教授

suzuki.k@e.yamagata-u.ac.jp

スポーツ科学 保健体育科教育

日本語、英語

１人

基礎的な学力があればよい。
日本語または英語ができれば良。（なし）

nobuaki@e.yamagata-u.ac.jp

スポーツ科学 トレーニング科学

日本語、英語

１人

基礎的な学力があればよい。
日本語または英語ができれば良。（なし）

06012

渡邉

信晃

准教授

