
大学名：　弘前大学（大学番号02）

◇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 研修の対象者 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）

02001 勝川 健三 准教授 kenzo_k@hirosaki-u.ac.jp 園芸学 蔬菜・花卉園芸
☑小学校教員
☑中高教員

日本語 １人 日本語で日常会話ができること

02002 杉原 かおり 教授 kabochan@hirosaki-u.ac.jp 音楽 声楽・オペラ
☑小学校教員
☑中高教員

日本語・イタ
リア語・英語

１人
日・伊・英いずれかの簡単な日常会話ができることが望ま
しい

02003 今田 匡彦 教授 timada@hirosaki-u.ac.jp 音楽
音楽教育・カルチュラルスタディーズ・
サウンドスケープ研究

☑小学校教員
☑中高教員

日本語・英語 １人 英語ができること

02004 朝山 奈津子 講師 asayaman@hirosaki-u.ac.jp 音楽 音楽学
☑小学校教員
☑中高教員

日本語・英
語・独語

１人
日・独・英いずれかの簡単な日常会話ができることが望ま
しい

02005 清水 稔 講師 m-shimizu@hirosaki-u.ac.jp 音楽 音楽教育（作曲・音楽理論）
☑小学校教員
☑中高教員

日本語 １人
日本語または英語で簡単な日常会話ができること
受入実績：パナマ・１名（令和元年度）

02006 福島 裕敏 教授 hirof@hirosaki-u.ac.jp 教育学 教師教育・教育社会学
☑小学校教員
☑中高教員

日本語・英語 １人 日本語または英語で日常会話ができること

02007 A.S.Rausch 教授 asrausch@hirosaki-u.ac.jp 社会言語学 英語教育に関する社会言語学
☑小学校教員
☑中高教員

日本語・英語 １人 日本語は日常会話ができること，英語が堪能なこと

02008 増田 貴人 准教授 tmasuda@hirosaki-u.ac.jp 障害幼児教育 保育，子育て支援，特別支援教育
☑小学校教員
☑中高教員

日本語 １人 日本語で日常会話ができること


02009 蒔田 純 講師 jun.makita@hirosaki-u.ac.jp 政治学 日本の政治行政
☑小学校教員
☑中高教員

日本語・英語 １人 日本語又は英語で日常会話ができること

02010 塚本 悦雄 教授 etsuka@hirosaki-u.ac.jp 美術 美術教育（彫刻）・彫刻
☑小学校教員
☑中高教員

日本語 １人 日本語で日常会話ができること

02011 佐藤 光輝 准教授 ms@hirosaki-u.ac.jp 美術 デザイン、写真、素描
☑小学校教員
☑中高教員

日本語・英語 １人 日本語又は英語で簡単な日常会話ができること

02012 冨田 晃 准教授 atomita@hirosaki-u.ac.jp 美術教育 美術教育
☑小学校教員
☑中高教員

日本語・英
語・スペイン
語

１人
日本語・英語・スペイン語のいずれかができること
受入実績：ケニア・１名（令和元年度）

02013 出 佳奈子 准教授 idek_48@hirosaki-u.ac.jp 美術史 西洋美術史
☑小学校教員
☑中高教員

日本語・英
語・イタリア
語

１人
日・英・伊いずれかの簡単な日常会話ができることが望ま
しい

02014 佐藤 崇之 准教授 satot@hirosaki-u.ac.jp 理科 理科教育・環境教育
☑小学校教員
☑中高教員

日本語・英語 １人
日本語又は英語で日常会話ができること
受入実績：ケニア（令和３年度・受入中）,マレーシア（令
和４年度・受入中）

02015 佐藤 剛 講師 satotsuyo@hirosaki-u.ac.jp 英語
小中学校における英語の指導法・コーパスを
援用した語彙研究

☑小学校教員
☑中高教員

日本語・英語 １人 日本語又は英語で日常会話ができること

02016 李 秀眞 准教授 leesujin@hirosaki-u.ac.jp 生活経営・家族学アジアの家族・家庭生活
☑小学校教員
☑中高教員

日本語・英語 １人 日本語は簡単な日常会話ができることが望ましい

02017 山田 史生 教授 fumio@hirosaki-u.ac.jp 日本語・
日本文学日本語・日本文化
☑小学校教員
☑中高教員

日本語・中国
語

１人 日本語は日常会話ができることが望ましい

02018 武内 裕明 准教授 hiloakit@hirosaki-u.ac.jp 幼児教育 幼児教育，保育 ☑幼稚園教諭 日本語 1人 日本語で日常会話ができること

02019 長南 幸安 教授 cho@hirosaki-u.ac.jp 理科 理科教育
☑小学校教員
☑中高教員

日本語・英語 １人
英語又は日本語で意志交換ができること
受入実績：ジンバブエ・１名（令和元年度）

02020 安川 あけみ 教授 yasukawa@hirosaki-u.ac.jp 被服学 衣服や布の科学
☑小学校教員
☑中高教員

日本語 １人 日本語で日常会話ができること

02021 島田　透　准教授 tshimada@hirosaki-u.ac.jp 理科 化学
☑小学校教員
☑中高教員

日本語・英語 １人
日本語で日常会話ができること
受入実績：ナイジェリア・１名（令和２年度・受入中）

02022 小田　直弥　助教 n.oda7@hirosaki-u.ac.jp 音楽 ピアノ・伴奏
☑小学校教員
☑中高教員

日本語・独
語・英語

1人
日・独・英いずれかの簡単な日常会話ができることが望ま
しい

教育学研究科

※「研修の対象者」は該当する方（両方に該当する場合は両方）に☑を付けてください。
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