2019年度 [国費・私費外国人研究生] 指導可能教員と受け入れ基準 / 2019 Admission [MEXT Funded/Privately Financed International Research Students] List of Research Advisors and Acceptance Criteria
受け入れ可能なレベル
Programs in Charge
職名 (2018年7月17日現在）
Tile (As of July 17, 2018)

学部レベル
Non-degree
Undergraduate Program

大学院レベル
Non-degree
Postgraduate Program

専門分野
Filed of Study

青山 亨
AOYAMA Toru

教授
Professor

○

○

東南アジア前近代史, 古ジャワ語文学, 東南アジア宗教史
Pre-modern Southeast Asian History / Old Javanese Literature / Religious History in
Southeast Asia

秋廣 尚恵
AKIHIRO Hisae

准教授
Associate Professor

○

○

フランス語学
French Linguistics

荒原 邦博
ARAHARA Kunihiro

准教授
Associate Professor

○

○

フランス文学・文化史
French Literature and Culture

粟屋 利江
AWAYA Toshie

教授
Professor

○

○

南アジアの文化・社会・歴史・ジェンダー
Culture, Society, History and Gender of South Asia

五十嵐 孔一
IKARASHI Koichi

教授
Professor

○

○

朝鮮語学, 朝鮮語教育
Korean Linguistics / Korean Language Education

市川 雅教
ICHIKAWA Masanori

教授
Professor

○

○

統計科学
Statistical Science

岩崎 務
IWASAKI Tsutomu

教授
Professor

○

○

古代ギリシア・ローマ文学
Greek and Roman Classics

上田 広美
UEDA Hiromi

准教授
Associate Professor

○

○

カンボジア語学
Cambodian Linguistics

教授
Professor

○

○

英語史, 文献学
History of the English Language / Philology

大谷 直輝
OTANI Naoki

講師
Lecturer

○

×

英語学 (認知言語学・意味論・語用論)
English Linguistics / Cognitive Linguistics / Semantics and Pragmatics

岡田 知子
OKADA Tomoko

准教授
Associate Professor

○

○

カンボジアの文化・文学
Cambodian Literature and Culture

岡野 賢二
OKANO Kenji

准教授
Associate Professor

○

○

ビルマ語, ビルマ語学
Burmese / Burmese Linguistics

風間 伸次郎
KAZAMA Shinjiro

教授
Professor

○

○

アルタイ諸言語, 特にツングース諸語, 言語類型論
Altaic Languages, especially Tungusic Languages / Linguistic Typology

浦田 和幸
URATA Kazuyuki

言語文化コース

Language and Culture Course

Global Studies

世界言語社会専攻

加藤 晴子
KATO Haruko

教授
Professor

○

○

中国語学
Chinese Linguistics

加藤 雄二
Kato Yuji

教授
Professor

○

○

英米文化 (文学・芸術・音楽・映像), 批評理論, 比較文化
Anglo-American Culture (Literature, Art, Music, Films) / Critical Theory /
Comparative Culture

金指 久美子
KANAZASHI Kumiko

准教授
Associate Professor

○

○

スラヴ語学, 文献学
Slavonic Studies

川上 茂信
KAWAKAMI Shigenobu

教授
Professor

○

○

スペイン語学, ロマンス語学, スペイン語圏の言語文化
Spanish Linguistics / Romance Linguistics / Language and Cultural Studies of
Spanish-speaking Areas

川口 裕司
KAWAGUCHI Yuji

教授
Professor

○

○

フランス語学, トルコ語学
French Linguistics / Turkish Linguistics

久野 量一
KUNO Ryoichi

准教授
Associate Professor

○

○

スペイン語圏の文学・文化
Hispanic Literature and Culture

黒澤 直俊
KUROSAWA Naotoshi

教授
Professor

○

○

ロマンス語学, ポルトガル語学
Romance Linguistics / Portuguese Linguistics

斎藤 弘子
SAITO Hiroko

教授
Professor

○

○

英語音声学, 音韻論
English Phonetics / Phonology

佐々木 あや乃
SASAKI Ayano

准教授
Associate Professor

○

○

ペルシア文学, イラン文化
Persian Literature / Iranian Culture

佐野 洋
SANO Hiroshi

教授
Professor

○

○

言語情報処理論, 電子化言語データベース, コンピュータ支援の語学教育
Theory of Linguistic Information Processing / Computerized Language Database /
Language Education with Computer Support

外国人研究生を受入れる条件
Requirements for Application

その他
Additional Information

下記すべての条件を満たす者
■認知言語学、語用論、意味論に興味を持っていること。
■英語力があること（TOEIC 800点以上、TOEFL iBT 72以上など）。
Applicants must meet ALL of the following conditions:
■Must be interested in Cognitive Linguistics, Pragmatics, and Semantics
■Must have excellent English ability (TOEIC 800 or higher, TOEFL iBT 72 or higher, etc.)

下記すべての条件を満たす者
■国費外国人留学生である。
■中国語学（中国語ではない）の基礎知識を有している。どこで何をどの程度学んだか、書面にて提出のこ
と。
■日本語能力試験（JLPT）N1を保持している。
Applicants must meet ALL of the following conditions:
■Must be a recipient of the Japanese government scholarship
■Must have basic knowledge of Chinese Linguistics (not Chinese language). Must submit a paper to explain
what you have studied, in what depth, and where.
■Must have JLPT N1

以下の能力をすべて有していること
■日本語能力試験（JLPT）N1保持者
■ヨーロッパ共通参照枠（CEFR）B2相当以上のチェコ語の能力
■チェコ語以外のスラヴ系の言語（少なくとも１つ）の基本的な能力
Applicants must have ALL of the following abilities:
■Must have JLPT N1
■Must have CEFR B2 or equivalent/higher level Czech ability
■Must have basic ability in one (or more) of the Slavic languages other than Czech

TOEIC 850点以上等、高い英語力
Must have TOEIC 850 or higher, or equivalently high English ability

十分な日本語能力を有すること（日本語での指導に対応できること）
Have good Japanese ability (must be able to take classes in Japanese).
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受け入れ可能なレベル
Programs in Charge
職名 (2018年7月17日現在）
Tile (As of July 17, 2018)

学部レベル
Non-degree
Undergraduate Program

大学院レベル
Non-degree
Postgraduate Program

専門分野
Filed of Study

島田 志津夫
SHIMADA Shizuo

講師
Lecturer

○

×

中央アジア地域研究
Central Asian Area Studies

菅原 睦
SUGAHARA Mutsumi

教授
Professor

○

○

トルコ語言語学, トルコの言語政策, チュルク諸語, 中央アジアチュルク語古典文学
Turkish Linguistics / Language Policy in Turkey / Turkic Languages / Classical Turkic
Literature in Central Asia

鈴木 玲子
SUZUKI Reiko

教授
Professor

○

○

ラオス語学, タイ(Tai)諸語の研究
Studies on Lao and Tai Languages

武田 千香
TAKEDA Chika

教授
Professor

○

○

ブラジルの文学・文化
Brazilian Literature and Culture

外国人研究生を受入れる条件
Requirements for Application

その他
Additional Information

下記すべての条件を満たす者
■自身の研究分野について日本語で研究をおこなうことができる者
■原則として中央アジア諸国出身の国費留学生を受け入れる。
Applicants must meet ALL of the following conditions:
■Must be able to conduct your research in Japanese
■Must be a recipient of the Japanese government scholarship from a Central Asian country.

下記すべての条件を満たす者
(1)心理学実験法・調査法を学び、心理学論文の書き方・心理統計法(多変量解析を含む)に関する知識を習
得していること。
(2) 卒業論文において、量的分析をともなう心理学調査(心理学において標準的な基準を満たしている論文
であることが必要)を実施していること。
(3) 現時点で、日本語による指導および論文執筆に耐え得る語学力（日本語能力試験（JLPT) N1ないし日本
語検定1級））があること。
※なお、上記の要件をクリアしていることを確認するため、課題を設定することもあります。

言語文化コース

Language and Culture Course

Global Studies

世界言語社会専攻

田島 充士
TAJIMA Atsushi

准教授
Associate Professor

○

○

教育心理学
Educational Psychology

趙 義成
CHO Eui-sung

准教授
Associate Professor

○

○

朝鮮語学
Korean Linguistics

ﾃｨｯﾌﾟﾃｨｴﾝﾎﾟﾝ･ｺｰｽｨｯﾄ
Kosit Tiptiempong

講師
Lecturer

○

×

タイの文学・文化
Thai Literature / Thai Culture

投野 由紀夫
TONO Yukio

教授
Professor

○

○

CEFR-J 開発と利用, コーパス言語学, 第二言語語彙習得, 辞書学
Development and Application of the CEFR-J / Corpus Linguistics / L2 Vocabulary
Acquisition / Pedagogical Lexicography

土佐 桂子
TOSA Keiko

教授
Professor

○

○

文化人類学, 地域研究 (ビルマ・宗教)
Sociology (International Migrations, Racial/Ethnic Relations, Social Movement)

原則として、私の専門に近い研究計画を持つ方を受け入れます。
Applicants must meet ALL of the following conditions:
(1) Must have studied Experimental Psychology and Psychological Research Method, have knowledge of
Psychological Statistical Method (including Multivariate Analysis), and be able to write Psychology-related
academic papers
(2) Must have conducted Psychological Research through Quantitative Analysis when writing a graduate
thesis (The thesis must meet the average writing standard in the field of Psychology.)
(3) Must have sufficient Japanese ability (JLPT N1 or the Japanese Language Examination Level 1). Must
be able to take classes in Japanese and write academic papers in Japanese at the time of application
*Applicants may be requested to turn in an assignment to check if he/she meets all of the above
requirements.

Professor Tajima will only accept applicants whose research topic is compatible with his.

日本語・英語間の演習を含むコミュニティ通訳研究のため、いずれかの言語の母語話者であることが望まし
い。加えて、下記すべての条件を満たす者。
■日本語検定1級保持者
■TOEIC900点以上
内藤 稔
NAITO Minoru

講師
Lecturer

○

×

コミュニティ通訳研究
Community Interpreting

中川 裕
NAKAGAWA Hiroshi

教授
Professor

○

○

音声学, 音韻論
Phonetics and Phonology

長屋 尚典
NAGAYA Naonori

准教授
Associate Professor

○

○

オーストロネシア諸語, 言語類型論, フィールド言語学
Austronesian Languages / Linguistic Typology / Field Linguistics

南 潤珍
NAM Yunjin

准教授
Associate Professor

○

○

朝鮮語学
Korean Linguistics

成田 節
NARITA Takashi

教授
Professor

○

○

ドイツ語学, 日独語対照研究
German Linguistics / Contrastive Linguistics between German and Japanese

西岡 あかね
NISHIOKA Akane

准教授
Associate Professor

○

○

ドイツ文学, 比較文学
German Literature / Comparative Literature

丹羽 京子
NIWA Kyoko

准教授
Associate Professor

○

○

ベンガル語圏の文学と文化, 近現代のインド文学, 比較文学
Modern Bengali Literature / Comparative Literature

沼野 恭子
NUMANO Kyoko

教授
Professor

○

○

ロシア文学, ロシア文化, 比較文学
Russian Literature / Russian Culture / Comparative Literature

根岸 雅史
NEGISHI Masashi

教授
Professor

○

○

英語教育学, 言語テスト
English Language Teaching / Language Testing

Applicants should preferably be a native speaker of either Japanese or English as he/she will intensively
study community interpreting between Japanese and English and conduct various field work.
In addition, applicants must meet ALL of the following conditions:
■Must have the Japanese Language Examination Level 1 (the highest level) *This is not JLTP.
■Must have TOEIC 900 or higher
言語学と音声学の初歩的な知識を持つこと（国費外国人研究生も同様）。
Applicants must have basic knowledge of Linguistics and Phonetics (The same condition applies for
recipients of the Japanese government scholarship.)

下記すべての条件を満たす者
■英語教育学分野を研究対象とすること。
■CEFRのB2程度以上の英語力を有すること。
Applicants must meet ALL of the following conditions:
■The research topic must be within the field of English Language Teaching.
■Must have CEFR B2 or higher
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受け入れ可能なレベル
Programs in Charge
職名 (2018年7月17日現在）
Tile (As of July 17, 2018)

学部レベル
Non-degree
Undergraduate Program

大学院レベル
Non-degree
Postgraduate Program

専門分野
Filed of Study

野平 宗弘
NOHIRA Munehiro

准教授
Associate Professor

○

○

ベトナム文学・思想, 比較文学
Vietnamese Literature and Thought / Comparative Literature

野元 裕樹
NOMOTO Hiroki

准教授
Associate Professor

○

○

統語論, 意味論 (全般), 東南アジア島嶼部の言語 (オーストロネシア諸語, 英語変種)
Syntax and Semantics / Languages of Insular Southeast Asia (Austronesian, English
varieties)

萩田 博
HAGITA Hiroshi

准教授
Associate Professor

○

○

ウルドゥー語学・文学, パンジャービー語学・文学
Urdu Language and Literature / Panjabi Language and Literature

橋本 雄一
HASHIMOTO Yuichi

准教授
Associate Professor

○

○

中国近現代文学, 近代植民地文化事情
Modern Chinese Literature / Modern Colonial Culture

林 佳世子
HAYASHI Kayoko

教授
Professor

○

○

オスマン帝国やトルコの歴史・文化
Ottoman Studies / Turkish History

匹田 剛
HIKITA Go

教授
Professor

○

○

ロシア語学
Russian Linguistics

藤縄 康弘
FUJINAWA Yasuhiro

教授
Professor

○

○

ドイツ語学, ドイツ語と他言語の対照研究
Germanic Linguistics / Contrastive Linguistics between German and other Languages

降幡 正志
FURIHATA Masashi

准教授
Associate Professor

○

○

インドネシア語学, スンダ語学
Indonesian Linguistics / Sudanese Linguistics

前田 和泉
MAEDA Izumi

准教授
Associate Professor

○

○

20世紀ロシア詩, 近現代ロシア文化
20th Century Russian Poetry / Modern Russian Culture

言語文化コース

Language and Culture Course

Global Studies

世界言語社会専攻

益子 幸江
MASUKO Yukie

教授
Professor

○

○

音声学, 音響音声学
Phonetics / Acoustic Phonetics

真鍋 求
MANABE Motomu

准教授
Associate Professor

○

○

運動生理学, 神経生理学
Exercise Physiology / Neurophysiology

萬宮 健策
MAMIYA Kensaku

准教授
Associate Professor

○

○

新期インド・アーリヤ諸語 (ウルドゥー語, スィンディー語など), 社会言語学
New Indo-Aryan Languages (Urdu, Sindhi) / Socio-Linguistics

水野 善文
MIZUNO Yoshifumi

教授
Professor

○

○

古典サンスクリット文学と中世ヒンディー文学
Sanskrit Literature / Medieval Hindi Literature

箕浦 信勝
MINOURA Nobukatsu

准教授
Associate Professor

○

○

言語学, 手話言語学, アサバスカ言語学
Linguistics / Sign Language Linguistics / Athabaskan Linguistics

三宅 登之
MIYAKE Takayuki

教授
Professor

○

○

中国語学
Chinese Linguistics

望月 源
MOCHIZUKI Hajime

准教授
Associate Professor

○

○

知能情報学, 学習支援システム, 教育工学
Intelligent Informatics / Learning Support System / Educational Technology

森田 耕司
MORITA Koji

准教授
Associate Professor

○

○

ポーランド言語文化研究
Polish Language and Culture Studies

八木 久美子
YAGI Kumiko

教授
Professor

○

○

宗教学 (イスラム研究)
Study of Religion (Islam)

山口 裕之
YAMAGUCHI Hiroyuki

教授
Professor

○

○

ドイツ文化・文学・思想, 表象文化論
German Culture and Literature / Theory of Culture and Representation

外国人研究生を受入れる条件
Requirements for Application

その他
Additional Information

下記すべての条件を満たす者
■国費外国人留学生である。
■日本語能力試験（JLPT）N1を保持している。
Applicants must meet ALL of the following conditions:
■Must be a recipient of the Japanese government scholarship
■Must have JLPT N1
下記いずれかの条件を満たす者
■TOEFL iBT 92、IELTS Band 6.5、またはMUET Band 4以上の英語力、または
■母語話者レベルのマレー語またはインドネシア語、加えて日本語能力試験（JLPT）N2以上
Applicants must meet ONE of the following conditions:
■Must have TOEFL iBT 92, IELTS Band 6.5, or MUET Band 4 or higher <OR>
■Must have native level Malay or Indonesian AND JLPT N2 or higher

下記すべての条件を満たす者
■日本語能力試験（JLPT）N1以上の日本語力
■ヨーロッパ共通参照枠（CEFR）B2相当以上のドイツ語力
Applicants must meet ALL of the following conditions:
■Must have JLPT N1 or higher level Japanese ability
■Must have CEFR B2 or equivalent/higher level German ability

下記すべての条件を満たす者
■言語学・音声学を1年以上学んでいること。
■どこでどのように学んできたかを書面にて提出すること。
※提出された書面を参考にするが、場合によっては音声学の試験を課すことがある。
Applicants must meet ALL of the following conditions:
■Must have been studying Linguistics and Phonetics for a minimum of one year
■Must submit a paper to explain where and how you have studied Linguistics and Phonetics
*Applicants may be requested to take an exam on Phonetics.

音声学については、調音音声学の基礎を重視する。
In the area of Phonetics, the focus is on the basics of Articulation Phonetics.

現代インド・アーリヤ諸語のうち1つ以上の言語の基礎を学んだもの。
受入希望者は、期間中の研究計画概略をA4版2枚以内にまとめて提出すること。使用言語は、日本語、英
語のどちらかとする。
Applicants must know the basic grammar of one of the Modern Indo-Aryan languages such as Urdu, Hindi
or Bengali. And the applicant must submit the 2-page outline of his/her research in A4 size paper in
English or Japanese.

中国語学の基礎知識を有していること。言語学や日本語学ではなく、あくまでも中国語学（中国語ではない）
の授業を大学以上の高等教育機関において履修し単位を取得していることを確認するため、成績証明書を
提出すること。
Applicants must have basic knowledge of Chinese Linguistics, not Linguistics or Japanese Linguistics.
Submit a transcript to show that you have taken Chinese Linguistics classes (not Chinese Language) at a
university or a higher educational institution.
下記すべての条件を満たす者
■日本語学習をこれまでに十分に受けていること。日本語で専門文献を読み、論文を書けるだけのレベル
であること。
■自然言語処理・計算言語学を１年以上学んでいること。どこでどのように学んできたのかを書面にて提出
すること。
Applicants must meet ALL of the following conditions:
■Must have had sufficient Japanese language education. Must be able to read and write academic papers
in Japanese
■Must have studied Natural Language Processing and Computational Linguistics for a minimum of one
year. Must submit a paper to explain in what program and how you have studied these subjects.

日本語能力試験（JLPT）N1保持者
Must have JLPT N1
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受け入れ可能なレベル
Programs in Charge
職名 (2018年7月17日現在）
Tile (As of July 17, 2018)

学部レベル
Non-degree
Undergraduate Program

大学院レベル
Non-degree
Postgraduate Program

専門分野
Filed of Study

山本 真司
YAMAMOTO Shinji

准教授
Associate Professor

○

○

イタリア語学
Italian Linguistics

吉枝 聡子
YOSHIE Satoko

准教授
Associate Professor

○

○

ペルシア語学, イラン諸語研究
Persian Linguistics / Iranian Languages

外国人研究生を受入れる条件
Requirements for Application

下記すべての条件を満たす者
■日本語力が十分にあり、日本語能力試験（JLPT）N1を持っていること。また、日本語学習をこれまでに十
分に受けていること。日本語で専門文献を読み、論文を書けるだけのレベルであること。
■英語力が十分にあり、英語検定準1級以上あるいはTOEIC850点以上相当であること（CEFR B2以上のレ
ベルであることを示す他の標準テストによる英語力証明でも可）。英語で専門文献を読み、論文を書けるこ
と。
■現在または以前に所属していた教育機関での成績証明書（第一次選考への応募の際、原本のスキャンを
添付すること）を提出できること。その成績が優秀であること。また、過去に勉強したことがある科目の中に、
言語学あるいは応用言語学関連の基礎科目が含まれていること。
■研究生としてどのような課題についてどのように研究したいか、なるべく具体的に「従来の研究内容と今後
の研究計画」（詳しくは募集要項を参照すること）にまとめること。その内容が、指導できるものであると私が
判断できるものであること。
■翌年度、英語教育学を専門領域として、本学の大学院を受験予定であり、無事合格・入学・修了できた暁
の進路について、明確な希望・計画があること。
※これらの条件を満たす者に対してのみ面接試験を別途実施し、最終合格者を決定します。直接面接が難
しい場合はSkypeで面接を行います。

言語文化コース

Language and Culture Course

Global Studies

世界言語社会専攻

吉冨 朝子
YOSHITOMI Asako

教授
Professor

○

○

第二言語習得研究, 応用言語学, 英語教育学
Second Language Acquisition / Applied Linguistics / Teaching English as a Foreign
Language (TEFL)

吉本 秀之
YOSHIMOTO Hideyuki

教授
Professor

○

○

科学史, 科学思想史, 科学技術史
History of Science / History of Technology

林 俊成
LIN Chunchen

教授
Professor

○

○

言語教育工学, e-Learning言語環境, 遠隔教育、言語学習環境
Language Educational Technology / e-Learning Language Environment / Distance
Learning / Language Learning Environment

呉人 徳司
KUREBITO Tokusu

教授
Professor

○

○

言語学, チュクチ語
Chukchi Language

澤田 英夫
SAWADA Hideo

教授
Professor

○

○

ビルマ系少数言語の記述, 東南アジア大陸部インド系文字の体系
Description of Burmish Minority Languages / Study of the Systems of Indic Scripts in
Mainland Southeast Asia

椎野 若菜
SHIINO Wakana

准教授
Associate Professor

○

○

社会人類学, 東アフリカ民族誌
Social Anthropology / Ethnography of East Africa

品川 大輔
SHINAGAWA Daisuke

准教授
Associate Professor

○

○

言語学, バントゥ諸語
Linguistics / Bantu Languages

中山 俊秀
NAKAYAMA Toshihide

教授
Professor

○

○

ヌートカ語, 用法基盤言語学, 言語ドキュメンテーション研究, 類型論論
Nuuchahnulth (Nootka) / Usage-based Linguistics / Language Documentation /
Typology

星 泉
HOSHI Izumi

教授
Professor

○

○

チベット文化圏の言語学
Linguistics of Tibetan Area

峰岸 真琴
MINEGISHI Makoto

教授
Professor

○

○

オーストロアジア諸語, タイ語学
Austroasiatic Languages / Thai Language

渡辺 己
WATANABE Honoré

教授
Professor

○

○

セイリッシュ語
Salishan Languages

荒川 慎太郎
ARAKAWA Shintar

准教授
Associate Professor

○

○

西夏語
Tangut

Applicants must meet ALL of the following conditions:
■Must have JLPT N1. Must have had sufficient Japanese language education. Must be able to read and
write academic papers in Japanese
■Must have Eiken Level pre-1 or higher or TOEIC 850 or higher. (Other official English test scores
equivalent to/higher than CEFR B2 are also acceptable.) Must be able to read and write academic papers in
English
■Must submit an academic transcript from current or previous educational institution(s). Attach a scan of
the original transcript to your e-mail to GAO. Grades must be excellent. Must have taken classes related to
Linguistics and/or Applied Linguistics, which must show on the transcript.
■In the "Previous Research Content and Future Research Plan"(details provided in the Application
Procedure for Privately Financed International Research Students), describe specifically your research
topic and methodological approach. Your research topic must be compatible with Professor Yoshitomi's
field of study.
■Must be planning to apply for TUFS Master's/Doctoral program in the field of Teaching English as a
Foreign Language (TEFL) in the following year. Must have clear academic and professional goals after you
are admitted to the degree program and after graduation.
*An interview will be held (either face-to-face or via internet video call) for the applicants who meet all of
the above conditions. One or two successful applicants will be selected.

その他
Additional Information

■他の教員の研究生となった場合、私が担当する専修科目の授業の聴講は認めています。（ただし、その指導教員の許
可は必要です。）
■本学の大学院に無事合格し正規の大学院生になった場合、研究分野が英語教育学分野であり、論文の主任指導教
員に私を希望する場合、研究生の時の指導教員が誰であったかに関わらず「私費外国人研究生を受入れる条件」のよう
な制限を設けずに指導を引き受けています。
■International research students mentored by other research advisors may observe Professor Yoshitomi's lectures
once it is approved by their research advisors.
■Professor Yoshitomi will act as a supervisor of graduate students, if requested to do so (regardless of who their
previous research advisor was). This is as long as the applicant passes the entrance examination for TUFS
Master's/Doctoral program in the field of Teaching English as a Foreign Language (TEFL).

日本語能力試験（JLPT）N1保持者
Must have JLPT N1

日本語力が十分にあり、日本語能力試験（JLPT）N1を持っていること
Must have good Japanese ability and have JLPT N1
下記すべての条件を満たす者
■インドネシアまたはマレーシアのIndigenous languagesの研究に興味のある者
■学部以上で一般言語学を履修していることが望ましい
■英語力があること（TOEIC 800点以上、TOEFL iBT 72以上など）。英語のテストスコアを提出すること。

塩原 朝子
SHIOHARA Asako

准教授
Associate Professor

○

○

言語学, インドネシア諸言語の記述研究
Linguistics / Descriptive Studies of Indonesian Languages

山越 康裕
YAMAKOSHI Yasuhiro

准教授
Associate Professor

○

○

モンゴル諸語, アルタイ諸言語, 記述言語学
Mongolic Languages / Altaic Languages / Descriptive Linguistics

Applicants must meet ALL of the following conditions:
■Must be interested in researching on Indigenous languages in Indonesia or Malaysia
■Applicants are expected to have taken an introductory course of General Linguistics in an undergraduate
or postgraduate program
■Must have excellent English ability (TOEIC 800 or higher, TOEFL iBT 72 or higher, etc.). Submit an
English test score.
記述言語学の知識を有すること
Applicants must have basic knowledge of descriptive linguistics

4

受け入れ可能なレベル
Programs in Charge
職名 (2018年7月17日現在）
Tile (As of July 17, 2018)

学部レベル
Non-degree
Undergraduate Program

大学院レベル
Non-degree
Postgraduate Program

専門分野
Filed of Study

青木 雅浩
AOKI Masahiro

准教授
Associate Professor

○

○

モンゴル・中央ユーラシア近現代史, モンゴル・ソ連関係史
The Modern History of Mongolia and Central Eurasia / The History of the MongoliaUSSR Relationship

青山 弘之
AOYAMA Hiroyuki

教授
Professor

○

○

現代東アラブ政治・思想・歴史
Politics, Thoughts, and History in the Contemporary Arab East

伊東 剛史
ITO Takashi

准教授
Associate Professor

○

○

イギリス近代史
Modern British History

今井 昭夫
IMAI Akio

教授
Professor

○

○

東南アジア地域研究, ベトナム近現代史
Regional Studies of Southeast Asia / Modern History of Vietnam

今福 龍太
IMAFUKU Ryuta

教授
Professor

○

○

混合体論, 文化混淆論, メディア批評, 歴史形象
Archipelagic Studies / Cultural Criticism / Media Studies / Rhetoric

岩崎 稔
IWASAKI Minoru

教授
Professor

○

○

哲学・政治思想, 集合的記憶論, 戦後日本研究, カルチュラル・スタディーズ
Philosophy, Political Intellectual History / Theory of Collective Memories / Post-war
Japan Studies / Cultural Studies

大川 正彦
OKAWA Masahiko

教授
Professor

○

○

政治理論, 社会倫理学
Political Theory / Social Ethics

小笠原 欣幸
OGASAWARA Yoshiyuki

准教授
Associate Professor

○

○

台湾政治
Taiwanese Politics

岡田 昭人
OKADA Akito

教授
Professor

○

○

比較・国際教育学, 異文化コミュニケーション
Comparative/International Education / Inter-cultural Communication

小川 英文
OGAWA Hidefumi

教授
Professor

○

○

東南アジア考古学, 地域研究
Southeast Asian Archaeology / Area Studies in Southeast Asia

外国人研究生を受入れる条件
Requirements for Application

その他
Additional Information

2019年度は長期出張のため研究生を受け入れない
Professor Ito will not accept any research student for the 2019 academic year because he will be
conducting research outside Japan.

下記すべての条件を満たす者
■日本語能力試験（JLPT）N1を持ち、日本語で学術論文を読み、書けること。
■これまで執筆した卒論、あるいはゼミ論を提出すること。

国際社会コース

Area and International Studies Course

Global Studies

世界言語社会専攻

小田原 琳
ODAWARA Rin

准教授
Associate Professor

○

○

イタリア近現代史, ジェンダー・スタディーズ
Modern and Contemporary Italian History / Gender Studies

加藤 美帆
KATO Miho

准教授
Associate Professor

○

○

教育社会学, 家族社会学
Sociology of Education / Family Sociology

蒲生 慶一
GAMOU Keiichi

准教授
Associate Professor

○

○

マクロ経済学, 国際経済学, 米国経済論
Macroeconomics / International Economics / U.S. Economy

菊池 陽子
KIKUCHI Yoko

准教授
Associate Professor

○

○

ラオス近現代史
Modern and Contemporary History of Laos

金 富子
KIM Puja (Booja)

教授
Professor

○

○

ジェンダー論, ジェンダー史, 東アジア史
Gender Studies / Gender History / History of East Asia

Applicants must meet ALL of the following conditions:
■Must have JLPT N1. Must have had sufficient Japanese language education. Must be able to read and
write academic papers in Japanese
■Must submit a graduate thesis or paper that you have written during your previous education

下記すべての条件を満たす者
■原則として日本語能力試験（JLPT）N1保持者、または、イタリア語ないし英語による大学以上の高等教育
機関において2年以上の学習歴を有する者
■これまでに執筆した論文またはレポート（日本語または英語）を提出すること。論文やレポートがない者
は、研究テーマとその概要を日本語または英語でまとめたものを提出すること。
Applicants must meet ALL of the following conditions:
■Must have JLPT or have a minimum of two years of study experience in Italian or English at a university
or a higher educational institution
■Must submit a thesis or an academic paper you have written in Japanese or English. If you have neither
of them, submit a summary of your research theme written in Japanese or English.
■国費留学生優先
■原則として日本語能力試験（JLPT）N1保持者
■Priority given to recipients of the Japanese government scholarship
■Must have JLPT N1

下記いずれかの条件を満たす者
■日本語能力試験（JLPT）N1保持者、または
■スペイン語圏ないし英語圏の大学以上の高等教育機関において2年以上の学習歴を有する者
久米 順子
KUME Junko

准教授
Associate Professor

○

○

西洋美術史, スペイン中世美術史
Art History / Spanish Medieval Art History

栗田 博之
KURITA Hiroyuki

教授
Professor

○

○

文化人類学, オセアニア研究
Cultural Anthropology / Oceanic Studies

Applicants must meet ONE of the following conditions:
■Must have JLPT N1 <OR>
■Must have a minimum of two years of academic background from a university or a higher educational
institution in a Spanish- or English-speaking area

下記の2点を提出すること
(1) 研究テーマとその概要を日本語でまとめたもの（800字程度）。
(2) これまでに執筆した論文またはレポート。（研究テーマにできるだけ近いものを提出してください。中国語
または英語でもかまいません。）
倉田 明子
KURATA Akiko

准教授
Associate Professor

○

○

中国近現代史, 香港地域史
Modern History of China / Regional History of Hong Kong

坂井 真紀子
SAKAI Makiko

准教授
Associate Professor

○

○

アフリカ地域研究
Area Studies of Africa

佐々木 孝弘
SASAKI Takahiro

教授
Professor

○

○

アメリカ社会史, アメリカ合衆国南部地域研究
American Social History

Must submit the following two items:
(1) One paper about your research theme and its abstract in Japanese (about 800 characters)
(2) One thesis or academic paper that you have written during your past education (The content of the
theis/paper must be close to your research theme. Must be written either in Chinese, English, or
Japanese.)
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受け入れ可能なレベル
Programs in Charge
職名 (2018年7月17日現在）
Tile (As of July 17, 2018)

学部レベル
Non-degree
Undergraduate Program

専門分野
Filed of Study

大学院レベル
Non-degree
Postgraduate Program

外国人研究生を受入れる条件
Requirements for Application

その他
Additional Information

下記すべての条件を満たす者
(1) 研究テーマが指導希望教員（＝澤田）の専門分野に近接していること。
(2) これまで学習してきた専門分野が上記（1）と一致していること。
※教員に合わせてテーマを決めるのではなく、テーマに合わせて教員を選んでください。
(3) 研究テーマについて、これまで執筆した論文またはレポートを提出してください。
※「今後の研究計画」ではなく、卒業論文等これまでの学習で提出してきた論文・レポートを指します。
澤田 ゆかり
SAWADA Yukari

教授
Professor

○

○

中国・香港の社会保障, 華南の労働問題, 社会政策
Social Security in China and Hong Kong / Labor Issues in South China / Social
Policies

篠原 琢
SHINOHARA Taku

教授
Professor

○

○

中東欧の近代史 (チェコを中心とする)
Modern History of Central and Eastern Europe

鈴木 茂
SUZUKI Shigeru

教授
Professor

○

○

歴史学, ブラジル史, ラテンアメリカ研究
History / History of Brazil / Latin American Studies

鈴木 美弥子
SUZUKI Miyako

准教授
Associate Professor

○

○

民法, 消費者法, 環境法
Civil Law / Consumer Law / Environmental Law

鈴木 義一
SUZUKI Yoshikazu

教授
Professor

○

○

計画経済論史研究, 現代ロシア政治社会論, 移行経済研究
History of Planned Economy / Modern Russian Politics and Society / Studies of
Transition Economy

芹生 尚子
SERIU Naoko

准教授
Associate Professor

○

○

フランス社会経済史
Economic History of French Society

左右田 直規
SODA Naoki

准教授
Associate Professor

○

○

東南アジア近現代史, マレーシア政治社会史
Modern History of Southeast Asia / Socio-Political History of Malaysia

Applicants must meet ALL of the following conditions:
(1) The topic of your research must be close to Professor Sawada's field of study.
(2) What you have been studying must be compatible with the above (1).
*Do not decide your research topic based on the field of study of your preferred processor. Instead,
choose a research advisor once you are clear about your research topic.
(3) Must submit a thesis or a paper on your research theme that you have written during your past
education.
*The thesis/paper should NOT be a research plan that explains what you are going to study in the future. It
must be a graduate thesis, paper, or report that you have written and submitted during your previous
education.

国費外国人研究生であっても、下記(1)～(3)の条件を満たし(4)～(7)を提出した者を選考の対象としたいと考えている。
＜条件＞
(1) ラテンアメリカ経済、とくにメキシコ経済を国際経済学および開発経済学のディスプリンから研究する者
(2) 日本語能力試験（JLPT）N1保持者
(3) TOEIC850点以上保持者

国際社会コース

Area and International Studies Course

Global Studies

世界言語社会専攻

＜提出書類＞
(4) 「従来の研究内容と今後の研究計画」（詳しくは募集要項を参照すること）は日本語で執筆すること。
(5) 指導教員として希望する理由書（日本語で1,000字程度）。
※これまでの研究・実務経験，研究計画，将来の進路希望との関連を明記する。
(6) 将来の進路希望について（日本語で1,000字程度）。
(7) 田島陽一『グローバリズムとリージョナリズムの相克――メキシコの開発戦略――』晃洋書房、2006年の書評論文（日
本語で3,000字程度）の提出。
田島 陽一
TAJIMA Yoichi

准教授
Associate Professor

○

○

国際経済学, 開発経済学, メキシコ経済論
International Economics / Development Economics / Mexican Economy

国費留学生

Even if the applicant is a recipient of the Japanese government scholarship, he/she must meet the following
requirements (1)-(3) and submit the items (4)-(7) listed below.

Must be a recipient of the Japanese government scholarship
<Requirements>
(1) Must be planning to research on Latin American economy, especially the Mexican economy from the discipline of
international economics and development economics
(2) Must have JLPT N1
(3) Must have TOEIC 850 or higher
<Submit the following items>
(4) Must write your "Previous Research Content and Future Research Plan" in Japanese (details provided in the
Application Procedure for Privately Financed International Research Students)
(5) A summary explaining the reason why you choose Professor Tajima as your research advisor (in Japanese,
approximately 1,000 characters in length)
*Explain how your research topic, your work experience, and your research plan relate to your future career.
(6) A summary on your career plan (in Japanese, approximately 1,000 characters in length)
(7) A book review on 『グローバリズムとリージョナリズムの相克――メキシコの開発戦略――』published in 2006,
authored by Professor Tajima (in Japanese, approximately 3,000 characters in length)

巽 由樹子
TATSUMI Yukiko

講師
Lecturer

○

×

ロシア文化史
Cultural History of Russia

千葉 敏之
CHIBA Toshiyuki

教授
Professor

○

○

ヨーロッパ・ドイツ中世史, 歴史基礎学
History of Medieval Europe and Germany / Auxiliary Science of History

中山 智香子
NAKAYAMA Chikako

教授
Professor

○

○

グローバルスタディーズ, 経済思想・社会思想
Global Studies / Economic Thoughts, Social Thoughts

丹羽 泉
NIWA Izumi

教授
Professor

○

○

宗教社会学, 朝鮮宗教論
Sociology of Religion / Korean Religion

福嶋 千穂
FUKUSHIMA Chiho

講師
Lecturer

○

×

近世ポーランド・リトアニア史, ウクライナ史
History of the Early Modern Polish-Lithuanian Commonwealth / History of Ukraine

藤井 毅
FUJII Takeshi

教授
Professor

○

○

南アジア地域研究, インド近現代史, ヒンディー語
Area Studies of South Asia / Modern Indian History / Hindi

真島 一郎
MAJIMA Ichiro

教授
Professor

○

○

文化人類学, 社会思想
Cultural Anthropology / History of Social Thought

次の3つの試験・検定うちいずれかの保持者
1. 日本語能力試験（JLPT) N1、または
2. 日本語検定1級、または
3. TOEIC850点以上
Must have one of the following tests/scores
1. JLPT N1 <OR>
2. The Japanese Language Examination Level 1 (the highest level) <OR>
3. TOEIC 850 or higher

下記すべての条件を満たす者
■日本語能力試験（JLPT) N1保持者または日本語検定1級保持者
■TOEIC850点以上の保持者
Applicants must meet ALL of the following conditions:
■Must have JLPT N1 or the Japanese Language Examination Level 1 (the highest level)
■Must have TOEIC 850 or higher

国内在住者については要面接
There will be an interview for applicants who reside in Japan.
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受け入れ可能なレベル
Programs in Charge
職名 (2018年7月17日現在）
Tile (As of July 17, 2018)

学部レベル
Non-degree
Undergraduate Program

大学院レベル
Non-degree
Postgraduate Program

専門分野
Filed of Study

松隈 潤
MATSUKUMA Jun

教授
Professor

○

○

国際法
International Law

宮田 敏之
MIYATA Toshiyuki

教授
Professor

○

○

タイ経済研究, 東南アジア経済研究, タイ社会経済史
Thai Economy / Southeast Asian Economy / Social and Economic History of Thailand

外国人研究生を受入れる条件
Requirements for Application

その他
Additional Information

下記すべての条件を満たす者
■国費外国人留学生である。
■国際法の基礎知識を有する。成績証明書の提出すること。
Applicants must meet ALL of the following conditions:
■Must be a recipient of the Japanese government scholarship
■Must have basic knowledge of international law. Submit a transcript.

下記すべての条件を満たすこと
■日本語能力試験（JLPT）N1を持ち、日本語で学術論文を読み、書けること
■これまで執筆した論文（卒論、ゼミ論など）（英語または日本語）を提出すること
■研究テーマが当該教員のテーマに近接していること

国際社会コース

Area and International Studies Course

Global Studies

世界言語社会専攻

山内 由理子
YAMANOUCHI Yuriko

准教授
Associate Professor

○

○

オーストラリア先住民研究, 文化人類学
Anthropology / Australian Indigenous Studies

吉田 ゆり子
YOSHIDA Yuriko

教授
Professor

○

○

日本近世史, 日本の伝統社会・文化の歴史
Early Modern Japanese History / History of Traditional Japanese Society and Culture

米谷 匡史
YONETANI Masafumi

教授
Professor

○

○

日本思想史, 社会思想史, 東アジア植民地研究
History of Japanese Thought / History of Social Thought / East Asian Colonial
Studies

李 孝徳
LEE Hyoduk

教授
Professor

○

○

レイシズム・スタディーズ, ポストコロニアル研究
Racism Studies / Post-colonial Studies

河合 香吏
KAWAI Kaori

教授
Professor

○

○

人類学, 東アフリカ牧畜民研究
Anthropology / East African Pastoralism

栗原 浩英
KURIHARA Hirohide

教授
Professor

○

○

ベトナム現代史
Contemporary Vietnamese History

近藤 信彰
KONDO Nobuaki

教授
Professor

○

○

イラン近代史
History of Modern Iran

髙松 洋一
TAKAMATSU Yoichi

教授
Professor

○

○

オスマン朝史, 古文書学, アーカイブズ学
Ottoman History / Diplomatics / Archival Science

外川 昌彦
TOGAWA Masahiko

教授
Professor

○

○

南アジアの人類学, インド・バングラデシュ研究
Cultural Anthropology of South Asia / Bengal Studies

床呂 郁哉
TOKORO Ikuya

教授
Professor

○

○

東南アジア島嶼部の人類学
Anthropology of South-East Asian Islanders

錦田 愛子
NISHIKIDA Aiko

准教授
Associate Professor

○

○

中東地域研究
Israeli-Palestinian Conflict / Middle-Eastern Area Studies / Refugee Studies

野田 仁
NODA Jin

准教授
Associate Professor

○

○

中央アジア史, 露清関係史
History of Central Asia / Russian-Qing Relations

深澤 秀夫
FUKAZAWA Hideo

教授
Professor

○

○

マダガスカルを中心とするインド洋海域世界の社会人類学的研究
Social Anthropology of the Malagasy Speech Communities in the Indian Ocean

大石 高典
OISHI Takanori

講師
Lecturer

○

×

アフリカ地域研究, 生態人類学, 文化人類学, 地球環境学
African Area Studies / Ecological Anthropology / Cultural Anthropoplogy / Global
Environmental Studies

武内 進一
TAKEUCHI Shinichi

教授
Professor

○

○

アフリカ研究, 国際関係論, 政治学
African Studies / International Relations / Politics

出町 一恵
DEMACHI Kazue

講師
Lecturer

○

×

国際経済学, 開発経済学, 地域研究
International Economy / Development Economics / Area studies

PCSコース

Peace and Conflict Studies Course

中山 裕美
NAKAYAMA Yumi

講師
Lecturer

○

×

国際関係論, 国際協調, 地域統合, 移民・難民問題
International Relations / International Cooperation / Regional Integration / Migration
and Refugee

伊勢崎 賢治
ISEZAKI Kenji

教授
Professor

○

○

紛争解決平和構築学
Conflict Resolution and Peacebuilding

篠田 英朗
SHINODA Hideaki

教授
Professor

○

○

紛争解決平和構築学
Peacebuilding / Conflict Resolution / International Order

松永 泰行
MATSUNAGA Yasuyuki

教授
Professor

○

○

比較政治学, 紛争研究, 中東国際関係論
Comparative Politics / Conflict Studies / Middle East International Relations

Applicants must meet ALL of the following conditions:
■Must have JLPT N1. Must have had sufficient Japanese language education. Must be able to read and
write academic papers in Japanese.
■Must submit a graduate thesis or paper that you have written during your previous education
■The research topic of the applicant must be close to Associate Professor Yamanouchi’s area of
research.

2019年度は研究生を受け入れない。
Professor Nishikido will not accept any research student for the 2019 academic year

事前に研究内容について相談が望ましい。
Contact Professor Oishi to consult about your research prior to the First Step.

下記すべての条件を満たす者
■国費外国人留学生である。
■TOEIC850点以上の保持者
■要面接（外国在住志願者にはインターネットを活用したビデオ通話システムを利用して面接を行う。）
Applicants must meet ALL of the following conditions:
■Must be a recipient of the Japanese government scholarship
■Must have TOEIC 850 or higher
■There will be an interview (for applicants who reside outsida Japan, the interview will be conducted via
internet video call).

PCSを受験する国費外国人研究生
Must be a recipient of the Japanese government scholarship and intend to apply for PCS

PCSを受験する国費外国人研究生
Must be a recipient of the Japanese government scholarship and intend to apply for PCS
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受け入れ可能なレベル
Programs in Charge
職名 (2018年7月17日現在）
Tile (As of July 17, 2018)

学部レベル
Non-degree
Undergraduate Program

専門分野
Filed of Study

大学院レベル
Non-degree
Postgraduate Program

外国人研究生を受入れる条件
Requirements for Application

その他
Additional Information

下記の条件すべてを満たす者。
■日本語能力試験（JLPT）N1保持者
■TOEFL iBT 71以上、あるいは同等の英語力を有する者
■「従来の研究内容と今後の研究計画」（詳しくは募集要項を参照すること）に加えて、申請者本人が日本語
で執筆した「志望理由と本学における学修計画」を提出すること。
阿部 新
ABE Shin

准教授
Associate Professor

荒川 洋平
ARAKAWA Yohey

教授
Professor

○

○

○

○

日本語教育学, 社会言語学
Japanese Language Education / Sociolinguistics

認知言語学, 応用認知言語学, 認知意味論, 国際言語管理
Cognitive Linguistics / Applied Cognitive Linguistics / Cognitive Semantics /
International Language Audit
※認知心理学、認知科学とは異なる。
Above fields are different from Cognitive Psychology and Cognitive Science.

石澤 徹
ISHIZAWA Toru

講師
Lecturer

○

×

日本語教育, 第二言語習得研究
Education (Japanese Language Teaching）

伊集院 郁子
IJUIN Ikuko

准教授
Associate Professor

○

○

語用論, 談話分析, 日本語教育
Pragmatics / Discourse Analysis / Japanese Language Education

伊東 克洋
ITO Katsuhiro

講師
Lecturer

○

×

日本語教育学. 応用言語学
Applied Linguistics (Japanese)

Must meet ALL of the following conditions:
■Must have JLPT N1
■Must have TOEFL iBT 71 or higher, or equivalent level English ability
■Must submit "A statement of purpose and study plan in TUFS" which is written in Japanese by the
applicant, in addition to "Previous Research Content and Future Research Plan" (details provided in the
"Application Procedure for Privately Financed International Research Students").
■当方の著作あるいは論文を読んだ上で出願すること
■学部以上で認知言語学を履修していることが望ましい
■Applicants are required to have read at least one of Professor Arakawa's academic articles or books
prior to their application
■Applicants are expected to have taken an introductory course of Cognitive Linguistics in an
undergraduate or postgraduate program
下記の条件すべてを満たす者。
■日本語能力試験（JLPT）N1保持者
■「どんな研究がしたいのか、また、なぜ石澤のゼミを志望するか」について、ワード1枚程度の分量の作文
を書いて提出すること。
Must meet ALL of the following conditions:
■Must have JLPT N1
■Submit a 1-page long essay about your research and the reason why you choose Professor Ishizawa as
your research advisor.
日本語教育または応用言語学に関する知識を有し、談話分析（作文・会話・独話等）に関心がある者
Must have knowledge about Japanese Language Education or Applied Linguistics and must be interested in
Discourse Analysis (writing, conversation, monologue, etc.)

国際日本コース・日本語教育リカレントコース

国際日本専攻

Japan Studies

Japan Studies Course/Recurrent Course in Japanese Language Education

下記すべての条件を満たす者。
■日本語能力試験（JLPT）N1保持者
■「従来の研究内容と今後の研究計画」（詳しくは募集要項を参照すること）に加えて、志望理由と学修計画
を提出すること。

海野 多枝
UMINO Tae

教授
Professor

大津 友美
OTSU Tomomi

准教授
Associate Professor

○

○

○

第二言語習得論, 応用言語学, 日本語教育学
Second Language Acquisition / Applied Linguistics / Teaching Japanese as a Second
Applicants must meet ALL of the following conditions:
Language (TJSL)
■Must have JLPT N1
■Must submit a statement of purpose and study plan in addition to the "Previous Research Content and
Future Research Plan" (details provided in the Application Procedure for Privately Financed International
Research Students)

○

会話分析, 談話分析, 語用論, 日本語教育学
Conversation Analysis / Discourse Analysis / Pragmatics / Japanese Language
Education

川村 大
KAWAMURA Futoshi

教授
Professor

○

○

日本語の文法・語彙, 日本語史等
Grammar and Lexicon of Japanese Language / Grammatical Theory / The History of
Japanese Language

工藤 嘉名子
KUDO Kanako

准教授
Associate Professor

○

○

日本語教育
Japanese Linguistics / Teaching Japanese as a Second Language (TJSL)

下記すべての条件を満たす者。
■日本語能力試験（JLPT）N2以上保持者
■TOEFL iBT79以上、あるいは同等の英語力を有する者
Applicants must meet ALL of the following conditions:
■Must have JLPT N2 or higher
■Must have TOEFL iBT 79 or higher, or equivalent level English ability

下記すべての条件を満たす者について、「従来の研究内容と今後の研究計画」（詳しくは募集要項を参照す
ること）の内容を検討し、指導可能と判断した人を受け入れます。
■日本語能力試験（JLPT）N１保持者
■日本語で書類を執筆する能力を持つ
■日本語研究について一定以上の水準に達した計画書を執筆できる
First, applicants must meet ALL of the following conditions. Then, Professor Kawamura will examine the
"Previous Research Content and Future Research Plan" (details provided in the Application Procedure for
Privately Financed International Research Students) and decide whether to accept the applicant or not.
■Must have JLPT N1
■Must be able to write academic papers in Japanese
■Must be able to write good quality research proposals on Japanese Language Studies

下記すべての条件を満たす者
■国費外国人留学生である。
■大学で心理学の科目を履修しており、研究対象が近い。
■日本語能力試験（JLPT）N1を保持している。
■学術論文を書くことができる日本語運用能力があり、英語で書かれた文献を読んで理解できる。
小松 由美
KOMATSU Yumi

准教授
Associate Professor

○

○

異文化コミュニケーション, 健康心理学, カウンセリング, 学生相談
Intercultural Communication / Health Psychology / Counseling / International
Student Advising

柴田 勝二
SHIBATA Shoji

教授
Professor

○

○

日本近代文学
Japanese Modern Literature

菅長 理恵
SUGANAGA Rie

教授
Professor

○

○

日本語, 日本文化
Japanese Language and Culture

Applicants must meet ALL of the following conditions:
■Must be a recipient of the Japanese government scholarship
■Must have taken Psychology classes in a university, and your research topic must be close to Professor
Komatsu's field
■Must have JLPT N1
■Must be able to write academic papers in Japanese. Must be able to read and understand academic
papers in English
日本在住志願者には第１次ステップ締切後、筆頭試験を課す。日程は別途連絡する。
Domestic Applicants are required to take a written examination during the First Step. The schdule will be
arranged, and the applicants informed.
日本古典文学および近現代俳句を専攻する者
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受け入れ可能なレベル
Programs in Charge
職名 (2018年7月17日現在）
Tile (As of July 17, 2018)

鈴木 智美
SUZUKI Tomomi

教授
Professor

学部レベル
Non-degree
Undergraduate Program

○

専門分野
Filed of Study

大学院レベル
Non-degree
Postgraduate Program

○

現代日本語意味論, 日本語教育
Japanese Semantics / Japanese Language Education

外国人研究生を受入れる条件
Requirements for Application

その他
Additional Information

下記すべての条件を満たす者
■日本語能力試験（JLPT）N1保持者
本教員の研究分野、および指導学生の研究テーマ等については、
■「従来の研究内容と今後の研究計画」（詳しくは募集要項を参照すること）に加えて、志望理由と学修計画
http://www.tufs.ac.jp/research/researcher/people/suzuki_tomomi.html （本学研究者情報）および
を提出すること。
http://www.tufs.ac.jp/ts/personal/SUZUKI_Tomomi/ （教員個人ホームページ）を参照してください。
Applicants msst meet ALL of the following conditions:
■Must have JLPT N1
■Must submit a statement of purpose and study plan in addition to the "Previous Research Content and
Future Research Plan" (details provided in the Application Procedure for Privately Financed International
Research Students)

Refer to the following links for Professor Suzuki's reserach field and what your research field should be:
http://www.tufs.ac.jp/research/researcher/people/suzuki_tomomi.html （Professor Suzuki's page on TUFS website）
http://www.tufs.ac.jp/ts/personal/SUZUKI_Tomomi/ （Professor Suzuki's personal website）

下記すべての条件を満たす者
■日本語での意思疎通、コミュニケーションが問題なくでき、研究テーマに関連する文献（日本語・英語によ
る文献）が読める能力を有すること。研究生を開始する時点で日本語能力試験（JLPT）N1を有していること
が望ましい。既にJLPT N1/N2を有していれば、スコア提出をすること。
■言語教育・研究に興味を持ち、自ら研究を進める意欲と資質があること。

国際日本コース・日本語教育リカレントコース

国際日本専攻

Japan Studies

Japan Studies Course/Recurrent Course in Japanese Language Education

○

日本語教育学, 教育方法学
Japanese Language Education / Educational Technology

○

○

言語学, 語用論, 談話分析, 日本語教育, 社会言語学
Linguistics / Pragmatics / Discourse Analysis / Japanese Language Education /
Sociolinguistics

教授
Professor

○

○

日本思想史, マイノリティ研究
Intellectual History of Japan / Minority Studies

准教授
Associate Professor

○

○

日本語教育学, 会話分析, インターアクション研究
Japanese Language Education / Conversation Analysis / Study of Interaction

鈴木 美加
SUZUKI Mika

教授
Professor

谷口 龍子
TANIGUCHI Ryuko

准教授
Associate Professor

友常 勉
TOMOTSUNE Tsutomu

中井 陽子
NAKAI Yoko

○

中村 彰
NAKAMURA Akira

准教授
Associate Professor

○

○

理論言語学, 日本語学, 英語学
Theoretical Linguistics / Japanese Linguistics / English Linguistics

花薗 悟
HANAZONO Satoru

准教授
Associate Professor

○

○

日本文法学
Japanese Linguistics

春名 展生
HARUNA Nobuo

准教授
Associate Professor

○

○

日本政治, 日本外交
Politics of Japan / Foreign Relations of Japan

フィリップ・シートン
Philip SEATON

教授
Professor

○

○

戦争記憶, メディア・文化学, 観光学
War Memories / Media & Cultural Studies / Tourism Studies

藤村 知子
FUJIMURA Tomoko

教授
Professor

○

○

日本語教育学
Japanese Language Education

藤森 弘子
FUJIMORI Hiroko

教授
Professor

○

○

日本語教育学, 応用言語学 (第二言語習得）
Japanese Language Education / Applied Linguistics (Second Language Acquisition)

ジョン・ポーター
John Patrick Porter

講師
Lecturer

○

×

日本近現代史, 都市社会史, 貧困史
Modern and Contemporary Japanese History / Urban Social History / The History of
Poverty

Applicants msst meet ALL of the following conditions:
■Must be able to communicate in Japanese. Must be able to read academic papers and publications
related to your research topic in Japanese and English. Preferably have JLPT N1 when you start as a
research student in April. If you already have JLPT N1 or N2. submit the score certificate.
■Must be interested in language education and research and have the right aptitude and motivation to
carry on your research
下記すべての条件を満たす者
■日本語能力試験（JLPT）N2以上保持者
■TOEFL iBT 71以上、あるいは同等の英語力を有する者
Applicants must meet ALL of the following conditions:
■Must have JLPT N2 or higher
■Must have TOEFL iBT 71 or higher, or equivalent level English ability

日本語能力試験（JLPT）N1保持者

必要に応じて研究計画の再提出を求めることがある

Must have JLPT N1

May request you to rewrite your research proposal

2019年度は長期出張のため研究生を受け入れない

＜2020年度以降の参考＞
日本語能力試験(JLPT)N１保持者

Professor Nakai will not accept any research student for the 2019 academic year because she will be
teaching outside Japan.

<Requirement for 2020 academic year onwards>
Must have JLPT N1

日本語学専攻の場合、日本語能力試験（JLPT）N1保持者
The applicant must have JLPT N1 if his/her specialization is Japanese linguistics.

下記すべての条件を満たす者
1) 英語で論文を書く場合は、英語話者やIELTS 6.5以上
2) 日本語で論文を書く場合は、日本語話者や日本語能力試験（JLPT）N1
3) 研究テーマは指導教員の研究範囲内である（近現代日本史、メディア学、文化学、観光学、戦争記憶、コ
ンテンツツーリズム）。
4) 合否判定は、インターネットを活用したビデオ通話システムを利用した面接を行なった後
Applicants must meet ALL of the following conditions:
1) Students wanting to write their thesis in English must be English native speakers or IELTS 6.5 and above
2) Students wanting to write their thesis in Japanese must be Japanese native speakers or have JLPT N 1
3) Students must be researching within my own area of research (modern Japanese history, media &
culture, war memories, contents tourism)
4) Students will only finally be accepted after an interview via internet video call

下記すべての条件を満たす者
■日本近世史及び実証的な歴史学の研究手法に関心をもつこと
■高度な日本語力があり、近世・明治初期の古文書をすでに読める、ないしは読めるようになりたいこと
日本の古典文学が研究対象となります。したがって、古文の読解能力を必要とします。専攻分野によって
は、漢文の読解能力も必要です。その能力を持たない学生は、修学に無理があります。当然、現代語で書
かれた研究書なども多くの量を読む必要があるので、その読解力も必要です。

村尾 誠一
MURAO Seiichi

教授
Professor

○

○

日本古典文学
Classical Japanese Literature

甕 隆博
MOTAI Takahiro

准教授
Associate Professor

○

○

数学, 数学教育
Mathematics / Mathematics Education

Professor Murao's field of study is Classical Japanese Literature; therefore, applicants must have the ability
to read and understand Japanese classics. Applicants may be required to have the ability to read and
understand Chinese classics depending on his/her research topic. It will be difficult to be accepted by
Professor Murao without the aforementioned requirement(s). Applicants must be able to read and
understand modern Japanese language as he/she will be reading a lot of academic papers written in
modern Japanese language.
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