Fukuoka University of Education

(FUKUOKA)

Japanese Studies Program
Overview of the university
Characteristics and history
Fukuoka University of Education (FUE) stands in a
unique position in that it is the only national education
university in the Kyushu district. Further, the teaching
staff at FUE teach across a wide range of subject areas.

・Number of students studying at Fukuoka University
of Education:
（1 May 2014）
Undergraduates
Graduates
Teaching staff

2,811
199

Throughout this program, students will obtain an
intergraded knowledge of both Japan and the Japanese
language.
The work level of the Japanese Studies Program assumes
a Japanese language ability equivalent to that of the JEES
N2 Japanese Language Proficiency Test.

190

International Exchange
Number of
International
students

Students enrolled in
the Japanese Studies
Program

2014

67

3

2013

85

8

2012

80

5

Year

Available fields of study include: Education, Psychology,
Philosophy, Literature, History, Geography, Sociology, Law,
Economics, Language, Natural Sciences, Industry,
Agriculture, Fine Arts, Shodo (Japanese Calligraphy), Music,
Physical Education, Home Economics.

・Overseas Affiliated Universities - 8 universities

Overview of the Japanese Studies
Program
Students in the Japanese Studies program attend 2
different types of classes, namely, classes specially
designed for international students as well as classes
focused around the students’chosen field of major
study.

Placement test will be administered at the beginning of
each semester to decide which courses are suitable for
students in accordance with their individual language
proficiency.
Number of students able to be accepted ：
Nomination by the Japanese embassy : 5
Nomination by University : 5
Japanese Language Education
Social Studies Education
English Language Education
Welfare and Society Education
Intercultural Education
Mathematics Education
Science Education
Technology Education
Music Education
Fine Art Education
Health and Physical Education
Home Economics Education
School Education
Educational Psychology
Pre-school Education
Living Environment Studies and Integrated Studies Education,
Special Education

Program entrance requirements
・Applicants should be students majoring in Japanese
language and/or culture in their home university.
・Students are also expected to have Japanese
language
skills capable of everyday reading, writing and
conversation tasks.
Program dates
・The program commences in October 2015 and
concludes in September 2016.
Required Units
・Homeroom
・The research presentation
Elective Units
・Japanese Culture and Society Part A; Part B
In order to investigate the theme about Japanese
culture and society, a surrounding opinion is taken
in by various methods, such as visit and interview,
the recognition about Japan is deepened and it
aims at grasping their own cultural feature by it.

The research presentation

・Education System of Japan A,B
A：Key words of today’s Japanese education
are given and explained in each class.
B：Students will study Japanese Education
history (from ancient times to present).
In both classes some study tours to
elementary schools or high schools are held.
・Comparative Studies about Educational Cultures
A, B
：We learn Japanese culture matters from the
view point of Educational science.
We also learn some case-studies of troubles
experience by international students or
Japanese, which is caused by differences of
cultures and habits.
Studying these cases, we prevent your
forthcoming cultural shock.
・Cross Cultural and Psychological Encounter
Cross Cultural Psychology
：Both are joint classes with Japanese students.
International and Japanese students discuss
every time in small encounter groups about
some theme on foods or future etc. and some
trouble cases bout for example splitting the
costs, packed lunch etc. International students
give small lecture about their home country.
We also study about psychological process of
cross-cultural contacts experienced by
international students or immigrants, and study
cultural differences on child rearing in the world.
・Japanese Language classes
The aim of these classes is to improve students’
Japanese language speaking, listening, writing
and reading skills in accordance with their
current ability.

・Supplementary Japanese (Non-credit)
：beginning class（Ⅰ-1,Ⅰ-2 each 2classes），
introduction classes，first step & middle level
drill，Kanji characters classes（each 1class）

・Special Program for Understanding Japan
：Lecturers and observation program conducted by
university faculty and guest speakers.
Studies focus on a study trip,
Students choose a theme and autonomously plan
learning experiences, including the method of
inquiry and outcomes. After the program,
participants present a report and share their
experiences with each other.
Information is fully explained in the exchange students’
guide book in Web. http://www.fukuoka-edu.ac.jp

Teaching staff
・Academic advisor:
in charge of
Major study education
Major research guidance
Assistance with any living troubles
・Teachers in charge of overseas students education:
in charge of
Overseas students classes education
Special Program for Understanding Japan
Overseas Students Home Room
Assistance with any living troubles

Unit certification
Course credit can be issued for all classes, except
for supplementary Japanese language classes.
Supplementary Japanese do not carry course credit
for completion, though a certification of
attendance may be issued.

Accommodation
There are two different types of living
arrangements available to international students
studying at FUE. These are at:
FUE Student Dormitory
Off-campus Apartments
Follow-up for graduates
When graduates need help, we advise individually.

Additional information
In addition to normal classes, other activities are
organised for international students.

Contact Details
Fukuoka University of Education
Promoting Cooperation Department

Program succession requirements
Students are required to attend the Overseas Students
Home Room (biweekly held) ,submit a final research report
and read the report at the final presentation. And academic
advisors and 3 teachers in charge of international students
education approve their completion of the course.

Tel:

+81940-35-1247

Fax:

+81940-35-1700

Email:

ryugak01@fukuoka-edu.ac.jp

Web:

http://www.fukuoka-edu.ac.jp

福岡教育大学 (福岡県)
「日本語」「日本事情」などの留学生対象科目を履修しながら、各自の専門領域を学修し、さらに留学生対象
の多様なプログラムによって、日本に関する総合的な理解を深める。
■大学紹介

■コースの概要
○ コースの特色

○ 大学の特色および概要
本学は、九州で唯一の教員養成単科大学で、
教育学・心理学・t特別支援教育学・各教科教育学の
ほか、人文・社会・自然・芸術・スポーツ科学・家政
学等、教科内容に関する多様な専門学術分野の
教員を擁する大学である。
・ 学生・教員現員
学生
学部レベル
大学院レベル
教員

○ 国際交流の実績
・外国人留学生数
・国際交流協定校

（2014年5月1日現在）
２，８１１人
１９９人
１９０人

６７人（７カ国）
８校

○ 過去3年間の日本語・日本文化研修留学生の
受入れ実績
２０１４年：
留学生数６７人、日本語･日本文化研修留学生３人

本コース生は、留学生対象の授業を履修し、さらに各
指導教員のもとでの専門分野の学修を通じて、日本語と
日本文化に関する総合的な研修を行う。
日本語教育レベルは、JEES（日本国際教育支援協
会）の日本語能力試験「N２レベル」程度である。学期始
めの日本語プレテストにより、留学生担当教員において
各人の能力に応じたクラス（初級Ⅰ、初級Ⅱ、初中級と
漢字クラス、中級（聴く・話す）、中級（読む・書く）、
上級、個別指導）を判定し、「推奨授業一覧」として通知
する。
○ 受入定員
大使館推薦 ： ５名
大学推薦
： ５名
国語教育講座
英語教育講座
国際共生教育講座
理科教育講座
音楽教育講座
保健体育講座
学校教育講座
幼児教育講座
特別支援教育講座

○ 研修期間
２０１５年１０月〜２０１６年９月
（２０１５年度後期〜２０１６年度前期）
○ 研修科目の概要
１）コース必修
・「ホームルーム」
・コース修了時の研究発表
２）選択科目
・「日本事情A・B」
日本の文化、社会についてのテーマを掘り下げ
ていくために、見学、インタビュー等様々な方法で
周囲の意見を取り入れ、日本についての認識を深
め、それによって自分自身の持つ文化的特徴をも
把握していくことを目標とする。

社会科教育講座
福祉社会教育講座
数学教育講座
技術教育講座
美術教育講座
家政教育講座
教育心理学講座
生活総合教育講座

２０１３年：
留学生数８５人、日本語･日本文化研修留学生８人
２０１２年：
留学生数８０人、日本語･日本文化研修留学生５人

○受講希望者の資格、条件等
・原籍大学で、日本語や日本文化に関する領域を専攻
して いること。
・日本語能力は、一般的事柄について会話ができ、文
章が正確に読み書きできること。

「研究発表会」

・「日本の教育制度A・B」
B（後期開講）では、日本の歴史を踏まえなが
ら、古代から現代までの教育の歴史を国際教育
交流史の視点から概観する。
A（前期開講）では、現代の日本の教育制度に
関わるキーワードをひとつずつ学習しながら、日
本の教育制度の特色を理解する。
・「比較教育文化論A・B」
文化、習慣の違いからくるトラブル事例（留学
学生や日本人の体験した）を学び、カルチャー
ショックを予防する。
日本の教育の背景にある、文化的特性を考察
することで、日本人や日本社会及び教育文化の
特色について理解する。
・「異文化交流の心理学」
・「異文化間心理学」
後期・前期ともに、日本学生との合同授業であ
る、毎回あるテーマ（食べ物、自分の将来など）
やトラブル事例（割り勘とか弁当など）をめぐって
留学生と日本人学生とが小グループディスカッ
ションを行い、出会い体験をする。また、留学生
自らも母国についてのレクチャーを行う。留学
や移民などの異文化接触に伴う心理的過程や育
児文化等についても学ぶ。
・「日本語」
学部留学生レベルの「話す・聴く」「読む・書く」能
力それぞれを高めるためのトレーニングを行う。
・「日本語補講（※単位認定は行わない）」
初級Ⅰ、初級Ⅱ、初中級、漢字、個別指導（初
級の理解を助ける／上級の理解を伸ばす）
・「日本理解特別プログラム」
本学教員、学外講師等が各専門分野から、日
本理解に期する講義を行う日本理解のための講
義・見学プログラム

研修旅行を中心に据え、見学地ごとにテーマを設定し、旅行
参加者自身が事前に調査などの準備を重ねて、自律的な体験
を計画する。見学後はレポートや発表が課され、体験を共有す
る。

○単位習得証明書
・履修する全科目（「日本語補講」を除く）について
発行可能。
｢日本語補講」については単位認定は行わない
が、受講証明書を発行する。

なお留学生対象授業等に関するより具体的な内容については、
福岡教育大学ホームページ http://www.fukuoka-edu.ac.jp
掲載の、留学生ガイドブック等を参照して下さい。
○指導体制
・指導教員
：専門分野に関わる指導、研究発表および最終レポート
作成の指導、学修や日本生活に関わる相談
・留学生担当教員
：留学生対象必修科目・選択科目の授業担当、授業分野
に関わる指導、「日本理解特別プログラム」の実施・運営､
「ホームルーム」の実施・運営、学修や日本生活に関わ
る相談

○コースの修了要件、修了証の発行
指導教員、留学生担当教員の指導のもと、専門的観点
から独自に研究テーマを設定し、 コース修了時に最終レ
ポートを提出、研究発表を行う。このレポート及び履修科目、
ホームルーム出席状況等についての、指導教員、留学生
担当教員による総合的評価をもとに、コース修了証の授与
を受けることができる。

○単位認定，単位互換
・授業における単位認定（「日本語補講」を除く）に
つ いては、当該授業の成績評価による。取得単
位は原籍大学に持ち帰り、単位互換の認定審査
を受けることができる。

■宿舎
・福岡教育大学学生寮
・大学近辺の民間アパート等に入居可能

■修了生へのフォローアップ
・修了後、留学生から相談のある際は、個別に対応
している。

○その他
以上の他、地域の学校やコミュニティとの交流行
事など、外国人留学生のための様々な行事があ
る。

■問い合わせ先
〒811-4192
福岡県宗像市赤間文教町１番１号
福岡教育大学連携推進課
TEL:＋81-904-35-1247
FAX ＋81-940-35-1700
E-mail: ryugak01@fukuoka-edu.ac.jp
http://www.fukuoka-edu.ac.jp

