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（11） 教員の外国出張等

① 外国出張・海外研修

職 名 氏 名 渡航目的国 用 務 期 間 備 考

平成16年4月26日～
グラスゴー大学教育部におけ

教 授 安田 尚 イギリス るメディア・エデュケーショ 海外研修
平成16年5月3日

ンの担当者との交流

講 師 釜田 聡 大韓民国 共同研究打合せ 海外研修
平成16年5月4日～

平成16年5月11日

教 授 佐藤 誠 アメリカ合衆国 外国出張
第100回アメリカ胸部疾患学会 平成16年5月23日～

学術講演会に出席 平成16年5月31日

第10回国際数学教育会議(ICME

助教授 布川 和彦 外国出張
デンマーク，ノル 10)及び第28回国際数学教育心 平成16年7月2日～

ウェー 理学会(PME28)における研究発 平成16年7月20日

表及び資料収集

平成16年7月15日～
第6回日中教師教育研究国際シ

教 授 西 穰司 中国 ンポジウムにおける研究発表 外国出張
平成16年7月20日

及び資料収集

平成16年7月15日～
第6回日中教師教育研究国際シ

助教授 和井田清司 中国 ンポジウムにおける研究発表 外国出張
平成16年7月20日

及び資料収集

助教授 庭野 義英 アメリカ合衆国 海外研修
理科教育における構成主義に 平成16年7月19日～

関する研究の打合せ 平成16年7月28日

平成16年7月22日～
「異文化共存のための日韓教

講 師 釜田 聡 大韓民国 育交流の進め方」に関する資 海外研修
平成16年7月28日

料収集と共同研究打合せ

教 授 川村 知行 大韓民国 外国出張
国際理解教育シンポジウムに 平成16年7月24日～

関する研究打合せ 平成16年7月28日

科研「アフリカの半乾燥地域

助 手 山縣耕太郎 ナミビア 外国出張
における環境変動と人間活動 平成16年8月1日～

に関する研究」に関わる野外 平成16年8月21日

調査

外国人 ニューメキシコ大学における 平成16年8月4日～
Kaltenbach

Carolyn アメリカ合衆国 海外研修
教 師 調査，研究 平成16年8月29日

Louise

イタリア，アメリ 平成16年8月7日～
「研究授業」と授業改善のた

助教授 中村 光一 めの理論的枠組みに関する研 外国出張
カ合衆国 平成16年8月22日

究打合せ及び資料収集

助教授 内藤 美加 中国 第28回国際心理学会に出席 海外研修
平成16年8月8日～

平成16年8月14日
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教 授 赤羽 孝之 中国 海外研修
中国吉林省・図們江地域にお 平成16年8月9日～

ける経済開発の現状調査 平成16年8月23日

助教授 黎 子椰 中国 海外研修
中国・小中高校における技術 平成16年8月10日～

科教育についての調査 平成16年8月22日

平成16年8月10日～
国際地理学連合大会・地理教

講 師 志村 喬 イギリス 育委員会シンポジウムにおけ 外国出張
平成16年8月23日

る研究発表及び資料収集

教 授 齋藤 九一 イギリス 海外研修
開発教育に関するセミナーに 平成16年8月11日～

出席 平成16年8月21日

助教授 下里 俊行 外国出張
スウェーデン，フ 19世紀ロシア思想史に関する 平成16年8月17日～

ィンランド 資料収集 平成16年9月8日

助教授 大場 浩正 大韓民国 外国出張
第9回環太平洋応用言語学学会 平成16年8月18日～

出席及び研究発表 平成16年8月21日

助教授 天野 和孝 イタリア 外国出張
第32回万国地質学会における 平成16年8月18日～

研究発表 平成16年8月27日

助教授 河西 英通 ニュージーランド 海外研修
ニュージーランド近代史の基 平成16年8月18日～

礎調査 平成16年8月27日

助教授 得丸 定子 大韓民国 外国出張
「こころと体の科学」国際会 平成16年8月25日～

議に出席及び資料収集 平成16年8月30日

助 手 山縣耕太郎 ロシア 外国出張
自然環境とその変化に関する 平成16年8月29日～

野外調査 平成16年9月14日

平成16年9月8日～
東アジアの総合学習～「共通

助教授 和井田清司 中国 性」と「差異」についての比 外国出張
平成16年9月15日

較研究に関する研究交流

教 授 大庭 重治 中国 海外協定校との研究交流 外国出張
平成16年9月13日～

平成16年9月19日

教 授 我妻 敏博 中国 海外協定校との研究交流 外国出張
平成16年9月13日～

平成16年9月26日

教 授 平野 絹枝 イギリス 外国出張
英語学習者の読解力テストの 平成16年9月19日～

影響要因に関する資料収集 平成16年10月11日

助教授 庭野 義英 アメリカ合衆国 外国出張
海外教育（特別）研究参加学 平成16年9月20日～

生引率・指導 平成16年9月29日

助教授 五十嵐透子 アメリカ合衆国 外国出張
海外教育（特別）研究参加学 平成16年9月20日～

生引率・指導 平成16年9月29日

石田 一正 アメリカ合衆国 外国出張
留学生 海外教育（特別）研究参加学 平成16年9月20日～

係 長 生引率 平成16年9月29日
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「学校教育におけるスピリチ

助教授 得丸 定子 外国出張
ロシア，フィンラ ュアル・エデュケーションの 平成16年9月20日～

ンド 理論・実証的考察」に関する 平成16年10月2日

資料収集

教 授 若井 彌一 中国 外国出張
第1回中日教師教育学術研究集 平成16年9月24日～

会に出席 平成16年10月1日

平成16年9月25日～
国際シンポジウムに関する研

講 師 釜田 聡 大韓民国 究打合せ及び日韓相互理解に 外国出張
平成16年9月27日

関する資料収集

平成16年度科学技術振興調整

費『風送ダストの大気中への

助教授 大場 孝信 中国 外国出張
供給量評価と気候への影響に 平成16年10月11日～

関する研究』にかかる現地調 平成16年10月28日

査，試料採取及び共同研究打

合せ

助教授 細江 容子 アメリカ合衆国 海外研修
論文に関する文献収集と国際 平成16年10月14日～

比較調査の打合せ 平成16年10月19日

教 授 川村 知行 大韓民国 外国出張
「日韓シンポジウム開催」に 平成16年10月20日～

関する研究打合せ 平成16年10月27日

教 授 太田 将勝 アメリカ合衆国 海外研修
ニューヨーク市公立小学校で 平成16年10月20日～

の研究授業実施 平成16年10月29日

助教授 河合 康 イギリス 外国出張
インクルーシブ教育に関する 平成16年10月22日～

調査と資料収集 平成16年10月31日

平成16年10月24日～
共同研究の打合せ及びスピリ

助教授 得丸 定子 アメリカ合衆国 チュアル・エデュケーション 外国出張
平成16年10月31日

の視察

助教授 庭野 義英 アメリカ合衆国 海外研修
アメリカ理科教育史研究の打 平成16年12月15日～

合せ及び資料収集 平成16年12月26日

平成16年12月23日～
一版多色刷り（銅版画）の研

教 授 福岡 奉彦 フランス 究資料収集及び学生への指導 海外研修
平成17年1月8日

の美術に関する資料収集

教 授 川村 知行 中国 異文化理解に関する資料収集 外国出張
平成16年12月29日～

平成17年1月5日

助 手 岡崎 正和 アメリカ合衆国 外国出張
臨床的な数学科教員養成シス 平成17年1月9日～

テムの開発研究 平成17年7月15日

平成17年1月30日～
英国のメディアリテラシー教

教 授 南部 昌敏 イギリス 育とICT活用教育等に関する資 外国出張
平成17年2月6日

料収集
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平成17年1月30日～
英国のメディアリテラシー教

助教授 井上 久祥 イギリス 育とICT活用教育等に関する資 外国出張
平成17年2月6日

料収集

平成17年2月4日～
インドネシアの障害児教育に

助教授 河合 康 インドネシア 対する国際教育協力に関する 外国出張
平成17年2月13日

研究打合せ及び資料収集

在外教育機関における児童生

平成17年2月6日～
徒の状況と子どもの適応過程

助教授 小林 恵 アメリカ合衆国 に関する研究打合せ及び在外 外国出張
平成17年2月12日

教育機関で求められる教員の

資質に関する資料収集

教 授 川村 知行 中国 外国出張
異文化理解教育に関する研究 平成17年2月16日～

打合せ 平成17年2月22日

自然環境・災害についての国

教 授 藤岡 達也 ニュージーランド 外国出張
際理解を中心とした総合的学 平成17年2月16日～

習の内容構成に関する資料収 平成17年2月23日

集

助教授 植村 幸生 大韓民国 海外研修
浜松市楽器博物館との共同に 平成17年2月21日～

よる音楽・芸能調査活動 平成17年3月2日

アメリカ合衆国の音楽教員養

成カリキュラムに関する研究

教 授 小川 昌文 アメリカ合衆国 外国出張
打合せ及びアメリカ合衆国の 平成17年2月22日～

音楽教育カリキュラム，音楽 平成17年3月7日

授業に関する資料収集並びに

学生引率指導

平成17年2月26日～
英語教育学（小学校英語等を

教 授 平野 絹枝 イギリス 含む）に関する資料収集と実 海外研修
平成17年3月26日

験調査

助教授 河西 英通 アメリカ合衆国 外国出張
地域史研究の方法論に関する 平成17年8月１日～

国際的比較検討 平成17年月31日

教 授 川村 知行 タイ・カンボジア 外国出張
カンボジアとタイの仏教美術 平成17年３月10日～

に関する資料収集 平成17年３月21日

国際理解を中心とした総合的 平成17年３月11日～

助教授 田島 弘司 台湾 学習の内容構成に関する基礎 平成17年３月21日 外国出張

的・実践的研究に関する調査

助教授 北條 礼子 マレーシア・シン 国際理解教育，小学校教育に 平成17年３月11日～ 外国出張

ガポール 関する資料収集 平成17年３月21日
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ドイツ・オースト ドイツローマン派，フリード

教 授 平野 七濤 海外研修リア リッヒ・ヘルダーリンについ 平成17年３月11日～

ての研究資料収集及び授業の 平成17年３月22日

ための資料検索

マレーシア及びシンガポール 平成17年３月12日～マレーシア・シン

ガポール 外国出張講 師 大橋奈希左 における国際理解教育に関す 平成17年３月21日

る資料収集

助教授 得丸 定子 大韓民国 第６回アジア・太平洋ホスピ 平成17年３月14日～ 外国出張

ス会議に出席 平成17年３月20日

講 師 野地 美幸 シンガポール 小学校英語教育に関する資料 外国出張平成17年３月15日～

平成17年３月18日収集

教 授 佐藤 誠 台湾 第３回睡眠呼吸フォーラムで 平成17年３月18日～ 海外研修

研究発表 平成17年３月20日

山東師範大学での「日本の高

助教授 細江 容子 中国 齢者と高齢者福祉」に関する 海外研修平成17年３月20日～

講義，山東大学，山東師範大 平成17年３月26日

学，中医科大学での調査

副学長 国立嘉義大学の視察及び同大 平成17年３月23日～ 外国出張戸北 凱惟 台湾

学との交流に関する打合せ 平成17年３月26日

助教授 和井田清司 台湾 国立嘉義大学の視察及び同大 平成17年３月23日～ 外国出張

学との交流に関する打合せ 平成17年３月28日

(17.3.26～27除く)

台湾の歴史，文化，教育の研 平成17年３月26日～ 海外研修助教授 和井田清司 台湾

究 平成17年３月27日

日語日文理解教育，日韓古代 平成17年３月24日～

外国出張教 授 下西善三郎 大韓民国 学，仏教文学に関する資料収 平成17年３月31日

集

韓国教員大学校との交流に関 平成17年３月24日～

教 授 川村 知行 大韓民国 する打合せ及び博物館所蔵資 平成17年３月31日 外国出張

料の調査

日韓歴史認識と教育交流に関 平成17年３月24日～

講 師 釜田 聡 大韓民国 する研究打合せ及び江華島事 平成17年３月31日 外国出張

件に関する資料収集

助教授 大場 浩正 イギリス 第二言語習得に関する研究打 平成17年３月24日～ 外国出張

合せと資料収集 平成17年４月２日

助教授 庭野 義英 アメリカ アメリカ理科教育史研究の打 平成17年３月26日～ 海外研修

合せ及び資料収集 平成17年４月６日

（② 内地研究員 なし）


	（11） 教員の外国出張等
	①外国出張・海外研修
	②内地研究員




