
２　教育・研究活動

（11） 教員の外国出張等
　①海外出張・海外研修

職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

1 副学長 戸北　凱惟 トルコ
チャナッカレ・オンセキズ･マ
ルト大学主催の国際シンポジウ
ム参加

平成18年５月２日～
平成18年５月９日

外国出張

2
学長特別
補佐

臼杵　美由紀 トルコ
チャナッカレ・オンセキズ･マ
ルト大学主催の国際シンポジウ
ム参加及び現地調査

平成18年５月２日～
平成18年５月12日

外国出張

3
国際交流
チーム主
査

伊藤　孝之 トルコ
チャナッカレ・オンセキズ･マ
ルト大学主催の国際シンポジウ
ム参加及び現地調査

平成18年５月２日～
平成18年５月12日

外国出張

4 教授 川村　知行
トルコ
オーストリア
イタリア

異文化理解の教材の調査収集
平成18年５月２日～
平成18年５月17日

外国出張

5 助教授 庭野　義英 アメリカ
アメリカ理科教育史研究の打合
せ

平成18年５月８日～
平成18年５月14日

海外研修

6 教授 中川　仁 オランダ
低いランクの環に関する研究会
に参加し研究成果の発表と情報
交換

平成18年６月10日～
平成18年６月19日

外国出張

7 教授 我妻　敏博 中国

ハルビン師範大学と連携研究の
打合せ(障害児教育),西安聾学
校視察,北京第三聾学校におい
て障害児教育について講演

平成18年６月11日～
平成18年６月18日

外国出張

8 助教授 山縣　耕太郎 ロシア
カムチャッカ半島における凍土
分布及び周氷河現象に関する調
査

平成18年６月15日～
平成18年６月24日

外国出張

9 教授 前川　利広 スペイン
第12回国際ヘミングウェイ・コ
ンファランスに参加

平成18年６月22日～
平成18年７月３日

外国出張

10 助教授 角田　京子 オランダ
第９回国際哲学・精神医学・心
理学学会における研究発表

平成18年６月27日～
平成18年７月３日

外国出張

11 助教授 内藤　美加 オーストラリア ISSBD 19th Biennial Meeting
平成18年７月１日～
平成18年７月10日

外国出張

12 助教授 細江　容子 中国
北京大学での人口学会出席と学
会報告，研究者との研究打合せ
と調査

平成18年７月７日～
平成18年７月12日

海外研修

13 助教授 細江　容子 アメリカ
学校教育におけるジェロントロ
ジー教育に関する研修と研究打
合せ，情報収集

平成18年７月14日～
平成18年７月21日

海外研修

14 助教授 岡崎　正和 チェコ 学会参加及び資料収集
平成18年７月14日～
平成18年７月25日

外国出張

15 助教授 庭野　義英 アメリカ
アメリカ理科教育史研究及び環
境保護思想史研究の打合せ，文
献収集

平成18年７月18日～
平成18年７月29日

海外研修

16 教授 得丸　定子 アメリカ
国立死の教育研究センター夏の
学会出席

平成18年７月21日～
平成18年７月30日

外国出張

17 助教授 大場　浩正 韓国
第11回環太平洋応用言語学会（
ＰＡＡＬ）における研究発表

平成18年７月26日～
平成18年７月30日

外国出張

18 理事 高田　喜久司 中国
内蒙古民族大学との交流に関す
る打合せ及び大連外語大学・内
蒙古大学視察

平成18年７月27日～
平成18年８月５日

外国出張

19
学長特別
補佐

臼杵　美由紀 オーストラリア
「海外フィールドスタディ」開
講のための現地調査及び打合せ

平成18年８月１日～
平成18年８月４日

外国出張



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

20 助教授 山縣　耕太郎 ナミビア
科研に関わる野外調査・情報収
集

平成18年８月５日～
平成18年８月25日

外国出張

21 教授 有沢　俊太郎 ハンガリー
International Reading Associ
ation 21st World Congress on
Readingに出席

平成18年８月６日～
平成18年８月14日

海外研修

22 教授 滝山　桂子 タイ
情報教育及び環境教育に関する
調査

平成18年８月７日～
平成18年８月13日

外国出張

23 助教授 佐久間　亜紀
ハンガリー・
チェコ

平成18年度海外との研究交流（
国際学会等参加）

平成18年８月７日～
平成18年８月15日

外国出張

24 助教授 下里　俊行 フィンランド ロシア史に関する資料収集
平成18年８月11日～
平成18年８月24日

外国出張

25 助教授 小田桐　忍 ロシア
旧社会主義地域の法文化・法制
度に係る施設見学及び資料収集

平成18年８月16日～
平成18年８月18日

海外研修

26 教授 得丸　定子 アメリカ
スピリチュアル教育の現状把握
と日本的展開に関する研究

平成18年８月20日～
平成18年12月21日

外国出張

27 教授 下西　善三郎 韓国 海外教育（特別）研究Ｃ引率
平成18年８月24日～
平成18年９月５日

外国出張

28 助教授 角谷　詩織 韓国 海外教育（特別）研究Ｃ引率
平成18年８月24日～
平成18年９月５日

外国出張

29
研究連携
チーム主
任

大貫　健治 韓国 海外教育（特別）研究Ｃ引率
平成18年８月24日～
平成18年９月５日

外国出張

30
学長特別
補佐

臼杵　美由紀 ロシア 海外大学訪問及び現地視察調査
平成18年９月３日～
平成18年９月７日

外国出張

31 助教授 松本　修 ロシア 海外大学訪問及び現地視察調査
平成18年９月３日～
平成18年９月７日

外国出張

32 助教授 下里　俊行 ロシア 海外大学訪問及び現地視察調査
平成18年９月３日～
平成18年９月７日

外国出張

33 助教授 谷川　智幸 チェコ 国際研究集会において講演
平成18年９月３日～
平成18年９月10日

外国出張

34 講師 丸山　昭生 中国
ハルビン師範大学との連携事業
の実施

平成18年９月３日～
平成18年９月10日
（7.8日研修）

外国出張

35 助教授 庭野　義英 アメリカ
平成18年度海外との研究交流（
派遣）

平成18年９月４日～
平成18年９月13日

外国出張

36 講師 丸山　昭生 中国
中国における聴覚障害児教育の
現状を視察，資料収集

平成18年９月７日～
平成18年９月８日

海外研修

37 助教授 細江　容子 パプアニューギニア
社会変動とこどもの持つ高齢者
イメージの国際比較調査研究

平成18年９月９日～
平成18年９月16日

海外研修

38
学長特別
補佐

臼杵　美由紀 オーストラリア 海外大学訪問及び現地視察調査
平成18年９月11日～
平成18年９月15日

外国出張

39 助教授 五十嵐　透子 オーストラリア 海外大学訪問及び現地視察調査
平成18年９月11日～
平成18年９月18日

外国出張

40

研究連携
チーム主査
(主に研究
支援担当)

渡邉　一美 オーストラリア 海外大学訪問及び現地視察調査
平成18年９月11日～
平成18年９月18日

外国出張

41 助教授 茨木　智志 モンゴル
モンゴル国の世界史・自国史教
育に関する資料収集

平成18年９月13日～
平成18年９月20日

外国出張

42 教授 藤岡　達也 ドイツ・中国
第５回国際地球科学教育学会及
び国際シンポジウム「東アジア
の学校教育改革」出席

平成18年９月13日～
平成18年９月28日

外国出張

43 講師 野地　美幸 イギリス 小学校英語関係資料の収集
平成18年９月14日～
平成18年９月18日

外国出張



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

44 助教授 志村　喬 イギリス 英国地理教育に関する現地調査
平成18年９月14日～
平成18年９月23日

外国出張

45 教授 川村　知行 中国
資料収集及び国際シンポジウム
「東アジアの学校教育改革」出
席

平成18年９月14日～
平成18年９月28日

外国出張

46 助教授 大前　敦巳 フランス

欧州統合に向けたフランスの大
学教育資格（LMD改革）と職業
形成に関する動向調査及び資料
収集

平成18年９月15日～
平成18年９月29日

海外研修

47 教授 北條　礼子 オーストラリア
海外教育（特別）研究実施情報
視察及び情報収集

平成18年９月16日～
平成18年９月24日

外国出張

48 講師 大橋　奈希左 オーストラリア 海外教育（特別）研究授業引率
平成18年９月16日～
平成18年９月24日

外国出張

49

国際交流
チーム主査
（主に留学
生担当）

新井　まり子 オーストラリア 海外教育（特別）研究授業引率
平成18年９月16日～
平成18年９月24日

外国出張

50 助教授 角田　京子
フランス・
ノルウェー

画家エドウﾞァード･ムンクの病
跡学研究及び20世紀女性自然科
学者の病跡学研究について,原
著論文完成･著書執筆に向けて
の調査･資料収集

平成18年９月17日～
平成18年９月24日

海外研修

51 助教授 山縣　耕太郎 中国
総合地球環境学研究所アムール
オホーツクプロジェクトに関わ
る野外調査・研究打合せ

平成18年９月18日～
平成18年９月29日

外国出張

52
学長特別
補佐

臼杵　美由紀 中国
海外大学訪問及び現地視察調査
並びに国際シンポジウム「東ア
ジアの学校教育改革」出席

平成18年９月20日～
平成18年９月29日

外国出張

53 助教授 黎　子椰 中国
海外大学訪問及び現地視察調査
並びに国際シンポジウム「東ア
ジアの学校教育改革」出席

平成18年９月20日～
平成18年９月29日

外国出張

54 副学長 戸北　凱惟 中国
国際シンポジウム「東アジアの
学校教育改革」出席

平成18年９月24日～
平成18年９月26日

外国出張

55 教授 若井　彌一 中国
国際シンポジウム「東アジアの
学校教育改革」出席

平成18年９月24日～
平成18年９月28日

外国出張

56 助教授 河西　英通 アメリカ 海外との研究交流（派遣）
平成18年10月７日～
平成18年10月24日

外国出張

57
学長特別
補佐

臼杵　美由紀 韓国 ＫＡＩＥ年次総会出席
平成18年10月25日～
平成18年10月27日

外国出張

58 助教授 角谷　詩織 韓国
The Korean Association of Ps
ychological and Social Issue
s主催の国際会議での講演

平成18年10月26日～
平成18年10月30日

外国出張

59 助教授 布川　和彦 ドイツ 国際会議における発表
平成18年10月30日～
平成18年11月６日

外国出張

60 学長 渡邉　隆 韓国
韓国教員大学校主催国際シンポ
ジウム出席

平成18年10月31日～
平成18年11月４日

外国出張

61 助教授 藤田　武志 韓国
韓国教員大学校主催国際シンポ
ジウム出席

平成18年10月31日～
平成18年11月４日

外国出張

62
学長特別
補佐

臼杵　美由紀 韓国 海外大学訪問及び現地視察調査
平成18年10月31日～
平成18年11月４日

外国出張

63 助教授 釜田　聡 韓国 海外大学訪問及び現地視察調査
平成18年10月31日～
平成18年11月４日

外国出張

64 教授 有沢　俊太郎 台湾
ＩＤＡＣ（International Deve
lopment in Asian Committee C
onference）の学会出席

平成18年11月２日～
平成18年11月６日

海外研修



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

65 教授 藤岡　達也 台湾 海外大学訪問，現地視察調査
平成18年11月６日～
平成18年11月10日

外国出張

66 助教授 田島　弘司 台湾 海外大学訪問，現地視察調査
平成18年11月６日～
平成18年11月10日

外国出張

67 教授 川村　知行 トルコ
海外大学訪問，現地視察調査及
び異文化理解に関する研究交流
・調査

平成18年11月７日～
平成18年11月21日

外国出張

68 助教授 河合　康 インドネシア 海外との研究交流（派遣）
平成18年11月12日～
平成18年11月18日

外国出張

69
学長特別
補佐

臼杵　美由紀 トルコ 海外大学訪問及び現地視察調査
平成18年11月12日～
平成18年11月19日

外国出張

70 助教授 久保田　善彦 トルコ
海外大学訪問，現地視察調査及
び理科教育・科学教育に関する
研究交流・調査

平成18年11月12日～
平成18年11月21日

外国出張

71 助教授 釜田　聡 韓国 科研に関する研究打合せ
平成18年11月23日～
平成18年11月26日

外国出張

72 助教授 大場　浩正 シンガポール CLaSIC 2006における研究発表
平成18年12月６日～
平成18年12月10日

外国出張

73 教授 川村　知行 中国
国際理解・異文化理解教育に関
する資料収集

平成18年12月12日～
平成18年12月19日

海外研修

74 助教授 松本　修 ドイツ・ロシア
国語科の教科書及び補助教材に
関する海外調査

平成18年12月17日～
平成18年12月24日

外国出張

75 助教授 庭野　義英 アメリカ
アメリカの環境思想史研究の打
合せ及び文献収集

平成18年12月18日～
平成18年12月25日

海外研修

76 教授 得丸　定子 アメリカ

マウントアイダ大学に設置され
ている国立死の教育センターに
おいてスピリチュアル教育のカ
リキュラム，教材等の資料収集

平成19年１月４日～
平成19年２月６日

外国出張

77 教授 川村　知行 ラオス･タイ･中国
異文化理解教材開発に関する仏
教美術及び民俗文化財調査

平成19年２月12日～
平成19年２月21日

外国出張

78 教授 藤岡　達也 アメリカ
科学教育プログラム開発等資料
収集

平成19年２月19日～
平成19年２月24日

外国出張

79 教授 得丸　定子 アメリカ
「いのち教育」としてのこども
の哲学授業についての情報収集

平成19年２月22日～
平成19年３月２日

外国出張

80 助教授 志村　喬 イギリス
チャーニー・マナー・コンフェ
レンス参加及び地理教育学に関
する資料収集

平成19年２月22日～
平成19年３月２日

外国出張

81 助教授 三村　隆男 アメリカ
学会Career Pathways Consorti
a参加

平成19年２月24日～
平成19年３月２日

外国出張

82 助教授 松本　修 韓国
韓国における大学及び高等学校
の日本語教育の現状調査

平成19年２月25日～
平成19年２月27日

外国出張

83
外国人
教師

ﾌﾞﾗｳﾝ ｱｲｳﾞｧﾝ
ﾊﾞｰﾅｰﾄﾞ

イギリス

ロンドン大学ＳＯＡＳ教授Ites
h Sachdevと今後の研究(英語教
育に関する社会言語学),出版に
ついて打合せ

平成19年２月26日～
平成19年３月９日

海外研修

84 助教授 田島　弘司 台湾
科学研究費研究に関する資料収
集

平成19年３月９日～
平成19年３月14日

外国出張

85 教授 平野　絹枝 イギリス
英語教育学に関する調査と資料
収集(連合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ,小学校英語
を含む)

平成19年３月13日～
平成19年３月30日

海外研修

86 助教授 細江　容子 中国
社会変動とこどもの持つ高齢者
イメージ国際比較調査に関する
研究打合せ

平成19年３月19日～
平成19年３月23日

外国出張



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

87 学務部長 東　和憲 オーストラリア 海外大学訪問及び現地視察調査
平成19年３月20日～
平成19年３月25日

外国出張

88
教務企画
チーム主
査

瀧本　一幸 オーストラリア 海外大学訪問及び現地視察調査
平成19年３月20日～
平成19年３月25日

外国出張

89
学長特別
補佐

臼杵　美由紀 オーストラリア
海外大学訪問,現地視察調査及
び研究協力依頼,情報収集

平成19年３月20日～
平成19年３月31日

外国出張

90 助教授 庭野　義英 アメリカ
アメリカの環境思想史研究の打
合せ及び文献収集

平成19年３月23日～
平成19年４月２日

海外研修

91 助教授 黎　子椰 中国
中国におけるエネルギー環境教
育実態調査

平成19年３月23日～
平成19年４月３日

海外研修

92 教授 後藤　丹
オーストリア・
フランス

オペラ,音楽劇関係の資料収集
平成19年３月24日～
平成19年３月31日

海外研修

93 講師 下司　晶 アメリカ
ニューヨークでの学校視察及び
現地カウンセラーと面談

平成19年３月24日～
平成19年３月31日

海外研修

94 助教授 大場　浩正 韓国
小学校英語教育に関する視察と
情報交換

平成19年３月25日～
平成19年３月28日

外国出張

95 教授 若井　彌一 中国 教育法令に関する研究打合せ
平成19年３月28日～
平成19年３月31日

外国出張

96 教授 川村　知行 中国
中国上海博物館,湖北省博物館
の資料調査と収集

平成19年３月30日～
平成19年４月７日

海外研修

（②内地研究員　なし）


