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２　教育・研究活動
(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

1 准教授 石川　真 アメリカ
American Educational Researc
h Association 2007 Annual Me
etingでの研究発表

平成19年４月８日～
平成19年４月13日

海外研修

2 教授 林　泰成 中国
道徳教育アジア太平洋ネットワ
ークにおいて研究発表

平成19年５月11日～
平成19年５月14日

外国出張

3 教授 加藤　哲文 アメリカ
国際行動分析学会サンディエゴ
2007出席

平成19年５月25日～
平成19年５月31日

外国出張

4 講師 村中　智彦　 アメリカ
国際行動分析学会サンディエゴ
2007出席

平成19年５月25日～
平成19年５月31日

外国出張

5 教授 川村　知行 韓国
異文化理解と地域の共通性に関
する資料収集

平成19年５月27日～
平成19年５月31日

外国出張

6 准教授 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」に関する資料収集

平成19年６月１日～
平成19年10月31日

外国出張

7 教授 得丸　定子 ブラジル
IWG(Internatinal Work Group
on Death,Dying and Bereaveme
nt)の話し合いに出席,研究発表

平成19年６月16日～
平成19年６月24日

海外研修

8 准教授 洞谷　亜里佐 タイ 壁画の調査・研究の打合せ
平成19年６月24日～
平成19年７月１日

外国出張

9 准教授 河合　康 イギリス
イギリスにおけるインクルーシ
ブ教育に関する資料・情報収集

平成19年６月24日～
平成19年７月１日

外国出張

10 教授 茂手木　潔子 オーストラリア
国際学会(ＩＡＭＬ)でのシンポ
ジウム参加及び情報収集

平成19年６月30日～
平成19年７月７日

外国出張

11 准教授 藤生　英行
チェコ
オーストリア

第10回心理学ヨーロッパ国際学
会にて博士院生の発表指導及び
発表

平成19年７月１日～
平成19年７月10日

外国出張

12 准教授 岡崎　正和 韓国
第31回数学教育心理国際会議出
席

平成19年７月７日～
平成19年７月14日

外国出張

13 准教授 天野　和孝 ベルギー
第16回世界貝類学会での発表及
び研究資料収集

平成19年７月15日～
平成19年７月22日

外国出張



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

14 准教授 山縣　耕太郎 ロシア
総合地球環境学研究所のアムー
ルオホーツクプロジェクトに関
わる野外調査

平成19年７月18日～
平成19年７月23日

外国出張

15 教諭 江谷　和樹 インドネシア

ガムラン･ゴング･クビャールの
伝統的学習法に基づく諸民族の
音楽の指導法開発に関する資料
収集

平成19年７月25日～
平成19年８月２日

外国出張

16 准教授 山縣　耕太郎
ナミビア
南アフリカ
レソト

科研に関わる野外調査
平成19年８月３日～
平成19年８月24日

外国出張

17 教授 得丸　定子 マレーシア
第14回アジア地区家政学会議(A
RAHE)参加,研究発表

平成19年８月４日～
平成19年８月10日

海外研修

18
教頭
(副校長)

廣川　正文 韓国
韓国交歓(訪問)の実施に伴う生
徒引率

平成19年８月21日～
平成19年８月25日

外国出張

19 教諭 松風　嘉男 韓国
韓国交歓(訪問)の実施に伴う生
徒引率

平成19年８月21日～
平成19年８月25日

外国出張

20 教諭 平野　克之 韓国
韓国交歓(訪問)の実施に伴う生
徒引率

平成19年８月21日～
平成19年８月25日

外国出張

21 養護教諭 矢沢　智子 韓国
韓国交歓(訪問)の実施に伴う生
徒引率

平成19年８月21日～
平成19年８月25日

外国出張

22 教授 小林　辰至 フィンランド
｢上越教育大学(上越･妙高地域
連携)スタンダード｣作成の基礎
調査

平成19年８月26日～
平成19年９月２日

外国出張

23 准教授 釜田　聡 フィンランド
｢上越教育大学(上越･妙高地域
連携)スタンダード｣作成の基礎
調査

平成19年８月26日～
平成19年９月２日

外国出張

24 准教授 三村　隆男 イタリア
IAEVG国際学会イタリア大会発
表

平成19年８月30日～
平成19年９月７日

外国出張

25 准教授 洞谷　亜里佐 タイ 壁画研究・調査
平成19年８月31日～
平成19年９月８日

外国出張

26 准教授 大場　浩正 韓国
韓国英語教師学会(ETAK)国際大
会における研究発表

平成19年９月７日～
平成19年９月９日

外国出張

27 教授 佐藤　芳德 アメリカ 島嶼の地下水に関する資料収集
平成19年９月９日～
平成19年９月15日

外国出張

28 教授 齋藤　一雄 中国
ハルビン師範大学との連携事業
及び資料収集

平成19年９月９日～
平成19年９月16日

外国出張



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

29 准教授 時得　紀子 アメリカ
平成19年度海外との研究交流(
派遣)及び科研に関する研究調
査

平成19年９月９日～
平成19年10月10日

外国出張

30
学長特別
補佐

臼杵　美由紀 オーストラリア
大学院授業科目｢海外フィール
ド･スタディ｣の視察及び現地コ
ーディネーターARETとの打合せ

平成19年９月10日～
平成19年９月14日

外国出張

31 教授 川村　知行 中国
敦煌壁画等,中国西域仏教遺跡
の調査と資料収集

平成19年９月10日～
平成19年９月24日

海外研修

32 准教授 角田　京子
ノルウェー
フランス

研究調査(１次資料の調査,ムン
ク美術館シニア・キュレーター
Gerd Woll氏と面談)

平成19年９月16日～
平成19年９月24日

外国出張

33 教授 我妻　敏博 アメリカ 海外教育(特別)研究Ｂ授業引率
平成19年９月16日～
平成19年９月27日

外国出張

34 准教授 五十嵐　透子 アメリカ 海外教育(特別)研究Ｂ授業引率
平成19年９月16日～
平成19年９月30日

外国出張

35 准教授 茨木　智志 中国
中国の世界史･自国史教育に関
する情報及び資料収集

平成19年９月19日～
平成19年９月24日

外国出張

36 准教授 庭野　義英 アメリカ
アメリカ理科教育史及び環境思
想史研究の文献収集

平成19年９月19日～
平成19年９月27日

海外研修

37 准教授 山縣　耕太郎 中国
総合地球環境学研究所のアムー
ルオホーツクプロジェクトに関
する現地調査

平成19年９月20日～
平成19年９月27日

外国出張

38 教授 茂手木　潔子 アメリカ
科研のための情報収集,現地資
料調査,インフォーマントから
の情報収集

平成19年９月22日～
平成19年10月10日

外国出張

39 教授 中村　雅彦 マダガスカル マダガスカル調査参加
平成19年10月22日～
平成19年12月22日

外国出張

40 准教授 庭野　義英 アメリカ
アメリカ理科教育史研究,環境
保護思想史研究の打合せ及び文
献収集

平成19年11月５日～
平成19年11月13日

海外研修

41 准教授 釜田　聡 韓国
第８回韓国国際理解教育学会,
ワークショップ参加及び統営市
内現地調査

平成19年11月８日～
平成19年11月12日

外国出張

42 准教授 志村　喬 タイ
国際理解プログラムの開発・学
生引率

平成19年11月10日～
平成19年11月14日

外国出張

43 教授 林　泰成 アメリカ
平成19年度海外との研究交流(
派遣)

平成19年11月10日～
平成19年11月19日

外国出張



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

44 教授 川村　知行
中国
インド

異文化理解に関する教材開発の
ための仏教美術及び民俗文化財
調査

平成19年12月１日～
平成19年12月14日

外国出張

45 准教授 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及び
文献収集

平成19年12月17日～
平成19年12月27日

海外研修

46 准教授 時得　紀子 アメリカ
科研に関わる学校授業調査，資
料収集及び研究協力者との打合
せ

平成19年12月22日～
平成20年１月８日

外国出張

47 教諭 泉　豊 韓国
プロジェクト研究に関する現地
調査及び聞き取り調査

平成19年12月26日～
平成19年12月29日

外国出張

48 教諭 鈴木　克典 韓国
プロジェクト研究に関する現地
調査及び聞き取り調査

平成19年12月26日～
平成19年12月29日

外国出張

49 准教授 釜田　聡 韓国
日韓の相互理解をめざした歴史
教育に関する現地調査及び韓国
側研究協力者との研究打合せ

平成19年12月26日～
平成19年12月29日

外国出張

50 准教授 松本　修 ニュージーランド
教職大学院認証評価機構設立準
備委員会の業務調査

平成20年１月５日～
平成20年１月10日

外国出張

51 教授 得丸　定子 アメリカ
第６回芸術・人文ハワイ国際会
議にて研究発表及びワイキキス
クール訪問,資料収集

平成20年１月11日～
平成20年１月18日

外国出張

52 准教授 石川　真 タイ

Fifth International Conferen
ce on Science,Mathematics an
d Technology Educationへの参
加

平成20年１月15日～
平成20年１月21日

海外研修

53 准教授 細江　容子 韓国
韓国シニア学会｢世代間におけ
る相互の理解と調和｣の基調講
演

平成20年１月25日～
平成20年１月27日

外国出張

54 准教授 三村　隆男 シンガポール
シンガポールの小学校キャリア
教育研究

平成20年２月26日～
平成20年３月１日

外国出張

55
附属学校
事務室長

平野　秀秋 オーストラリア
附属小学校とウエストミンスタ
ー校との交流のための視察及び
打合せ

平成20年２月26日～
平成20年３月３日

外国出張

56
教頭
(副校長)

歌川　孝 オーストラリア
附属小学校とウエストミンスタ
ー校との交流のための視察及び
打合せ

平成20年２月26日～
平成20年３月３日

外国出張

57
学長特別
補佐

臼杵　美由紀 オーストラリア
附属小学校とｳｴｽﾄﾐﾝｽﾀｰ校との
交流の視察･打合せ及び｢海外ﾌｨ
ｰﾙﾄﾞ･ｽﾀﾃﾞｨ｣の視察

平成20年２月26日～
平成20年３月７日

外国出張

58 准教授 五十嵐　透子 アメリカ workshop参加，ミーテｨング
平成20年３月１日～
平成20年３月12日

外国出張



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

59 准教授 田島　弘司 中国
北京師範大学附属学校における
アンケート調査の実施，附属小
中学校の視察

平成20年３月８日～
平成20年３月14日

外国出張

60 准教授 釜田　聡 中国
教員養成システムに関する現地
調査及び教師教育に関する資料
収集

平成20年３月11日～
平成20年３月15日

外国出張

61 准教授 浅野　秀之 中国
教員養成システムに関する現地
調査及び教師教育に関する資料
収集

平成20年３月11日～
平成20年３月15日

外国出張

62 准教授 古閑　晶子 中国
教員養成システムに関する現地
調査及び教師教育に関する資料
収集

平成20年３月11日～
平成20年３月15日

外国出張

63 准教授 角谷　詩織 アメリカ
平成19年度海外との研究交流
(国際学会参加)

平成20年３月23日～
平成20年３月27日

外国出張

64 教授 茂手木　潔子 アメリカ

ﾋﾟｰﾎﾞﾃﾞｨ・ｴｾｯｸｽ博物館及びﾎﾞｽ
ﾄﾝ美術館におけるE．S．ﾓｰｽ
ショﾝ、ﾋﾞｺﾞｰｺﾚｸｼｮﾝの日本音楽
関係資料悉皆調査のため

平成20年３月23日～
平成20年４月６日

海外研修

65 准教授 志村　喬 イギリス イギリス地理学協会大会参加
平成20年３月26日～
平成20年３月31日

外国出張

66 准教授 庭野　義英 アメリカ
アメリカ理科教育史研究、環境
保護思想史研究の打合せ及び文
献収集

平成20年３月27日～
平成20年４月４日

海外研修

（②内地研究員　なし）


