
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 土田　了輔 アメリカ 学会発表
平成20年４月８日～
平成20年４月12日

海外研修

2 教授 若井　彌一 中国 第２回ISQSTシンポジウム講演
平成20年４月15日～
平成20年４月18日

外国出張

3
国際交流
ﾁｰﾑ主査

伊藤　孝之 韓国
「海外教育（特別）研究Ｃ」授
業の引率

平成20年４月29日～
平成20年５月11日

外国出張

4 教授 加藤　泰樹 韓国
「海外教育（特別）研究Ｃ」授
業の引率

平成20年４月29日～
平成20年５月11日

外国出張

5 教授 川村　知行　 中国
異文化理解教育のための資料収
集

平成20年５月１日～
平成20年５月11日

海外研修

6 教授 加藤 哲文 アメリカ
国際行動分析学会第３４回大会 平成20年５月22日～

外国出張6 教授 加藤　哲文　　アメリカ
国際行動分析学会第３４回大会
の出席及び資料収集、研究協議

平成20年５月22日
平成20年５月29日

外国出張

7 准教授 清水　富弘 ポルトガル
第３６回　国際温泉気候医学会
の参加及び研究資料の収集

平成20年６月24日～
平成20年７月１日

外国出張

8 学長 渡邉　隆 イギリス
グラスゴー大学（本学協定校）
等の訪問及び視察

平成20年６月29日～
平成20年７月５日

外国出張

9 教授 加藤　雅啓 イギリス
グラスゴー大学（本学協定校）
等の訪問及び視察

平成20年６月29日～
平成20年７月５日

外国出張

10 准教授 谷川　智幸 アメリカ

国際会議「The fifth World
Congress of Nonlinear
Analysts」において講演及び研
究関係資料収集

平成20年６月29日～
平成20年７月11日

外国出張

11 教授 布川　和彦 メキシコ
第11回数学教育国際会議
(ICME11)における発表と資料収
集

平成20年７月５日～
平成20年７月14日

外国出張

12 准教授 山縣　耕太郎 ロシア
地球環境学総合研究所アムール
プロジェクトに関わる野外調査

平成20年７月７日～
平成20年７月14日

外国出張

13 准教授 時得　紀子 イタリア
音楽教育協会国際学会における
科研研究の成果発表のため

平成20年７月11日～
平成20年７月28日

外国出張



№ 職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

14 准教授 内藤　美加 ドイツ

第20回International Society
for the Study of Behavioral
Development 隔年会議出席およ
び資料収集

平成20年７月12日～
平成20年７月19日

外国出張

15 助教 道城　裕貴 ドイツ 国際心理学会における研究発表
平成20年７月19日～
平成20年７月27日

外国出張

16 教授 得丸　定子 スイス
国際家政学会世界会議２００８
に参加・研究発表

平成20年７月25日～
平成20年８月２日

外国出張

17 教授 細江　容子 スイス

第21回国際家政学会議出席と高
齢者イメージと学校教育におけ
るｼﾞｪﾛﾝﾄﾛｼﾞｰ教育に関する打合
せ

平成20年７月25日～
平成20年８月５日

海外研修

18 准教授 洞谷　亜里佐 タイ
タイ王宮壁画の保存修復技法に
関する調査、研究

平成20年７月31日～
平成20年８月８日

外国出張

19
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

ﾛﾝﾄﾞﾝ大学Institute of
Education Reader in Education
（准教授）Dr.David Blockと今
後の研究（第二言語としての英
語学習者の社会的な独自性）に

平成20年７月31日～
平成20年８月26日

海外研修

20 准教授 山縣 耕太郎
チュニジア
ナ ビ

ﾁｭﾆｼﾞｱにおける国際地理学会へ
参加とﾅﾐ ﾞ における野外調査

平成20年８月５日～
平成 年 月 日

外国出張20 准教授 山縣　耕太郎
ナミビア の参加とﾅﾐﾋﾞｱにおける野外調査 平成20年９月４日

外国出張

21 副学長 戸北　凱惟 ロシア
９月入学に係る海外大学訪問調
査並びに大学間交流に関する打
合せ及び現地視察

平成20年８月８日～
平成20年８月14日

外国出張

22 准教授 下里　俊行 ロシア
９月入学に係る海外大学訪問調
査並びに大学間交流に関する打
合せ及び現地視察

平成20年８月８日～
平成20年８月14日

外国出張

23 教授 赤羽　孝之 中国
平成２０年度海外との研究交流
（派遣）

平成20年８月８日～
平成20年８月22日

外国出張

24 准教授 志村　喬
イギリス
アメリカ

ﾘﾃﾗｼｰ育成型の教科授業開発と評
価研究に関する資料収集

平成20年８月19日～
平成20年12月21日

外国出張

25
教授
（校長）

佐藤　芳徳 オーストラリア
附属小学校海外訪問（ウエスト
ミンスター校との交流）の引率

平成20年８月24日～
平成20年８月29日

外国出張

26 教頭 山本　浩昭 オーストラリア
附属小学校海外訪問（ウエスト
ミンスター校との交流）の引率

平成20年８月24日～
平成20年８月29日

外国出張

27 教諭 高峯　綾子 オーストラリア
附属小学校海外訪問（ウエスト
ミンスター校との交流）の引率

平成20年８月24日～
平成20年８月29日

外国出張

28 教諭 松岡　博志 オーストラリア
附属小学校海外訪問（ウエスト
ミンスター校との交流）の引率

平成20年８月24日～
平成20年８月29日

外国出張



№ 職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

29 養護教諭 丸山　美貴 オーストラリア
附属小学校海外訪問（ウエスト
ミンスター校との交流）の引率

平成20年８月24日～
平成20年８月29日

外国出張

30 教授 北條　礼子 オーストラリア
附属小学校海外訪問（ウエスト
ミンスター校との交流）の引率

平成20年８月24日～
平成20年８月29日

外国出張

31 准教授 洞谷　亜里佐 タイ
タイ王宮壁画の保存修復技法に
関する調査、研究

平成20年８月31日～
平成20年９月10日

外国出張

32 教授 南部　昌敏 中国
９月入学に係る海外大学訪問調
査

平成20年９月２日～
平成20年９月８日

外国出張

33
教務支援
ﾁｰﾑ

高松　宏幸 中国
９月入学に係る海外大学訪問調
査

平成20年９月２日～
平成20年９月８日

外国出張

34 理事 高田　喜久司 中国

9月入学に係る海外大学訪問調
査､内蒙古民族大学創立50周年記
念式典出席及び現地視察･情報収
集

平成20年９月４日～
平成20年９月12日

外国出張

35 教授 西村 俊夫 中国

９月入学に係る海外大学訪問調
査､内蒙古民族大学創立50周年記
念式典出席及び現地視察 情報収

平成20年９月４日～
平成 年 月 日

外国出張35 教授 西村　俊夫 中国
念式典出席及び現地視察･情報収
集

平成20年９月12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20年９月６日～
平成20年９月27日

海外研修

37 副学長 戸北　凱惟 中国
９月入学に係る海外大学訪問調
査及び大学間交流に関する打合
せ

平成20年９月７日～
平成20年９月10日

外国出張

38
学長特別
補佐

臼杵　美由紀 中国
９月入学に係る海外大学訪問調
査及び大学間交流に関する打合
せ

平成20年９月７日～
平成20年９月10日

外国出張

39 教授 齋藤　一雄 中国
９月入学に係る海外大学訪問調
査及び大学間交流に関する打合
せ

平成20年９月７日～
平成20年９月10日

外国出張

40 准教授 葉石　光一 アメリカ
International Society for
Culture and Activity Research
に出席

平成20年９月８日～
平成20年９月14日

外国出張

41 教授 茂手木　潔子 アメリカ
ﾎﾞｽﾄﾝ市及び近郊美術館における
ﾓｰｽｺﾚｸｼｮﾝ第3回実態調査

平成20年９月12日～
平成20年10月１日

外国出張

42 教授 梅野　正信 韓国
９月入学に係る海外大学訪問調
査

平成20年９月14日～
平成20年９月20日

外国出張

43 准教授 大場　孝信 オーストラリア 海外教育(特別)研究A授業引率
平成20年９月14日～
平成20年９月23日

外国出張



№ 職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

44 准教授 角谷　詩織 オーストラリア 海外教育(特別)研究A授業引率
平成20年９月14日～
平成20年９月23日

外国出張

45
学生支援
ﾁｰﾑ主査

橋本　　彰 韓国
９月入学に係る海外大学訪問調
査

平成20年９月15日～
平成20年９月20日

外国出張

46 教授 阿部　靖子 スウェーデン
ｽｳｪｰﾃﾞﾝの手工芸(ｽﾛｲﾄﾞ)につい
ての調査

平成20年９月15日～
平成20年９月22日

外国出張

47 教授 得丸　定子 アメリカ
平成２０年度海外との研究交流
（派遣）

平成20年９月16日～
平成20年９月30日

外国出張

48 教授 南部　昌敏 中国
９月入学に係る海外大学訪問調
査

平成20年９月17日～
平成20年９月23日

外国出張

49
研究連携
ﾁｰﾑ主査

大津　輝幸 中国
９月入学に係る海外大学訪問調
査

平成20年９月17日～
平成20年９月23日

外国出張

50 教授 藤岡 達也
タイ
ベトナ

９月入学に係る海外大学訪問調
査

平成20年９月17日～
平成 年 月 日

外国出張50 教授 藤岡　達也
ベトナム 査 平成20年９月24日

外国出張

51 准教授 田島　弘司
タイ
ベトナム

９月入学に係る海外大学訪問調
査

平成20年９月17日～
平成20年９月24日

外国出張

52 准教授 山縣　耕太郎 ロシア
総合地球環境学研究所ｱﾑｰﾙｵﾎｰﾂｸ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる現地野外調査
と分析作業

平成20年９月22日～
平成20年10月３日

外国出張

53 教授 藤岡　達也 台湾 科研費研究に関わるデータ収集
平成20年９月27日～
平成20年９月30日

外国出張

54 教授 土谷　良巳 イギリス
英国における盲ろう教育のシス
テムに関する資料収集及び盲ろ
う国際学会参加

平成20年10月５日～
平成20年10月13日

外国出張

55 理事 高田　喜久司 アメリカ
「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20年10月11日～
平成20年10月20日

外国出張

56 教授 庭野　義英 アメリカ
「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20年10月11日～
平成20年10月20日

外国出張

57
特任
准教授

伊佐　貢一 アメリカ
「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20年10月11日～
平成20年10月20日

外国出張

「上越教育大学（上越 妙高地
58

特任
准教授

佐藤　佐敏 アメリカ
「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20年10月11日～
平成20年10月20日

外国出張



№ 職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

59
特任
准教授

古閑　晶子 アメリカ
「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20年10月11日～
平成20年10月20日

外国出張

60 准教授 釜田　　聡 アメリカ
「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20年10月13日～
平成20年10月20日

外国出張

61 副学長 戸北　凱惟 中国
ｱｼﾞｱ教師教育ｺﾝｿｰｼｱﾑ国際ｼﾝﾎﾟｼﾞ
ｳﾑ参加、９月入学に係る訪問調
査及び交流に関する打合せ

平成20年10月21日～
平成20年10月28日

外国出張

62
学長特別
補佐

臼杵　美由紀 中国
ｱｼﾞｱ教師教育ｺﾝｿｰｼｱﾑ国際ｼﾝﾎﾟｼﾞ
ｳﾑ参加、９月入学に係る訪問調
査及び交流に関する打合せ

平成20年10月21日～
平成20年10月28日

外国出張

63 教授 小埜　裕二 韓国
９月入学に係る海外大学訪問調
査

平成20年10月22日～
平成20年10月26日

外国出張

64 副学長 川崎　直哉 チェコ
９月入学に係る海外大学訪問調
査

平成20年10月25日～
平成20年10月31日

外国出張

65 教授 得丸 定子 チェコ
９月入学に係る海外大学訪問調
査

平成20年10月25日～
平成 年 月 日

外国出張65 教授 得丸　定子 チェコ
査 平成20年10月31日

外国出張

66 講師 野地　美幸 アメリカ 学会参加
平成20年10月31日～
平成20年11月５日

外国出張

67 教授 藤岡　達也 台湾
９月入学に係る海外大学訪問調
査

平成20年11月２日～
平成20年11月６日

外国出張

68 准教授 田島　弘司 台湾
９月入学に係る海外大学訪問調
査

平成20年11月２日～
平成20年11月６日

外国出張

69 准教授 釜田　　聡 韓国
平成２０年度海外との研究交流
（派遣）

平成20年11月６日～
平成20年11月12日

外国出張

70
学長特別
補佐

臼杵　美由紀
イギリス
ポーランド

９月入学に係る海外大学訪問調
査

平成20年11月９日～
平成20年11月15日

外国出張

71
研究連携
ﾁｰﾑ主査

新井　まり子
イギリス
ポーランド

９月入学に係る海外大学訪問調
査

平成20年11月９日～
平成20年11月15日

外国出張

72 教授 若井　彌一 中国
第3回中日教師教育学術研究集会
での研究発表及び研究資料収集

平成20年11月17日～
平成20年11月20日

外国出張

73 講師 周東　和好 中国
第３回中日教師教育学術研究集
会への出席および研究発表

平成20年11月17日～
平成20年11月22日

外国出張
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74 教授 小埜　裕二 フランス
９月入学に係る海外大学訪問調
査

平成20年11月23日～
平成20年11月29日

外国出張

75 教授 庭野　義英 アメリカ
教員養成における期待する教員
の理想像に関する研究の打合せ

平成20年11月24日～
平成20年11月29日

外国出張

76 副学長 川崎　直哉 イギリス
「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20年11月24日～
平成20年12月１日

外国出張

77 教授 加藤　雅啓 イギリス
「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20年11月24日～
平成20年12月１日

外国出張

78 教授 阿部　靖子 イギリス
「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20年11月24日～
平成20年12月１日

外国出張

79 教授 小林　辰至 イギリス
「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20年11月24日～
平成20年12月１日

外国出張

80 准教授 大前 敦巳 フランス
学力向上策に関するﾌﾗﾝｽでの聞
き取り調査と情報資料収集

平成20年11月27日～
平成 年 月 日

外国出張80 准教授 大前　敦巳 フランス
き取り調査と情報資料収集 平成20年12月７日

外国出張

81 准教授 大場　浩正 シンガポール CLaSIC　2008における研究発表
平成20年12月２日～
平成20年12月６日

外国出張

82 教授 瀬戸　　健 中国 小学校授業交流の参観
平成20年12月３日～
平成20年12月６日

外国出張

83 教授 梅野　正信 韓国
人権教育の授業を参観し授業記
録をビデオに収録するため

平成20年12月８日～
平成20年12月11日

外国出張

84 准教授 角谷　詩織 香港

First International
Conference Popular Culture
and Education in Asiaへの参加
及び研究発表

平成20年12月９日～
平成20年12月13日

外国出張

85 准教授 井上　久祥 香港 国際会議への参加及び資料収集
平成20年12月10日～
平成20年12月13日

外国出張

86 教授 北條　礼子 韓国 小学校英語授業参観
平成20年12月15日～
平成20年12月18日

外国出張

87 教授 川村　知行　 中国
広東省広州市・陽江市の博物館
の調査

平成20年12月20日～
平成20年12月29日

海外研修

人権教育としての市民性育成教
88 主幹教諭 泉　　　豊 韓国

人権教育としての市民性育成教
育に関する日韓の授業研究打合
せ

平成20年12月26日～
平成20年12月30日

外国出張
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89 教諭 橋本　　忍 韓国
人権教育としての市民性育成教
育に関する日韓の授業研究打合
せ

平成20年12月26日～
平成20年12月30日

外国出張

90 主幹教諭 鈴木　克典 韓国
人権教育としての市民性育成教
育に関する日韓の授業研究打合
せ

平成20年12月26日～
平成20年12月30日

外国出張

91 准教授 釜田　　聡 韓国 現地調査,資料収集,研究打合せ
平成20年12月26日～
平成20年12月30日

外国出張

92 教授 藤岡　達也 台湾
台湾における理科教育に関する
聞き取り調査及び授業視察

平成21年１月３日～
平成21年１月６日

外国出張

93 准教授 高石　次郎 スペイン 資料収集
平成21年１月18日～
平成21年１月26日

外国出張

94 教授 川村　知行　 インド 仏教美術及び民俗文化財調査
平成21年２月５日～
平成21年２月18日

外国出張

95 教授 松本 修 韓国
日本語教育ならびに言語教育に
関する資料収集

平成21年２月16日～
平成 年 月 日

外国出張95 教授 松本　　修 韓国
関する資料収集 平成21年２月18日

外国出張

96 教授 梅野　正信 韓国
国際理解教育関係の資料調査・
収集

平成21年２月18日～
平成21年２月21日

外国出張

97 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21年２月22日～
平成21年３月３日

海外研修

98 准教授 志村　　喬 イギリス
イギリス初等教育における地図
活用に関する資料収集

平成21年３月１日～
平成21年３月５日

外国出張

99 教授 北條　礼子 フィリピン
小学校英語教育に関する情報収
集補助

平成21年３月２日～
平成21年３月５日

外国出張

100 教授 瀬戸　　健 アメリカ
海外の大学における教育方法、
運営体制の調査研究

平成21年３月２日～
平成21年３月８日

外国出張

101 教授 武嶋　俊行 フィンランド
海外の大学における教育方法、
運営体制の調査研究

平成21年３月２日～
平成21年３月８日

外国出張

102 准教授 木村　吉彦 フィンランド
海外の大学における教育方法、
運営体制の調査研究

平成21年３月２日～
平成21年３月８日

外国出張

103
教育支援
課副課長

中川　則之 フィンランド
海外の大学における教育方法、
運営体制の調査研究

平成21年３月２日～
平成21年３月８日

外国出張
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104
学校連携
チーム

風間　健一 フィンランド
海外の大学における教育方法、
運営体制の調査研究

平成21年３月２日～
平成21年３月８日

外国出張

105
学長特別
補佐

臼杵　美由紀 オーストラリア
日本語教育に関する資料収集及
び海外交流に関する打合せ・海
外ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾀﾃﾞｨの視察

平成21年３月４日～
平成21年３月14日

外国出張

106 教授 細江　容子 インド
ｼﾞｪﾛﾝﾄﾛｼﾞｰ国際会議での発表と
留学生獲得のための打合せ

平成21年３月11日～
平成21年３月17日

外国出張

107 教授 瀬戸　　健 韓国 研究調査の打合せ
平成21年３月12日～
平成21年３月13日

外国出張

108 准教授 志村　　喬
イギリス
アメリカ

英米における地理学習教材開発
と使用に関する資料収集及びア
メリカ地理学会参加

平成21年３月14日～
平成21年３月25日

外国出張

109 教授 釜田　　聡
韓国
中国

社会認識を深める教材開発に関
する現地調査と資料収集及び研
究打合せ

平成21年３月23日～
平成21年３月28日

外国出張

110 准教授 葉石 光一 アメリカ
ｽﾀｰﾘﾆｽﾞﾑ心理学･旧ｿﾋﾞｴﾄ心理学･
文化心理学等に関する資料収集

平成21年３月24日～
平成 年 月 日

外国出張110 准教授 葉石　光 アメリカ
文化心理学等に関する資料収集 平成21年３月29日

外国出張

111 講師 末松　裕基 イギリス
ｲｷﾞﾘｽにおける学校の民営化に関
わる研究資料・政府資料の収集

平成21年３月24日～
平成21年３月29日

外国出張

112 教授 細江　容子 台湾
国際比較調査の打合せと「学校
教育におけるｼﾞｪﾛﾝﾄﾛｼﾞｰ教育」
の台湾での立ち上げ

平成21年３月26日～
平成21年３月28日

外国出張

113 准教授 土田　了輔 アメリカ 学会参加・資料収集・研究発表
平成21年３月31日～
平成21年４月５日

外国出張

（②内地研究員　なし）


