
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 教授 五十嵐　透子 アメリカ 交流協定更新に関する打合せ
平成21年４月４日～
平成21年４月11日

外国出張

2 准教授 山縣  耕太郎 ロシア
アムールオホーツクプロジェク
トに関わる調査

平成21年４月20日～
平成21年４月27日

外国出張

3 教授 黎　　子椰 中国
中国における労働技術教育セン
ターの現地調査と資料収集

平成21年４月30日～
平成21年５月９日

海外研修

4 教授 林　　泰成 韓国
APNME2009年大会において発表を
行うため

平成21年５月21日～
平成21年５月25日

外国出張

5 講師 周東　和好 ドイツ
平成21年度海外との研究交流
（派遣）

平成21年５月30日～
平成21年６月11日

外国出張

6 学長 若井　彌一 アメリカ
アイオワ大学との大学間交流協
定の更新

平成21年６月17日～
平成21年６月21日

外国出張

7 副学長 下西　善三郎 アメリカ
アイオワ大学との大学間交流協
定の更新

平成21年６月17日～
平成21年６月21日

外国出張

8 教授 五十嵐　透子 アメリカ
アイオワ大学との大学間交流協
定の更新

平成21年６月17日～
平成21年６月21日

外国出張

9 准教授 時得　紀子 中国
国際音楽教育学会での科研の成
果発表

平成21年６月20日～
平成21年６月29日

外国出張

10 准教授 山縣  耕太郎 オーストラリア
国際学会における科研の成果報
告

平成21年６月28日～
平成21年７月12日

外国出張

11 教授 南部　昌敏 中国

中国におけるﾒﾃﾞｨｱ教育に関する
資料収集と第３回日中教育工学
研究ﾌｫｰﾗﾑに出席し、研究発表を
行うため

平成21年８月６日～
平成21年８月９日

外国出張

12 教授 加藤　哲文
ノルウェー
デンマーク

国際行動分析学会第５回ｲﾝﾀｰﾅｼｮ
ﾅﾙｶﾝﾌｧﾚﾝｽ及び教育資料収集

平成21年８月６日～
平成21年８月13日

外国出張

13 准教授 山縣  耕太郎 中国
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野外調査

平成21年８月９日～
平成21年８月17日

外国出張

14 講師 森口　佑介 リトアニア
ヨーロッパ発達心理学会への参
加と研究発表

平成21年８月16日～
平成21年８月23日

外国出張



№ 職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

15 准教授 宮川　健 フランス
ﾌﾗﾝｽ･ｸﾚﾙﾓﾝﾌｪﾗﾝで開催される第
15回数学教授学夏季講習会に参
加

平成21年８月17日～
平成21年８月24日

海外研修

16 教諭 江谷　和樹 インドネシア
ﾊﾞﾘ･ｶﾞﾑﾗﾝにおける音楽と舞踊と
の即応的連携に着眼した諸民族
の音楽の指導法開発の資料収集

平成21年８月22日～
平成21年８月30日

外国出張

17 教授 瀬戸　健 中国
小学校１年生を対象とした入学
時の指導に関する調査

平成21年８月31日～
平成21年９月５日

外国出張

18 准教授 水落　芳明 中国
新入生入学からの指導内容及び
指導実態に関する現地調査

平成21年８月31日～
平成21年９月５日

外国出張

19 教授 梅野　正信 韓国
平成21年度海外との研究交流
（派遣）

平成21年９月１日～
平成21年10月８日

外国出張

20 教授 川村　知行
トルコ
ギリシャ

平成21年度海外との研究交流
（派遣）

平成21年９月12日～
平成21年10月13日

外国出張

21 教授 五十嵐　透子 アメリカ
海外教育（特別）研究Ｂ授業引
率のため

平成21年９月17日～
平成21年９月30日

外国出張

22 特任講師
ﾌﾞﾗｳﾝ･ｱｲｳﾞｧﾝ･
ﾊﾞｰﾅｰﾄﾞ

アメリカ
海外教育（特別）研究Ｂ授業引
率のため

平成21年９月17日～
平成21年９月30日

外国出張

23 准教授 濤崎　智佳 アメリカ 研究会参加・研究発表
平成21年９月20日～
平成21年９月26日

外国出張

24 准教授 志村　喬 イギリス
英国地理教育等における防犯安
全教育に関する資料収集

平成21年９月27日～
平成21年10月４日

外国出張

25 副学長 下西　善三郎 韓国
日韓教育大学学長懇談会に出席
のため

平成21年10月５日～
平成21年10月７日

外国出張

26 教授 得丸　定子 チェコ
国際ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの学生派遣に同行
するため

平成21年10月19日～
平成21年10月25日

外国出張

27 教授 中村　雅彦 ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ共和国
ｵｵﾊｼﾓｽﾞ類の生態及び進化に関す
る調査

平成21年10月24日～
平成21年12月22日

外国出張

28 教授 釜田　　聡 韓国

「日韓中の協働による相互理解
のための国際理解教育ｶﾘｷｭﾗﾑ・
教材の開発」三ヵ国会議出席及
び同打合せ

平成21年11月11日～
平成21年11月13日

外国出張

29 教授 梅野　正信 韓国
韓国国際理解教育学会での報
告・資料収集

平成21年11月13日～
平成21年11月15日

外国出張



№ 職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

30 准教授 大前　敦巳 フランス
科研課題に関わるﾌﾗﾝｽ現地継続
調査

平成21年11月15日～
平成21年11月26日

外国出張

31 准教授 五百川　裕 フランス
ｱｼﾞｱ地域のﾏﾒ科植物多様性に関
する研究における標本調査

平成21年11月24日～
平成21年11月29日

外国出張

32 教授 土谷　良巳 イギリス
科学研究費補助金による研究に
係る資料収集及び協議

平成21年12月12日～
平成21年12月18日

外国出張

33 教授 北條　礼子 台湾
小学校英語教育の授業参観なら
びに情報収集

平成21年12月21日～
平成21年12月24日

外国出張

34 教授 釜田　　聡 韓国
科研の研究推進のための現地調
査と打合せ

平成21年12月26日～
平成21年12月29日

外国出張

35 教諭 橋本　忍 韓国
平成20-21年度上越教育大学研究
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの推進のための現地調
査

平成21年12月26日～
平成21年12月29日

外国出張

36 教諭 伊藤　貴史 韓国
平成20-21年度上越教育大学研究
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの推進のための現地調
査

平成21年12月26日～
平成21年12月29日

外国出張

37 教諭 柳澤　一輝 韓国
平成20-21年度上越教育大学研究
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの推進のための現地調
査

平成21年12月26日～
平成21年12月29日

外国出張

38 教授 川村　知行 中国
上海博物館・浙江省博物館にお
ける異文化理解の資料収集

平成21年12月28日～
平成22年１月６日

海外研修

39 教授 梅野　正信 韓国
人権教育に関する資料収集及び
情報収集

平成22年１月９日～
平成22年１月11日

外国出張

40 准教授 宮川　健 スペイン
第３回教授の人間学理論国際会
議における研究発表のため

平成22年１月21日～
平成22年１月31日

外国出張

41 准教授 志村　喬 イギリス
ｲｷﾞﾘｽ地理教師教育者ﾏﾃﾞｨﾝｸﾞﾎｰﾙ
大会における研究発表

平成22年１月27日～
平成22年２月１日

外国出張

42 准教授 久保田　善彦 アメリカ
科研に関する現地調査（ｲﾝﾀ
ﾋﾞｭｰ)

平成22年１月29日～
平成22年２月６日

外国出張

43 教授 北條　礼子 オーストラリア 交流事業に伴う現地訪問
平成22年２月25日～
平成22年３月１日

外国出張

44 校長 林　　泰成 オーストラリア 交流事業に伴う現地訪問
平成22年２月25日～
平成22年３月１日

外国出張



№ 職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

45 副校長 柳　　恒雄 オーストラリア 交流事業に伴う現地訪問
平成22年２月25日～
平成22年３月１日

外国出張

46 教諭 北原　さやか オーストラリア 交流事業に伴う現地訪問
平成22年２月25日～
平成22年３月１日

外国出張

47
特任
准教授

清水　雅之 オーストラリア 交流事業に伴う現地訪問
平成22年２月25日～
平成22年３月１日

外国出張

48 准教授 原　　瑞穂 オーストラリア
海外ﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｽﾀﾃﾞｨの視察及び学
生指導のため

平成22年２月26日～
平成22年３月９日

外国出張

49 特任講師
ﾌﾞﾗｳﾝ･ｱｲｳﾞｧﾝ･
ﾊﾞｰﾅｰﾄﾞ

イギリス
イタリア

①ﾛﾝﾄﾞﾝ大学SOAS,Itesh Sachdev
教授と共同研究について打合せ
②英国図書館の社会言語学に関
する図書を利用
③ｲﾀﾘｱ ﾐﾗﾉにある「Gruppo
Oxford」語学学校の英語指導授
業を観察

平成22年２月26日～
平成22年３月31日

海外研修

50 教授 瀬戸　健 韓国 小学校１年生の入学時指導調査
平成22年３月２日～
平成22年３月４日

外国出張

51 教授 釜田　　聡 韓国
科学研究費の研究推進のための
打合せ

平成22年３月６日～
平成22年３月８日

外国出張

52 准教授 大場　浩正 アメリカ
ｱﾒﾘｶ応用言語学会(AAAL)におけ
る研究発表

平成22年３月６日～
平成22年３月10日

外国出張

53 教授 平野　絹枝 イギリス
ﾗﾝｶｽﾀｰ大学言語学習教育学会参
加及び応用言語学(小学校英語含
む)の資料収集

平成22年３月13日～
平成22年３月31日

外国出張

54 教授 瀬戸　健 フィンランド ６年制教育養成調査
平成22年３月14日～
平成22年３月21日

外国出張

55 准教授 木村　吉彦 フィンランド ６年制教育養成調査
平成22年３月14日～
平成22年３月21日

外国出張

56 准教授 土田　了輔 アメリカ
AAHPERD NATIONAL CONVENTION &
EXPO　2010参加・発表のため

平成22年３月16日～
平成22年３月21日

外国出張

57 准教授 原　　瑞穂 中国
留学生受入れに関する学生への
説明及び関係者との打合せ

平成22年３月16日～
平成22年３月25日

外国出張

58 教授 黎　　子椰 中国
留学生受入れに関する学生への
説明及び関係者との打合せ

平成22年３月16日～
平成22年３月25日

外国出張



№ 職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

59
研究連携
室長

後藤　公夫 中国
留学生受入れに関する学生への
説明及び関係者との打合せ

平成22年３月16日～
平成22年３月25日

外国出張

60 教授 五十嵐　透子 アメリカ
ｱﾒﾘｶ･ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ協会:学会参加､ｱｲ
ｵﾜ大学訪問､統合化教育校訪問

平成22年３月17日～
平成22年３月29日

外国出張

61 准教授 田島　弘司 インド
ｶﾞﾝﾃﾞｨーの平和教育にかかわる
資料及び笑いﾖｶﾞにかかわる情報
の収集

平成22年３月24日～
平成22年３月31日

外国出張

62 教授 下里　俊行 ウズベキスタン
ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝの古代・中世史跡の調
査

平成22年３月26日～
平成22年４月２日

海外研修

63 教授 北條　礼子 台湾
小学校英語授業参観ならびに資
料の収集

平成22年３月29日～
平成22年４月３日

外国出張

64 准教授 洞谷　亜里佐 台湾 大学授業（絵画実習）見学
平成22年３月29日～
平成22年４月３日

外国出張

65 教授 得丸　定子 アメリカ
第８回医療者,研究者,教育者の
ための科学総会に参加及び情報
収集

平成22年３月29日～
平成22年４月12日

外国出張

66 教授 小林　恵 イギリス
ｻﾊﾞﾃｨｶﾙ制度を利用して,語学の
研鑽に努めつつ,ｲｷﾞﾘｽの社会と
教育を考察する。

平成22年３月31日～
平成22年９月23日

海外研修

（②内地研究員　なし）
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