
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 林　　泰成 韓国
授業科目｢海外教育(特別)研究
Ｃ｣の引率

平成22年４月27日～
平成22年５月７日

外国出張

2
国際交流
ﾁｰﾑ主査 青山　博之 韓国

授業科目｢海外教育(特別)研究
Ｃ｣の引率

平成22年４月27日～
平成22年５月７日

外国出張

3 教授 川村　知行 韓国 日韓文化比較資料の収集
平成22年４月28日～
平成22年５月６日

外国出張

4 教授 得丸　定子
イギリス
ドイツ

第1回BASS国際会議、第33回ﾃﾞﾝ
ﾄﾝ会議、IWG会議に出席

平成22年５月４日～
平成22年５月16日

外国出張

5 講師 森口　佑介 アメリカ
乳幼児の認知発達と脳の発達の
関連についての研究発表と資料
収集

平成22年６月１日～
平成22年６月６日

外国出張

6 教授 土谷　良巳 フランス

DBI(Deafbling International:
国際盲ろう学会)ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾈｯﾄ
ﾜｰｸ主催のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参加及び資
料収集

平成22年６月19日～
平成22年６月27日

外国出張

7 教授 天野　和孝 イギリス
第3回国際古生物学会に出席
し、講演を行うため

平成22年６月28日～
平成22年７月３日

外国出張

8 准教授 久保田　善彦 カナダ
ED-MEDIA　2010(国際学会)への
参加

平成22年６月28日～
平成22年７月４日

外国出張

9 講師 末松　裕基 イギリス

ｲｷﾞﾘｽ教育経営学会(BELMAS)へ
の参加並びにﾛﾝﾄﾞﾝ大学教育学
部･ﾐﾙﾄﾝｷｰﾝｽﾞ市内学校における
ｽｸｰﾙﾘｰﾀﾞｰ教育ﾃﾞｰﾀ収集

平成22年７月８日～
平成22年７月15日

外国出張

10 准教授 山縣　耕太郎 イスラエル
International Geographical
Union(国際地理学会)大会への
参加と研究成果発表

平成22年７月11日～
平成22年７月19日

外国出張

11 教諭 江谷　和樹 韓国
科研費・アジア伝統音楽の指導
法開発に係る資料収集

平成22年７月27日～
平成22年７月30日

外国出張

12 准教授 時得　紀子 中国
国際音楽教育会議における科研
の成果発表及び北京師範大学と
の情報交換

平成22年７月31日～
平成22年８月８日

外国出張

13 准教授 山縣　耕太郎 中国 科研に関わる調査
平成22年８月２日～
平成22年８月11日

外国出張

14 教授 加藤　哲文 アメリカ

国際行動医学会第11回大会への
参加及び公開講座｢応用行動分
析で授業が変わる,学校が変わ
る｣の実施のため

平成22年８月３日～
平成22年８月９日

外国出張

15 准教授 洞谷　亜里佐 タイ
タイとラオスにおける伝統的壁
画の再構築について

平成22年８月７日～
平成22年８月19日

外国出張

16 教授 梅野　正信 韓国

国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ｢History
Education in Museuma and
Memorial Halls:Comparison of
European and East Asian｣での

平成22年８月10日～
平成22年８月13日

外国出張



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

17 教授 大庭　重治 アメリカ
ｱﾒﾘｶ心理学会第118回年次大会
に出席

平成22年８月11日～
平成22年８月17日

外国出張

18 准教授 葉石　光一 アメリカ
アメリカ心理学会での成果発表
と情報収集

平成22年８月11日～
平成22年８月17日

外国出張

19 准教授 大場　浩正 韓国
第15回環太平洋応用言語学会に
て研究(共同研究)発表を行うた
め

平成22年８月16日～
平成22年８月19日

外国出張

20 校長 天野　和孝 韓国
韓国交歓（訪問）の実施に伴う
生徒引率

平成22年８月19日～
平成22年８月23日

外国出張

21 教諭 池村　和重 韓国
韓国交歓（訪問）の実施に伴う
生徒引率

平成22年８月19日～
平成22年８月23日

外国出張

22 教諭 阿部　洋子 韓国
韓国交歓（訪問）の実施に伴う
生徒引率

平成22年８月19日～
平成22年８月23日

外国出張

23 教諭 柳澤　一輝 韓国
韓国交歓（訪問）の実施に伴う
生徒引率

平成22年８月19日～
平成22年８月23日

外国出張

24 養護教諭 高瀬　育子 韓国
韓国交歓（訪問）の実施に伴う
生徒引率

平成22年８月19日～
平成22年８月23日

外国出張

25 教授 細江　容子 アメリカ
学校教育におけるｼﾞｪﾛﾝﾄﾛｼﾞｰ教
育の研究資料､教育事例収集と
研究打合せ

平成22年８月19日～
平成22年８月27日

外国出張

26 教授 北條　礼子 オーストラリア
附属小学校海外訪問(ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ
校との交流)の引率

平成22年８月21日～
平成22年８月26日

外国出張

27 副学長 佐藤　芳徳 オーストラリア
附属小学校海外訪問(ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ
校との交流)の引率

平成22年８月21日～
平成22年８月26日

外国出張

28 教授 林　　泰成 オーストラリア
附属小学校海外訪問(ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ
校との交流)の引率

平成22年８月21日～
平成22年８月26日

外国出張

29 副校長 神村　大輔 オーストラリア
附属小学校海外訪問(ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ
校との交流)の引率

平成22年８月21日～
平成22年８月26日

外国出張

30 指導教諭 青木　弘明 オーストラリア
附属小学校海外訪問(ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ
校との交流)の引率

平成22年８月21日～
平成22年８月26日

外国出張

31 教諭 藤城　真二 オーストラリア
附属小学校海外訪問(ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ
校との交流)の引率

平成22年８月21日～
平成22年８月26日

外国出張

32 教諭 北原　さやか オーストラリア
附属小学校海外訪問(ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ
校との交流)の引率

平成22年８月21日～
平成22年８月26日

外国出張

33 教諭 髙峯　綾子 オーストラリア
附属小学校海外訪問(ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ
校との交流)の引率

平成22年８月21日～
平成22年８月26日

外国出張

34 准教授 野地　美幸 アメリカ
第二言語獲得に関する研究、及
び研究打合せ

平成22年８月30日～
平成23年１月２日

外国出張

35 教授 下里　俊行 フィンランド 資料調査
平成22年９月３日～
平成22年９月24日

外国出張

36 教授 細江　容子 中国
学校教育におけるｼﾞｪﾛﾝﾄﾛｼﾞｰ教
育に関する調査・研究打合せ

平成22年９月６日～
平成22年９月11日

外国出張

37 講師 森口　佑介 アメリカ
ﾐﾈｿﾀ大学Zelazo博士のﾗﾎﾞを訪
問し､幼児の前頭葉機能の発達
の共同研究を行うため

平成22年９月６日～
平成22年９月18日

外国出張

38 教授 平野　絹枝 イギリス
応用言語学(英語教育学)におけ
る英語学力評価に関する研究･
文献資料収集

平成22年９月６日～
平成22年９月28日

外国出張

39 理事 戸北　凱惟
トルコ
中国

大学間交流協定の更新及び東ｱ
ｼﾞｱ教員養成国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ出席

平成22年９月14日～
平成22年９月27日

外国出張

40 准教授 原　　瑞穂
トルコ
中国

大学間交流協定の更新及び東ｱ
ｼﾞｱ教員養成国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ出席

平成22年９月14日～
平成22年９月27日

外国出張

41 教授 川村　知行 トルコ
大学間交流協定の更新､教材開
発に関する調査及び資料収集

平成22年９月14日～
平成22年９月29日

外国出張

42 准教授 濤﨑　智佳 スイス
｢ASTE望遠鏡とNRO45m望遠鏡に
よるNROﾚｶﾞｼｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ:M33の巨
大分子雲ｻｰﾍﾞｲ｣に関する発表

平成22年９月18日～
平成22年９月26日

外国出張

43 教授 黎　　子椰 中国
留学生の受入れ･派遣に関する
資料収集及び東ｱｼﾞｱ教員養成国
際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ参加のため

平成22年９月20日～
平成22年９月27日

外国出張



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

44 講師 周東　和好 ドイツ
平成22年度海外との研究交流
(国際学会等参加)のため

平成22年９月21日～
平成22年10月４日

外国出張

45 准教授 志村　喬
アイルランド
イギリス

平成22年度海外との研究交流
(派遣)及び日本地理学会秋季学
術大会への参加･ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑｺﾒﾝﾄ

平成22年９月22日～
平成22年10月１日

外国出張

46 准教授 五十嵐　素子 ベトナム
防災に関わる授業の実施と調
査､現地の防災･災害･環境資源
に関する情報収集

平成22年９月24日～
平成22年９月29日

外国出張

47 准教授 田島　弘司 ベトナム

藤岡達也教授が代表となってい
る科学研究費補助金の研究調査
を研究分担者としてﾊﾉｲ国家大
学及びその周辺地域で実施する

平成22年９月24日～
平成22年９月29日

外国出張

48 教授 藤岡　達也 ベトナム
科研費研究に関わる研究調査及
び資料収集

平成22年９月24日～
平成22年９月29日

外国出張

49 講師 生澤　繁樹 アメリカ
Global Studies Conferenceへ
の学会参加・発表および研究資
料の収集

平成22年10月３日～
平成22年10月11日

外国出張

50 教授 釜田　聡
アメリカ
カナダ

ｱﾒﾘｶにおける教師教育の動向と
学校における教育実践と評価に
関する現地調査と資料収集｡
ESDに関する現地調査と資料収

平成22年10月11日～
平成22年10月18日

外国出張

51
特任准教
授

渡辺　径子
アメリカ
カナダ

ｱﾒﾘｶにおける教師教育の動向と
学校における教育実践と評価に
関する現地調査と資料収集｡
ESDに関する現地調査と資料収

平成22年10月11日～
平成22年10月18日

外国出張

52
特任准教
授

清水　雅之
アメリカ
カナダ

ｱﾒﾘｶにおける教師教育の動向と
学校における教育実践と評価に
関する現地調査と資料収集｡
ESDに関する現地調査と資料収

平成22年10月11日～
平成22年10月18日

外国出張

53
特任准教
授

伊佐　貢一
アメリカ
カナダ

ｱﾒﾘｶにおける教師教育と学校に
おける教育実践と評価に関する
現地調査と資料収集

平成22年10月11日～
平成22年10月18日

外国出張

54
特任准教
授

佐藤　佐敏
アメリカ
カナダ

ｱﾒﾘｶにおける教師教育の動向と
学校における教育実践と評価に
関する現地調査と資料収集｡
PISA型読解力向上に資する資料
収集

平成22年10月11日～
平成22年10月18日

外国出張

55
特任准教
授

中野　博幸
アメリカ
カナダ

ｱﾒﾘｶにおける教師教育の動向と
学校における教育実践と評価に
関する現地調査と資料収集｡
ESDに関する現地調査と資料収

平成22年10月11日～
平成22年10月18日

外国出張

56 准教授 清水　富弘
オーストラリア
ドイツ

ｵｰｽﾄﾗﾘｱのﾊﾞｰﾄｲｼｭﾙ地方で開催
される世界温泉療法の発表及び
ﾄﾞｲﾂのﾐｭﾝﾍﾝ周辺の温泉医学に
関する施設での研究資料の収集

平成22年10月20日～
平成22年10月28日

海外研修

57 准教授 石川　真 アメリカ
共同研究(協同･協調的な学習活
動場面における学習者の認知ｽﾄ
ﾚｽの関連)の打合せ

平成22年10月28日～
平成22年11月９日

海外研修

58 教授 得丸　定子
ノルウェー
アメリカ

瞑想と生きがい感･ｽﾄﾚｽ軽減に
関する情報収集

平成22年11月２日～
平成22年12月21日

外国出張

59 教授 釜田　聡 韓国
韓国国際理解教育学会参加と研
究打合せのため

平成22年11月12日～
平成22年11月14日

外国出張

60 准教授 河合　康 インドネシア
平成２２年度海外との研究交流
（派遣）のため

平成22年11月14日～
平成22年11月21日

外国出張

61 准教授 大前　敦巳 フランス
科学研究費課題に関わる研究発
表およびﾌﾗﾝｽでの現地調査と情
報資料収集

平成22年11月14日～
平成22年11月25日

外国出張

62 教授 北條　礼子 台湾
小学校英語授業視察と小学校英
語関連資料収集

平成22年11月23日～
平成22年11月26日

外国出張

63 准教授 大場　浩正 シンガポール
ClaSIC 2010(国立ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ大学
言語研究ｾﾝﾀｰ主催の外国語教育
に関する国際学会)出席･研究発

平成22年12月１日～
平成22年12月５日

外国出張



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

64 准教授 五十嵐　素子 台湾

防災･減災に関わる教育実践の
調査と関連資料や情報の収集(5
～10日)大阪ﾋﾞﾃﾞｵｴｽﾉｸﾞﾗﾌｨｰ研
究会への参加(11日)

平成22年12月６日～
平成22年12月10日

外国出張

65 准教授 田島　弘司 台湾
嘉義大学で科研費に関する研究
調査を実施するとともに関連資
料や情報の収集

平成22年12月６日～
平成22年12月10日

外国出張

66 准教授 原　　瑞穂 台湾
嘉義大学で科研費に関する研究
調査を実施するとともに関連資
料や情報の収集

平成22年12月６日～
平成22年12月10日

外国出張

67 教授 藤岡　達也 台湾
科研費補助金による研究に関す
る調査及び平成22年度連合研究
科学生研究発表会出席のため

平成22年12月６日～
平成22年12月10日

外国出張

68 准教授 髙本　條治 韓国

1.韓国日語教育学会にてﾊﾟﾈﾗｰ
発表するため
2.ｿｳﾙ市内の大学での日本語教
育の実情を視察するため

平成22年12月10日～
平成22年12月14日

海外研修

69 教授 髙石　次郎 イタリア
ｲﾀﾘｱ美術に関する資料収集のた
め

平成22年12月15日～
平成22年12月22日

海外研修

70
特任准教
授

清水　雅之 韓国
教育の情報化に関する訪問調査
のため

平成22年12月16日～
平成22年12月18日

外国出張

71 教授 石野　正彦 韓国
教育の情報化に関する訪問調査
のため

平成22年12月16日～
平成22年12月18日

外国出張

72
教育支援
課副課長

岡﨑　明弘 韓国
教育の情報化に関する訪問調査
のため

平成22年12月16日～
平成22年12月18日

外国出張

73 教授 梅野　正信 韓国

韓国における教育史及び人権教
育実践の資料収集　植民地にお
ける日本人教師及び人権教育の
資料収集　日韓の人権教育に関
する論文研究・検討会

平成22年12月24日～
平成22年12月30日

外国出張

74 教授 川村　知行 中国
中国･上海博物館･浙江省博物館
等で漢民族と少数民族との間に
おける異文化理解の資料収集

平成22年12月24日～
平成23年１月１日

海外研修

75 教授 釜田　聡 韓国
科研の研究推進(資料収集と研
究打合せ)

平成22年12月25日～
平成22年12月28日

外国出張

76
特任准教
授

津野　治彦 韓国
｢ESD｣ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究推進のため
(現地調査と資料収集)

平成22年12月26日～
平成22年12月29日

外国出張

77 教諭 柳澤　一輝 韓国
科学研究費の研究推進のため
(資料収集と現地調査)

平成22年12月26日～
平成22年12月29日

外国出張

78 教諭 伊藤　貴史 韓国
科学研究による研究推進のため
(資料収集と現地調査)

平成22年12月26日～
平成22年12月29日

外国出張

79 教諭 橋本　忍 韓国
科学研究による研究推進のため
(資料収集と現地調査)

平成22年12月26日～
平成22年12月29日

外国出張

80 准教授 五十嵐　素子 アメリカ

教育実践の相互行為に関する研
究の学会報告(4-7日)､教育実践
研究方法に関する資料収集(8-9
日)のため

平成23年１月４日～
平成23年１月11日

外国出張

81 教授 得丸　定子 アメリカ
ﾏｲﾝﾄﾞﾌﾙﾈｽｸｰﾙｽﾞ ﾚﾍﾞﾙ②ｶﾘｷｭﾗﾑ
集中ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞに参加するため

平成23年２月４日～
平成23年２月10日

外国出張

82 教授 我妻　敏博 アメリカ 米国聾学校の視察・情報収集
平成23年２月16日～
平成23年２月26日

外国出張

83 助教 小林　優子 アメリカ 米国聾学校の視察・情報収集
平成23年２月16日～
平成23年２月26日

外国出張

84 教授 細江　容子 オーストラリア
海外教育(特別)研究Aの引率の
ため

平成23年３月５日～
平成23年３月18日

外国出張

85 准教授 大場　孝信 オーストラリア
海外教育(特別)研究Aの引率の
ため

平成23年３月５日～
平成23年３月18日

外国出張

86 特任講師
ﾌﾞﾗｳﾝ･ｱｲｳﾞｧﾝ･
ﾊﾞｰﾅｰﾄﾞ

オーストラリア
海外教育(特別)研究Aの引率の
ため

平成23年３月５日～
平成23年３月17日

外国出張

87 准教授 久保田　善彦 アメリカ
Society for Information
Technology & Teacher
Education への参加(情報収集

平成23年３月７日～
平成23年３月13日

外国出張



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

88 准教授 原　　瑞穂 オーストラリア
大学院授業科目｢海外ﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｽﾀ
ﾃﾞｨ｣の実習見学,学生指導及び
授業実施に関する打合せ

平成23年３月８日～
平成23年３月18日

外国出張

89 教授 釜田　聡 韓国
科学研究｢日韓の協働研究｣の研
究打合せと現地調査のため

平成23年３月９日～
平成23年３月12日

外国出張

90
特任准教
授

伊佐　貢一 韓国
PISA型学力と学級集団の育成,
小中高校一貫教育についての調

平成23年３月９日～
平成23年３月12日

外国出張

91
特任准教
授

佐藤　佐敏 韓国
研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｢PISA型読解力を
向上させる授業ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの開発｣
の調査

平成23年３月９日～
平成23年３月12日

外国出張

92 教授 平野　絹枝 イギリス

｢学校の第2言語としての英語教
育｣学会(ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ年次大会)出
席及び英語教育音声認識に関す
る資料収集

平成23年３月17日～
平成23年３月27日

外国出張

93 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ｱｼﾞｱ
伝統音楽の教材開発の資料収集

平成23年３月18日～
平成23年３月24日

外国出張

94 教授 五十嵐　透子 アメリカ

･不安障害関連のｾﾗﾋﾟｰに関する
情報収集､研究者交流　･ｱﾒﾘｶ･ｶ
ｳﾝｾﾘﾝｸﾞ･ｱｿｼｴｰｼｮﾝ学会出席･ｱｲｵ
ﾜ大学と小学校訪問

平成23年３月19日～
平成23年４月４日

外国出張

95 教授 細江　容子 台湾
大学生の持つ高齢者ｲﾒｰｼﾞとｼﾞｪ
ﾛﾝﾄﾛｼﾞｰ教育の打合せと資料収

平成23年３月21日～
平成23年３月24日

外国出張

96 教授 釜田　聡 アメリカ

Collaborative Development of
ESD Curriculums and Teaching
Materials by the U.S.and
Japan towards mutual
understandingの研究推進のた
めの現地調査と資料収集のため

平成23年３月22日～
平成23年３月30日

外国出張

97 教授 石野　正彦 アメリカ

Collaborative Development of
ESD Curriculums and Teaching
Materials by the U.S.and
Japan towards mutual
understandingの研究推進のた
めの現地調査と資料収集のため

平成23年３月22日～
平成23年３月30日

外国出張

98
特任准教
授

津野　治彦 アメリカ

Collaborative Development of
ESD Curriculums and Teaching
Materials by the U.S.and
Japan towards mutual
understandingの研究推進のた
めの現地調査と資料収集のため

平成23年３月22日～
平成23年３月30日

外国出張

99
特任准教
授

渡辺　径子 アメリカ

Collaborative Development of
ESD Curriculums and Teaching
Materials by the U.S.and
Japan towards mutual
understandingの研究推進のた
めの現地調査と資料収集のため

平成23年３月22日～
平成23年３月30日

外国出張

100 教諭 古川　勝哉 アメリカ

Collaborative Development of
ESD Curriculums and Teaching
Materials by the U.S.and
Japan towards mutual
understandingの研究推進のた
めの現地調査と資料収集のため

平成23年３月22日～
平成23年３月30日

外国出張

101 教諭 保坂　修 アメリカ

Collaborative Development of
ESD Curriculums and Teaching
Materials by the U.S.and
Japan towards mutual
understandingの研究推進のた
めの現地調査と資料収集のため

平成23年３月22日～
平成23年３月30日

外国出張



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

102 教諭 水谷　桂介 アメリカ

Collaborative Development of
ESD Curriculums and Teaching
Materials by the U.S.and
Japan towards mutual
understandingの研究推進のた
めの現地調査と資料収集のため

平成23年３月22日～
平成23年３月30日

外国出張

103 教授 川村　知行 中国
漢民族と少数民族との間におけ
る異文化理解の資料収集のため

平成23年３月23日～
平成23年３月30日

外国出張

104 准教授 松尾　大介 台湾

新竹教育大学美術ｺｰｽとの研究
交流の打合せ｡海外研究交流を
とおした東洋文化を中心とした
美術の教材開発

平成23年３月24日～
平成23年３月28日

外国出張

105 准教授 洞谷　亜里佐 台湾
新竹教育大学､嘉義大學との国
際交流の打合せ

平成23年３月24日～
平成23年３月31日

外国出張

106 教授 北條　礼子 台湾
小学校英語教育授業参観ならび
に学生による授業実施の引率

平成23年３月24日～
平成23年３月31日

外国出張

107 副学長 佐藤　芳徳 台湾
台湾國立嘉義大學附設實驗國民
小學との交流推進のための同校
視察及び打合せのため

平成23年３月26日～
平成23年３月30日

外国出張

108
特任准教
授

清水　雅之 台湾
台湾國立嘉義大學附設實驗國民
小學との交流及びICT教育に関
する調査

平成23年３月26日～
平成23年３月31日

外国出張

109 指導教諭 青木　弘明 台湾
台湾國立嘉義大學附設實驗國民
小學との交流推進のための同校
視察及び打合せのため

平成23年３月26日～
平成23年３月30日

外国出張

110 教諭 大下　さやか 台湾
台湾國立嘉義大學附設實驗國民
小學との交流推進のための同校
視察及び打合せのため

平成23年３月26日～
平成23年３月30日

外国出張

111 講師 森口　佑介 カナダ

ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙにて発達心理学におい
て最も権威のあるSociety for
Research in Child
Developmentに参加,研究発表

平成23年３月29日～
平成23年４月４日

外国出張

112 准教授 土田　了輔 アメリカ
全米健康体育ﾚｸﾚｰｼｮﾝﾀﾞﾝｽ連盟
年次大会研究発表及び会議出席
のため

平成23年３月30日～
平成23年４月３日

外国出張

（②内地研究員　なし）
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