
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 細江　容子 ロシア
学会での報告とｼﾞｪﾛﾝﾄﾛｼﾞ教育
の資料収集等

平成23年４月９日～
平成23年４月15日

外国出張

2 准教授 辻野　けんま ドイツ
平成23年度海外との研究交流
(国際学会等参加)のため

平成23年５月９日～
平成23年５月16日

外国出張

3 教授 得丸　定子 アメリカ
第10回東西哲学者会議(Tenth
East-West Philosopher's
Conference)に参加するため

平成23年５月14日～
平成23年５月23日

外国出張

4 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)の発表及び本年度の
打合せ

平成23年５月24日～
平成23年６月７日

海外研修

5 教授 加藤　哲文 トルコ
国際認知療法学会第7回大会に
出席のため

平成23年６月１日～
平成23年６月７日

外国出張

6 助教 山本　隆一郎 トルコ

7th International Congress
of Cognitive
Psychotherapy(第7回国際認知
療法学会)参加のため

平成23年６月１日～
平成23年６月７日

外国出張

7 理事 戸北　凱惟 韓国
第6回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23年６月10日～
平成23年６月12日

外国出張

8 准教授 原　瑞穂 韓国
第6回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23年６月10日～
平成23年６月12日

外国出張

9 教授 得丸　定子 アメリカ

第33回ADEC(Association for
Death Education and
Counseling)年次大会に参加す
るため

平成23年６月18日～
平成23年６月27日

外国出張

10 教授 久保田　喜彦 ポルトガル

ED-MEDIA 2011-World
Conference on Educational
Multimedia,Hypermedia &
Telecommunicationsでの発表お
よび情報収集

平成23年６月27日～
平成23年７月３日

外国出張

11 講師 末松　裕基 イギリス
平成23年度海外との研究交流
(国際学会等参加)のため

平成23年６月29日～
平成23年７月11日

外国出張

12 准教授 時得　紀子 台湾
国際音楽教育学会における科研
成果発表及び台北市立教育大学
との情報交換

平成23年７月３日～
平成23年７月10日

外国出張

13 准教授 五十嵐　素子 スイス
平成23年度海外との研究交流
(国際学会等参加)のため

平成23年７月９日～
平成23年７月17日

外国出張

14 准教授 周東　和好 スイス
ｷﾞﾑﾅｽﾄﾗｰﾀﾞ(世界体操祭)におけ
る世界の体操に関する資料収集

平成23年７月９日～
平成23年７月18日

外国出張

15 教授 有澤　俊太郎 イギリス
英国リテラシー学会(UKLA)出席
及び資料収集

平成23年７月13日～
平成23年７月23日

海外研修



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

16 教授 五十嵐　透子 アメリカ

･現実療法3日ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参加
･ﾛｼﾞｬｰｽﾞ･ﾒﾓﾘｱﾙ病院視察
･国際強迫性障害連盟年次ｶﾝﾌｧﾚ
ｽ参加など

平成23年７月23日～
平成23年８月５日

外国出張

17 教授 大庭　重治 アメリカ
ｱﾒﾘｶ心理学会において研究資料
の収集を行うため

平成23年８月３日～
平成23年８月９日

外国出張

18 准教授 葉石　光一 アメリカ
第119回ｱﾒﾘｶ心理学会での研究
発表及び情報収集

平成23年８月３日～
平成23年８月９日

外国出張

19 准教授 早川　裕隆 アメリカ
日米学校･授業研修交流ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
参加

平成23年８月７日～
平成23年８月13日

外国出張

20 教諭 江谷　和樹 インドネシア
ｶﾞﾑﾗﾝ･ﾊﾞﾗｶﾞﾝｼﾞｭｰﾙの表演特性
に基づくｱｼﾞｱ伝統音楽の教材開
発の資料収集のため

平成23年８月20日～
平成23年８月26日

外国出張

21 教授 平野　絹枝 中国
第16回国際応用言語学会(AILA
2011)大会における発表及び応
用言語学の資料収集

平成23年８月22日～
平成23年８月26日

外国出張

22 教授 下里　俊行 ロシア 資料調査
平成23年８月29日～
平成23年９月６日

外国出張

23 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

University of the West of
England(｢西ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ大学｣)で
行うｲｷﾞﾘｽ応用言語学会におけ
る研究発表，ﾛﾝﾄﾞﾝ大学SOASの
Itesh Sachdev教授と今後の研
究(第二言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能略に関
する社会的な独自性,多言語同
時習得)について打合せ,ｲｷﾞﾘｽ
学校教育現場における教室談話
のﾃﾞｰﾀを集めるため

平成23年８月29日～
平成23年９月26日

海外研修

24 教授 下里　俊行 ロシア
ﾕｰﾗｼｱ史に係る教材用資料調査
のため

平成23年９月８日～
平成23年９月11日

外国出張

25 准教授 五十嵐　素子 イギリス
日英共同ｺﾛｷｱﾑ･第84回日本社会
学会における研究成果発表,研
究打合せ,情報収集等のため

平成23年９月11日～
平成23年９月17日

外国出張

26 教授 我妻　敏博 アメリカ
聾学校，聴覚障害者高等教育機
関の視察及び情報収集

平成23年９月12日～
平成23年９月22日

外国出張

27 講師 香曽我部　琢 スイス
平成23年度海外との研究交流
(国際学会等参加)のため

平成23年９月14日～
平成23年９月19日

外国出張

28 教授 藤岡　達也 マレーシア
ﾏﾚｰｼｱ工科大学で科研費に関す
る研究調査を実施するとともに
研究資料の収集を行う

平成23年９月16日～
平成23年９月21日

外国出張

29 教授 梅野　正信 韓国

｢韓中日の共通教材を実現する
ための専門家ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ｣(主催:
北東ｱｼﾞｱ歴史財団,成均館大学
東ｱｼﾞｱ歴史研究所,(社)ｱｼﾞｱ平
和と歴史研究所)招聘による発
表

平成23年９月23日～
平成23年９月25日

外国出張

30 教授 中村　雅彦 ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ共和国
科学研究費補助金によるｵｵﾊｼﾓ
ｽﾞ類の生態調査

平成23年９月24日～
平成23年11月29日

外国出張



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

31 准教授 志村　喬 イギリス
日本地理学会参加発表及び英国
北ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ社会科教育調査のた
め

平成23年９月25日～
平成23年10月２日

外国出張

32 教授 北條　礼子 台湾 台湾國小学校英語関連資料収集
平成23年10月３日～
平成23年10月６日

外国出張

33 准教授 野地　美幸 台湾 言語習得資料収集
平成23年10月３日～
平成23年10月６日

外国出張

34 准教授 洞谷　亜里佐 台湾
大学院定員充足のための大学等
訪問のため

平成23年10月３日～
平成23年10月６日

外国出張

35 教授 天野　和孝 ドイツ
研究計画に沿いｹﾞｯﾁﾝｹﾞﾝ大学に
保管されている北米,ﾖｰﾛｯﾊﾟの
科学合成群集を検討するため

平成23年10月４日～
平成23年11月１日

外国出張

36 教授 下里　俊行 フランス
世界史教材研究のための資料調
査

平成23年10月５日～
平成23年10月10日

外国出張

37 理事 戸北　凱惟 韓国
第4回日韓教育大学学長懇談会
出席のため

平成23年10月８日～
平成23年10月11日

外国出張

38 教授 小林　辰至 アメリカ
科学ﾘﾃﾗｼｰ育成に関する資料収
集とNAAEE(北米環境教育学会)
への出席と研究発表のため

平成23年10月８日～
平成23年10月13日

外国出張

39 准教授 周東　和好 中国
中国教師教育学会国際学会大会
への出席および研究発表のため

平成23年10月13日～
平成23年10月18日

外国出張

40 教授 得丸　定子 オーストラリア
第26回死と悲嘆の国際ﾜｰｸｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ会議に参加するため

平成23年10月22日～
平成23年10月30日

外国出張

41 講師 森口　佑介 アメリカ

Taylor教授の研究室を訪問し,
幼児の認知機能の発達や脳機能
の発達についてのお互いの研究
を発表し,議論を行う

平成23年10月23日～
平成23年10月30日

外国出張

42 教授 久保田　善彦 ブラジル

科学研究に関する成果発表のた
め,IADIS International
Cognition and Exploratory
Learning in Digital
Age(CELDA 2011)に参加

平成23年11月４日～
平成23年11月11日

外国出張

43 教授 釜田　　聡 韓国
韓国国際理解教育学会発表(指
定討論者)

平成23年11月12日～
平成23年11月14日

外国出張

44 教授 髙石　次郎　
スペイン
フランス

ﾏﾆｾｽ国際陶芸展に髙石の作品が
選抜･展示されるため,そのｵｰﾌﾟ
ﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄに参加する｡ その後,
ﾊﾞﾚﾝｼｱ･ﾊﾞﾙｾﾛﾅ･ﾊﾟﾘで美術館を
訪問し研究資料の収集を行う｡

平成23年11月14日～
平成23年11月23日

外国出張

45 教授 天野　和孝 イギリス
研究計画に沿いﾘｰｽﾞ大学に保管
されている科学合成群集標本を
検討するため

平成23年11月15日～
平成23年12月11日

外国出張

46 准教授 大前　敦巳 フランス
科学研究費補助金による海外渡
航調査および情報資料収集

平成23年11月27日～
平成23年12月６日

外国出張

47 准教授 大場　浩正 オーストラリア
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ応用言語学会,ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝ
ﾄﾞ応用言語学会共催国際学会に
おいて研究発表を行うため

平成23年11月28日～
平成23年12月３日

外国出張



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

48 副学長 佐藤　芳徳 アメリカ
大学間交流協定締結候補校視察
のため

平成23年11月28日～
平成23年12月３日

外国出張

49 教授 細江　容子 アメリカ
大学間交流協定締結候補校視察
のため

平成23年11月28日～
平成23年12月３日

外国出張

50 准教授 原　瑞穂 アメリカ
大学間交流協定締結候補校視察
のため

平成23年11月28日～
平成23年12月３日

外国出張

51 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
大学間交流協定締結候補校視察
のため

平成23年11月28日～
平成23年12月３日

外国出張

52
国際交流
ﾁｰﾑ主査 高橋　輝昭 アメリカ

大学間交流協定締結候補校視察
のため

平成23年11月28日～
平成23年12月３日

外国出張

53 教授 平野　絹枝 オーストラリア

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ応用言語学会とﾆｭｰｼﾞｰﾗ
ﾝﾄﾞ応用言語学会共催の国際学
会出席及び(ｼﾄﾞﾆｰ大学での)言
語ﾃｽﾄに関する資料収集

平成23年11月28日～
平成23年12月４日

外国出張

54
特任准教
授

金子　淳嗣 台湾
台湾におけるPISA型学力向上に
かかわる調査のため

平成23年12月１日～
平成23年12月４日

外国出張

55 教授 久保田　善彦 アメリカ
理科教材及び博物館学に関する
調査及び理数科目の数値認識に
関する調査打合せ

平成23年12月６日～
平成23年12月11日

外国出張

56 教授 小林　辰至 アメリカ

連合大学院米国科学博物館にお
ける社会教育及び教員研修ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑ開発のｺﾝｾﾌﾟﾄと教材･教具
の実際を現地調査するため

平成23年12月６日～
平成23年12月11日

外国出張

57 教授 得丸　定子 チェコ
交流協定締結候補校視察及び平
成23年度連合学校教育学研究科
学生生徒発表会出席のため

平成23年12月12日～
平成23年12月17日

外国出張

58 理事 戸北　凱惟 チェコ 交流協定締結候補校視察のため
平成23年12月12日～
平成23年12月17日

外国出張

59 教授 下里　俊行 チェコ 交流協定締結候補校視察のため
平成23年12月12日～
平成23年12月17日

外国出張

60 准教授 原　瑞穂 チェコ 交流協定締結候補校視察のため
平成23年12月12日～
平成23年12月17日

外国出張

61
研究連携室
室長補佐 瀧本　一幸 チェコ 交流協定締結候補校視察のため

平成23年12月12日～
平成23年12月17日

外国出張

62 教授 釜田　　聡 韓国

臨床的ｱﾌﾟﾛｰﾁとESDを基軸とし
た日韓相互理解のための歴史教
育の教材開発研究に関する現地
調査,教育交流

平成23年12月26日～
平成23年12月29日

外国出張

63
特任准教
授

津野　治彦 韓国

臨床的ｱﾌﾟﾛｰﾁとESDを基軸とし
た日韓相互理解のための歴史教
育の教材開発研究に関する現地
調査,教育交流

平成23年12月26日～
平成23年12月29日

外国出張



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

64 教諭 伊藤　貴史 韓国

臨床的ｱﾌﾟﾛｰﾁとESDを基軸とし
た日韓相互理解のための歴史教
育の教材開発研究に関する現地
調査,教育交流

平成23年12月26日～
平成23年12月30日

外国出張

65 教諭 坂田　和也 韓国

臨床的ｱﾌﾟﾛｰﾁとESDを基軸とし
た日韓相互理解のための歴史教
育の教材開発研究に関する現地
調査,教育交流

平成23年12月26日～
平成23年12月30日

外国出張

66 教授 梅野　正信 台湾 歴史･人権関係の調査･資料収集
平成23年12月27日～
平成23年12月30日

外国出張

67 准教授 斎藤　敏夫 韓国

国際研究集会｢The 8th East
Asian School of Knots and
Related Topics｣における講演
のため

平成24年１月８日～
平成24年１月13日

外国出張

68 教授 天野　和孝 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 地質調査及び化石採集のため
平成24年１月24日～
平成24年２月29日

外国出張

69 教授 松本　修 韓国
韓国における日本語日本文学研
究についての情報収集及び教員
養成に関する情報交換

平成24年１月25日～
平成24年１月27日

外国出張

70 理事 戸北　凱惟 フィリピン
｢日本の教育大学修士課程制度;
上越教育大学の場合｣講演のた
め

平成24年２月２日～
平成24年２月４日

外国出張

71 副学長 佐藤　芳徳 インドネシア
大学間交流協定締結校の視察の
ため

平成24年２月５日～
平成24年２月10日

外国出張

72 教授 瀬戸　健 インドネシア
大学間交流協定締結校の視察の
ため

平成24年２月５日～
平成24年２月10日

外国出張

73 准教授 河合　康 インドネシア
大学間交流協定締結校の視察の
ため

平成24年２月５日～
平成24年２月10日

外国出張

74 准教授 原　瑞穂 インドネシア
大学間交流協定締結校の視察の
ため

平成24年２月５日～
平成24年２月10日

外国出張

75 特任講師
ﾌﾞﾗｳﾝ･ｱｲｳﾞｧﾝ･
ﾊﾞｰﾅｰﾄﾞ

インドネシア
大学間交流協定締結校の視察の
ため

平成24年２月５日～
平成24年２月10日

外国出張

76
研究連携
室長

細谷　敏明 インドネシア
大学間交流協定締結校の視察の
ため

平成24年２月５日～
平成24年２月10日

外国出張

77 講師 城間　祥子 台湾

International Conference on
Applied and Theoretical
Information Systems Research
における研究発表のため

平成24年２月９日～
平成24年２月13日

海外研修

78 教授 石野　正彦 シンガポール

ﾌｭｰﾁｬｰｽｸｰﾙ校の現状と課題,小
中学校の実践や研究内容につい
ての調査｡ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙにおける教
員研修(ICT分野)について調査

平成24年２月27日～
平成24年３月２日

外国出張

79
特任准教
授

清水　雅之 シンガポール

学内ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究｢若手教員の
授業力向上に関する実践的研
究｣調査及びﾌｭｰﾁｬｰｽｸｰﾙ先進校
視察

平成24年２月27日～
平成24年３月２日

外国出張



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

80 校長 加藤　雅啓 オーストラリア
ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ･ｽｸｰﾙとの交流(訪問)
に係る下見のため

平成24年３月３日～
平成24年３月７日

外国出張

81 教頭 泉　　豊 オーストラリア
ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ･ｽｸｰﾙとの交流(訪問)
に係る下見のため

平成24年３月３日～
平成24年３月７日

外国出張

82 教諭 関谷　俊彦 オーストラリア
ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ･ｽｸｰﾙとの交流(訪問)
に係る下見のため

平成24年３月３日～
平成24年３月７日

外国出張

83 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 海外ﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｽｸﾀﾃﾞｨの現地指導
平成24年３月３日～
平成24年３月11日

外国出張

84 教授 五十嵐　透子 アメリカ
海外教育(特別)研究Bの引率の
ため

平成24年３月３日～
平成24年３月17日

外国出張

85 講師 生澤　繁樹 アメリカ
海外教育(特別)研究Bの引率の
ため

平成24年３月３日～
平成24年３月17日

外国出張

86 教授 武嶋　俊行 ドイツ
ﾄﾞｲﾂにおける教師教育ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
の影響に関する調査

平成24年３月５日～
平成24年３月11日

外国出張

87 教授 廣瀬　裕一 ドイツ
ﾄﾞｲﾂにおける教師教育ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
の影響に関する調査

平成24年３月５日～
平成24年３月11日

外国出張

88 教授 松沢　要一 ドイツ
ﾄﾞｲﾂにおける教師教育ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
の影響に関する調査

平成24年３月５日～
平成24年３月11日

外国出張

89 准教授 辻野　けんま ドイツ
ﾄﾞｲﾂにおける教師教育ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
の影響に関する調査

平成24年３月５日～
平成24年３月11日

外国出張

90 准教授 大前　敦巳 フランス

科研共同研究｢学力格差是正政
策の国際比較｣(研究代表者:志
水宏吉)の一環として,ﾌﾗﾝｽのﾊﾟ
ﾘ市とﾅﾝﾃｰﾙ市を対象に,教育優
先地域を中心とする小中学校の
学力格差是正政策に関する現地
聞き取り調査を実行し,情報資
料収集を行う

平成24年３月10日～
平成24年３月18日

外国出張

91 准教授 土田　了輔 アメリカ
米国健康体育ﾚｸﾚｰｼｮﾝﾀﾞﾝｽ連合
にて研究発表

平成24年３月13日～
平成24年３月18日

外国出張

92 准教授 堀　　健志 シンガポール
研究成果の報告およびｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
調査

平成24年３月17日～
平成24年３月22日

外国出張

93 教授 釜田　　聡 アメリカ
教育実習と大学教育の調査,統
合学校の教育視察,ESDの基礎調
査

平成24年３月21日～
平成24年３月29日

外国出張

94
特任准教
授

金子　淳嗣 アメリカ
教育実習と大学教育の調査,統
合学校の教育視察,ESDの基礎調
査

平成24年３月21日～
平成24年３月29日

外国出張

95
特任准教
授

亀山　浩 アメリカ
教育実習と大学教育の調査,統
合学校の教育視察,ESDの基礎調
査

平成24年３月21日～
平成24年３月29日

外国出張



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

96
特任准教
授

清水　雅之 アメリカ
教育実習と大学教育の調査,統
合学校の教育視察,ESDの基礎調
査

平成24年３月21日～
平成24年３月29日

外国出張

97
特任准教
授

津野　治彦 アメリカ
教育実習と大学教育の調査,統
合学校の教育視察,ESDの基礎調
査

平成24年３月21日～
平成24年３月29日

外国出張

98
特任准教
授

渡辺　径子 アメリカ
教育実習と大学教育の調査,統
合学校の教育視察,ESDの基礎調
査

平成24年３月21日～
平成24年３月29日

外国出張

99 教諭 千原　健志 アメリカ
教育実習と大学教育の調査,統
合学校の教育視察,ESDの基礎調
査

平成24年３月21日～
平成24年３月29日

外国出張

100 教授 細江　容子 台湾
ｼﾞｪﾛﾝﾄﾛｼﾞｰ教育と調査等の打合
せ

平成24年３月22日～
平成24年３月25日

外国出張

101 教授 平野　絹枝 アメリカ
ｱﾒﾘｶ国際応用言語学会に出席の
ため,及び言語ﾃｽﾄに関する情報
交換･資料収集のため

平成24年３月22日～
平成24年３月29日

外国出張

102 教授 川村　知行 中国 中国の博物館における資料収集
平成24年３月25日～
平成24年４月１日

海外研修

103 教授 北條　礼子 台湾 小学校英語資料収集
平成24年３月28日～
平成24年４月１日

外国出張

104 教授 西村　俊夫 台湾
新竹教育大学との交流展,美術
館教育活動の資料収集

平成24年３月28日～
平成24年４月１日

外国出張

105 准教授 五十嵐　史帆 台湾
新竹教育大学との交流展,美術
館教育活動の資料収集

平成24年３月28日～
平成24年４月１日

外国出張

106 准教授 洞谷　亜里佐 台湾 新竹教育大学との国際交流展
平成24年３月28日～
平成24年４月１日

外国出張

107 講師 伊藤　将和 台湾 台湾新竹教育大学視察のため
平成24年３月28日～
平成24年４月１日

外国出張

　②　内地研究員

職　名 氏　　名 受入機関 研究題目 期　　　間 備　考

1 教授 細江　容子

お茶の水女子大
学大学院人間文
化創成科学研究
科

東アジアにおける高齢者イメー
ジの変遷とジェロントロジー教
育

平成23年10月１日～
平成24年３月31日
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