
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 辻野　けんま トルコ
第34回国際教師教育学会に参加
し発表を行う

平成26年４月21日～
平成26年４月27日

外国出張

3 教授 得丸　定子 イギリス
第３回英国霊性研究学会国際会
議に出席しスピリチュアルケア
に関する情報収集を行うため

平成26年５月19日～
平成26年５月23日

外国出張

4 教授 加藤　哲文 アメリカ

Association for Behavior
Analysis International 2014
40th Annual Convention に参
加のため

平成26年５月22日～
平成26年５月28日

外国出張

5 教授 梅野　正信 韓国
戦前の歴史教育内容に関する資
料確認および収集

平成26年５月29日～
平成26年６月１日

外国出張

6 教授 釜田　聡 シンガポール

2014-2016年度科研費基盤研究
(C)｢東アジアの未来を選択する
国際理解教育のカリキュラム・
教材開発]｣の研究推進のための
研究打合せと資料収集

平成26年６月５日～
平成26年６月８日

外国出張

7 教授 得丸　定子 中国
第10回悲嘆と死別のための国際
会議(The 10th ICGB)に参加す
るため

平成26年６月９日～
平成26年６月15日

外国出張

平成26年４月21日～
平成26年９月19日

海外研修2 准教授 田島　弘司
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サバティカルを利用して,通常
の勤務ではなし得ない研究活動
及び今後の教育活動のための有
用なデータ収集等を海外渡航通
じて行う



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

8 講師 河野　麻沙美 アメリカ

学習研究と実践参与に関する国
際学会(11th ICLS)への参加に
よるJean Lave氏,Paul Cobb氏
のKey Notesの聴講

平成26年６月22日～
平成26年６月29日

外国出張

9 教授 前川　利広 イタリア
第16回国際ヘミングウェイ学会
参加のため

平成26年６月24日～
平成26年６月29日

外国出張

10 准教授 吉田　昌幸 オーストリア
国際シュミレーション＆ゲーミ
ング学会に参加及び報告のため

平成26年７月５日～
平成26年７月13日

外国出張

11 教授 五十嵐　透子 アメリカ

①Wish Charter School 学校長
との打ち合わせ
②ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ強迫性障害財団21
回ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ参加
③ﾌﾟﾚ・ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ研修受講

平成26年７月16日～
平成26年７月22日

外国出張

12 教授 時得　紀子 ブラジル

国際音楽教育学会ブラジル大会
において,連合プログラム研究Q
の成果発表，資料収集を行うと
共に主要都市の音楽教育に関す
る情報収集のため

平成26年７月18日～
平成26年７月31日

外国出張

13 准教授 佐藤　ゆかり カナダ

IFHE Council Meeting 2014に
参加し,国際家族年及び家族,個
人やコミュニティのエンパワメ
ントと家庭科の役割に関する情
報収集のため

平成26年７月19日～
平成26年７月25日

外国出張

14 准教授 吉澤　千夏 カナダ
国際学会(International
Federation for Home
Economics)に参加するため

平成26年７月19日～
平成26年７月25日

外国出張

15 准教授 宮川　健
イギリス
フランス共和国

数学教師の協働による学習に関
する資料収集,研究打合せのた
め

平成26年７月28日～
平成26年８月３日

外国出張

16 校長 河合　康 オーストラリア
ウェストミンスター・スクール
との交流プログラム(訪問)引率
のため

平成26年８月２日～
平成26年８月７日

外国出張

17 准教授 野地　美幸 オーストラリア
ウェストミンスター・スクール
訪問引率のため

平成26年８月２日～
平成26年８月７日

外国出張

18 指導教諭 髙橋　栄介 オーストラリア
ウェストミンスター・スクール
との交流プログラム(訪問)引率
のため

平成26年８月２日～
平成26年８月７日

外国出張

19 教諭 川村　孝樹 オーストラリア
ウェストミンスター・スクール
との交流プログラム(訪問)引率
のため

平成26年８月２日～
平成26年８月７日

外国出張

20 教諭 西澤　知実 オーストラリア
ウェストミンスター・スクール
との交流プログラム(訪問)引率
のため

平成26年８月２日～
平成26年８月７日

外国出張

21 教諭 小山　明希恵 オーストラリア
ウェストミンスター・スクール
との交流プログラム(訪問)引率
のため

平成26年８月２日～
平成26年８月７日

外国出張

22 養護教論 中村　直美 オーストラリア
ウェストミンスター・スクール
との交流プログラム(訪問)引率
のため

平成26年８月２日～
平成26年８月７日

外国出張

23 教授 大庭　重治 アメリカ
アメリカ心理学会において研究
発表及び資料収集を行うため

平成26年８月６日～
平成26年８月12日

外国出張

24 助教 池田　吉史 アメリカ
アメリカ心理学会において研究
発表及び資料収集を行うため

平成26年８月６日～
平成26年８月12日

外国出張

25 教授 梅野　正信 韓国

日韓の社会科教育学会による交
流研究会に参加し,そのあと釜
山に移動して,戦前期の校友会
雑誌を調査・確認,資料複写等
を行う。また,東北亜歴史財団
で研究打合せを行う

平成26年８月８日～
平成26年８月13日

外国出張



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

26 准教授 橋本　暁子 中国
地誌学教材の調査および資料収
集

平成26年８月８日～
平成26年８月12日

外国出張

27 教授 大場　浩正 オーストラリア 国際応用言語学会(研究発表)
平成26年８月10日～
平成26年８月16日

外国出張

28 教授 得丸　定子 フランス
味覚教育セミナーに参加するた
め

平成26年８月10日～
平成26年８月16日

外国出張

29 教授 志村　喬
①ドイツ
②ポーランド

①科研費(基盤C分野)｢接続可能
な開発｣における情報･資料収集
②国際地理学連合(IGU)ポーラ
ンド地域大会での研究成果発表

平成26年８月15日～
平成26年８月21日

外国出張

30 准教授 堀　健志 インドネシア
アジア未来会議(Asia Future
Conference) に参加のため

平成26年８月17日～
平成26年８月24日

外国出張

31 教授 梅野　正信 中国
大連図書館に所蔵される植民地
期校友会雑誌を確認し複写する
ため

平成26年８月26日～
平成26年８月28日

外国出張

32 教授 釜田　聡 シンガポール

①日本学校教育学会主催シンガ
ポールスタディツアー｢グロー
バル時代の学校教育の探求｣に
参加のため
②シンガポールの教育の現状と
課題及びシンガポールの多文化
状況について資料収集･情報収
集を行うため

平成26年８月26日～
平成26年８月31日

外国出張

33 教授 武嶋　俊行 シンガポール

｢グローバル時代の学校教育の
探究｣と題する日本学校教育学
会のスタディ･ツアーに参加す
ることにより,シンガポールの
学校と教育事情を視察し,その
現状と今後の課題について,更
に多文化共存の状況について資
料収集と情報収集を行い,今後
の教職大学院における実践的教
育指導に役立てる

平成26年８月26日～
平成26年８月31日

海外研修

34 教授 松沢　要一 シンガポール
日本学校教育学会スタディツ
アーに参加し,今後の研究･教育
の資料･情報等を収集するため

平成26年８月26日～
平成26年８月31日

外国出張

35 講師 河野　麻沙美 シンガポール
日本学校教育学会のスタディツ
アーへの帯同,及び通訳

平成26年８月26日～
平成26年８月31日

外国出張

36 准教授 堀　健志
イギリス
ドイツ

科学研究費による海外共同研究
者との打ち合わせのため

平成26年８月30日～
平成26年９月６日

外国出張

37 准教授 森口　佑介
オランダ
イギリス

①ロンドン…ヨーク大学Meins
博士のところに滞在し,幼児特
有の認知的世界に関する研究の
資料収集及び打合せを実施
②アムステルダム…イギリス心
理学会に参加

平成26年８月31日～
平成26年９月６日

外国出張

38 教授 山縣　耕太郎 ボリビア
科学研究費に関わる現地野外調
査および情報収集

平成26年９月５日～
平成26年９月21日

外国出張

39 教授 梅野　正信 台湾
台湾師範大学呉文星教授との科
研打ち合わせ及び戦前期植民教
育関係資料の調査・複写

平成26年９月５日～
平成26年９月７日

外国出張

40 教授 川村　知行 中国 西安の遺跡・文物の調査
平成26年９月７日～
平成26年９月17日

海外研修

41 准教授 井本　佳宏 ドイツ
ドイツにおける中等教育制度改
革に関する実態調査

平成26年９月８日～
平成26年９月14日

外国出張

42 教授 洞谷　亜里佐 イタリア

①展覧会開催での交流会に参加
する
②イタリア現代絵画の資料収集
をする

平成26年９月８日～
平成26年９月14日

外国出張



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

43 准教授 松尾　大介 イタリア

科学研究費補助金による｢蝋型
鋳造(イタリア式)｣による新し
い彫刻表現の研究｣の調査のた
め。また個人研究費による彫刻
に関する資料調査のため

平成26年９月８日～
平成26年９月14日

外国出張

44 教授 後藤　丹 オーストリア
アルバン・ベルク初期作品につ
いての資料収集および研究のた
め

平成26年９月12日～
平成26年９月25日

外国出張

45 教授 髙石　次郎
オランダ
ベルギー
フランス

美術・工芸に関する資料収集の
ため

平成26年９月15日～
平成26年９月25日

外国出張

46 教授 中村　雅彦
マダガスカル共
和国

科学研究費補助金によるオオハ
シモズ類の生態調査

平成26年９月16日～
平成26年10月21日

外国出張

47 教授 釜田　聡 韓国

科研費基盤研究(c)｢東アジアの
未来を選択する国際理解教育の
カリキュラム・教材開発－日韓
関係を中心に－｣研究の打合せ

平成26年９月19日～
平成26年９月21日

外国出張

48 教授 時得　紀子 韓国
授業科目｢海外教育(特別)研究
C｣の引率のため

平成26年９月23日～
平成26年９月30日

外国出張

49 准教授 生澤　繁樹 韓国
授業科目｢海外教育(特別)研究
C｣の引率のため

平成26年９月23日～
平成26年９月30日

外国出張

50 教授 石野　正彦 台湾 台湾教育事情視察のため
平成26年９月28日～
平成26年10月２日

外国出張

51
特任准教
授

倉澤　秀典 台湾 台湾教育事情視察のため
平成26年９月28日～
平成26年10月２日

外国出張

52
特任准教
授

清水　雅之 台湾 台湾教育事情視察のため
平成26年９月28日～
平成26年10月２日

外国出張

53
特任准教
授

長沼　智之 台湾 台湾教育事情視察のため
平成26年９月28日～
平成26年10月２日

外国出張

54
特任准教
授

渡辺　径子 台湾 台湾教育事情視察のため
平成26年９月28日～
平成26年10月２日

外国出張

55 准教授 井上　久祥 インドネシア

The 4th Congress of the
International Society for
Cultural and Activity
Research 2014への参加

平成26年９月28日～
平成26年10月３日

外国出張

56 准教授 角谷　詩織 インドネシア

The 4th Congress of the
International Society for
Cultural and Activity
Research 2014への参加

平成26年９月28日～
平成26年10月３日

外国出張

57 教授 釜田　聡 台湾
グローバル時代の学校教育に関
する教育研究交流

平成26年11月２日～
平成26年11月６日

外国出張

58 学長 佐藤　芳德 韓国
第９回東アジア教員養成国際シ
ンポジウム参加のため

平成26年11月３日～
平成26年11月６日

外国出張

59 副学長 林　泰成 韓国
第９回東アジア教員養成国際シ
ンポジウム参加のため

平成26年11月３日～
平成26年11月６日

外国出張

60 教授 黎　子椰 韓国
第９回東アジア教員養成国際シ
ンポジウム参加のため

平成26年11月３日～
平成26年11月６日

外国出張

61 教授 北條　礼子 台湾

教育養成大学におけるグローバ
ル化に対応した人材育成に向け
た支援活動における研究者交流
(派遣・調査)のため

平成26年11月10日～
平成26年11月14日

外国出張

62 准教授 周東　和好 台湾

教育養成大学におけるグローバ
ル化に対応した人材育成に向け
た支援活動における研究者交流
(派遣・調査)のため

平成26年11月10日～
平成26年11月14日

外国出張

63 教授 黎　子椰 中国

教育養成大学におけるグローバ
ル化に対応した人材育成に向け
た支援活動における研究者交流
(派遣・調査)のため

平成26年11月16日～
平成26年11月21日

外国出張



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

64 講師 白岩　広行 中国

教育養成大学におけるグローバ
ル化に対応した人材育成に向け
た支援活動における研究者交流
(派遣・調査)のため

平成26年11月16日～
平成26年11月21日

外国出張

65
特任准教
授

清水　雅之 オーストラリア
オーストラリアにおけるデジタ
ル教科書の利用及び教員研修に
ついての実態

平成26年11月17日～
平成26年11月21日

海外研修

66 講師 河野　麻沙美 インドネシア
世界授業研究学会 (WALS) に参
加及び発表のため

平成26年11月22日～
平成26年11月29日

外国出張

67 教授 梅野　正信 韓国

科研費研究の主目的である戦
前・植民地期の校友会雑誌を撮
影するため。(朝鮮総督府下の
京畿中学校(現京畿高等学校及)
とび培花高等女学校(現培花女
子高等学校)から資料所蔵と撮
影の許可が得られたことによ
る。)

平成26年11月26日～
平成26年11月29日

外国出張

68 准教授
ﾌﾞﾗｳﾝ･ｱｲｳﾞｧﾝ･
ﾊﾞｰﾅｰﾄﾞ

ポルトガル

｢IALIC2014｣(言語･異文化ｺﾐｭﾆ
ｹｰｼｮﾝ国際学会)に出席,英語教
育に関連する最新情報を収集
し,研究打ち合わせを行うため

平成26年11月27日～
平成26年12月２日

外国出張

69 教授 小埜　裕二 台湾
2014年度台湾日語教育学会国際
学術大会での講演のため

平成26年11月28日～
平成26年12月１日

外国出張

70 教授 大場　浩正 シンガポール

国立シンガポール大学が主催す
るCLaSIC 2016(外国語教育に関
する学会)において科研費によ
る研究成果の発表を行うため

平成26年12月４日～
平成26年12月７日

外国出張

71 教授 梅野　正信 韓国
東アジアの国際関係に関する国
際シンポで討論者として招聘さ
れたため

平成26年12月９日～
平成26年12月11日

外国出張

72 教授 梅野　正信 台湾

国立台北教育大学及び国立台湾
図書館において,中等諸学校(師
範学校)生徒のアジア認識に関
する研究(平成26年度科学研究
費助成事業基盤研究(B))に関す
る資料を調査し複写等を行う

平成26年12月21日～
平成26年12月24日

外国出張

73 准教授 堀　健志
フランス
イギリス

①社会権力に対する抵抗的実践
についての視察・調査
②イングランドにおける学校か
ら職業への移行に関する情報収
集

平成27年12月29日～
平成27年１月６日

外国出張

74 教授 釜田　聡 アメリカ

①グローバル時代における学校
教育に関する研究交流と現地調
査のため
②国際理解教育のカリキュラム
開発に関する現地調査・資料収
集のため

平成27年１月28日～
平成27年２月４日

外国出張

75 准教授 林田　秀一 インド

研究集会「International
Conference on Recent
Develpments in Automorphic
Forms」に参加し講演を行う

平成27年２月11日～
平成27年２月16日

外国出張

76 教授 石野　正彦 アメリカ
アメリカ合衆国における特別支
援教育とICT活用について研究
視察を行う

平成27年２月15日～
平成27年２月21日

外国出張

77 准教授 辻野　けんま ドイツ 調査研究のため
平成27年２月15日～
平成27年２月23日

外国出張

78
特任准教
授

清水　雅之 アメリカ

アメリカでの特別支援教育にお
けるICT活用およびコーディ
ネータの役割について調査する
ため

平成27年２月15日～
平成27年２月21日

外国出張



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

79 教授 得丸　定子 アメリカ

海外との研究交流「マインドフ
ルネス・ストレス低減の取り組
み」に関する講義,情報収集の
ため

平成27年２月16日～
平成27年２月24日

外国出張

80 教授 下里　俊行 チェコ

教員養成大学におけるグローバ
ル化に対応した人材教育に向け
た支援活動における研究者交流
（派遣・調査）のため

平成27年２月22日～
平成27年２月26日

外国出張

81 准教授 宮川　健 チェコ

教員養成大学におけるグローバ
ル化に対応した人材教育に向け
た支援活動における研究者交流
（派遣・調査）のため

平成27年２月22日～
平成27年２月26日

外国出張

82 教授 瀬戸　健 中国

｢教職大学院と公立小学校との
共働ぶよる『若年教員』の授業
力向上過程に関する実践的研
究｣の一環として,中国の状況に
ついて聞き取り調査を行うとと
もに,学会では,若年教員育成の
情報収集をする

平成27年２月25日～
平成27年２月27日

外国出張

83 講師 尾﨑　祐司 ドイツ

①サバティカル申請時の受け入
れ先候補の教員との研究打合せ
②ドイツでの中高校生を対象と
した音楽の指導法についての動
向調査を行うため

平成27年３月４日～
平成27年３月９日

外国出張

84 教授 五十嵐　透子 アメリカ
海外教育(研究)(実践)研究Bの
引率のため

平成27年３月４日～
平成27年３月17日

外国出張

85 准教授 辻野　けんま アメリカ
海外教育(研究)(実践)研究Bの
引率のため

平成27年３月４日～
平成27年３月17日

外国出張

86 准教授 周東　和好 台湾

日本コーチング学会第26回大会
への出席および研究発表(3/6-
8),ならびに台湾･国立嘉義大学
附属小学校での交流授業の実施
ならびに故宮博物院等での文化
研修(3/9-14)に参加する院生ら
の引率および指導のため

平成27年３月６日～
平成27年３月13日

外国出張

87 准教授 伊藤　将和 ネパール
トリブバン大学教育学部の視察
および　セミ生の海外での活動
の視察

平成27年３月7日～
平成27年３月15日

外国出張

88 教授 北條　礼子 台湾 小学校英語授業視察
平成27年３月８日～
平成27年３月13日

外国出張

89 教授 土田　了輔 アメリカ
SHAPE America Nation
Convention出席のため

平成27年３月17日～
平成27年３月22日

外国出張

90 教授 加藤　雅啓 イギリス

キングズカレッジで開催される
LGBT Representationsのセミ
ナーに参加及び訪問大学におい
て分裂文及び焦点化構文の研究
資料の収集を行う

平成27年３月17日～
平成27年３月25日

外国出張

91 准教授 森口　佑介 アメリカ

the Biennial Meeting of
Society for Research in
Child Developmentに参加及び
発表のため

平成27年３月18日～
平成27年３月23日

外国出張

92 教授 下里　俊行 ロシア
ロシア保守思想に関する資料調
査・収集

平成27年３月21日～
平成27年４月２日

外国出張

93 教授 洞谷　亜里佐 台湾

①協定校である新竹教育大学に
て,国際交流展の打ち合わせを
行う。
②毓繍美術館の学芸員や東海大
学の美術教員と今後の研究協力
について会合する

平成27年３月31日～
平成27年４月４日

外国出張

94 教授 北條　礼子 台湾 異文化理解教育関連の資料収集
平成27年３月31日～
平成27年４月４日

外国出張



　（②　内地研究員　なし）
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