
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 講師 長谷川正規 台湾
テューバ独奏にて台湾・実践大学
吹奏楽団と共演のため（E．グレ
ソン作曲　テューバ協奏曲）

平成27年４月11日～
平成27年４月17日

海外研修

2 教授 釜田　　聡 中国

①中国国際理解教育セミナーに参
加・発表するため。
②現地にて，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｣について研究打合
せをするため

平成27年５月６日～
平成27年５月10日

外国出張

3 教授 布川　和彦 フィリピン
EARCOME7（数学教育国際委員会第
７回東アジア地域会議）における
発表と参加のため

平成27年５月10日～
平成27年５月16日

外国出張

4 教授 加藤　哲文 アメリカ

国際行動分析学会第41回（2015）
年次大会に参加するため，および
機能的アセスメントアプローチに
関する資料の収集のため

平成27年５月22日～
平成27年５月28日

外国出張

5 准教授 村中　智彦 アメリカ

国際行動分析学会第41回（2015）
年次大会に参加し，科研の研究課
題「特別な支援を要する児童生徒
の行動問題への機能的アセスメン
ト・アプローチの活用」に関する
最新の研究資料を収集するため

平成27年５月22日～
平成27年５月28日

外国出張

6 教授 下里　俊行 フィンランド 社会科内容構成に関する資料調査
平成27年５月26日～
平成27年５月31日

外国出張

7 教授 茨木　智志 フィンランド
第５回ノルディック教科教育学会
大会参加発表のため

平成27年５月26日～
平成27年５月31日

外国出張

8 教授 志村　　喬 フィンランド
第５回ノルディック教科教育学会
大会参加発表のため

平成27年５月26日～
平成27年５月31日

外国出張

9 講師 中平　一義 フィンランド
フィンランド国ヘルシンキ市のヘ
ルシンキ大学で開催される第５回
ノルディック教科教育学会に参加

平成27年５月26日～
平成27年５月31日

外国出張

10 教授 山縣耕太郎
フィンランド
ノルウェー

科学研究費「教科教育と教科専門
を架橋する社会科内容構成に関す
る基礎的研究」に関わる調査

平成27年５月26日～
平成27年６月３日

外国出張

11 教授 浅倉　有子 ロシア
旧植民地であるサハリンと日本と
の歴史に関する資料を収集するた
め

平成27年６月15日～
平成27年６月19日

外国出張

12 教授 下里　俊行 ロシア 世界史教材のための資料収集
平成27年６月15日～
平成27年６月19日

外国出張

13 准教授 辻野けんま アメリカ
国際教師教育学会第35回研究大会
に参加し，研究発表を行うため

平成27年６月20日～
平成27年６月27日

外国出張

14 教授 時得　紀子 中国

香港教育学院で開催される国際音
楽教育学会 第10回アジア大会で
科研成果発表を行う。また、マカ
オ演芸学院音楽学校等で音楽教育
の資料収集を行う

平成27年７月10日～
平成27年７月18日

外国出張

15 教授 岩﨑　　浩 オーストラリア

「教員研修における質の異なる数
学教師の学習：地域の研究会と教
職大学院を事例に」の研究成果の
発表と情報収集

平成27年７月12日～
平成27年７月19日

外国出張

16 准教授 宮川　　健 オーストラリア

国際数学教育心理学会第39回年会
（PME39）に参加し，教師教育に
ついての研究の成果を発表すると
ともに，情報収集を行なう

平成27年７月12日～
平成27年７月19日

外国出張
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17 教授 梅野　正信 中国

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27年
度科学研究費助成事業（基盤研究
（Ｂ））「戦前期における中等諸
学校（師範学校）生徒のアジア認
識に関する総合的研究」に関する
資料調査

平成27年８月１日～
平成27年８月２日

外国出張

18 准教授
ﾌﾞﾗｳﾝ･ｱｲｳﾞｧ
ﾝ･ﾊﾞｰﾅｰﾄﾞ

イギリス

①KCLのCoffey講師及びSOASの
Sachdev教授との研究打合せ
②実際英語会話の録音資料収集。
詳細は別紙「海外渡航調書」のと
おり

平成27年８月１日～
平成27年８月18日

外国出張

19 准教授 佐藤ゆかり 中国

海外との研究交流「家庭科教員養
成の質保証にむけた方策の検討-
'Think Globally, Act Locally'
を視座として-」に関する調査及
び成果発表のため

平成27年８月３日～
平成27年８月８日

外国出張

20 准教授 吉澤　千夏 中国
THE 18th ARAHE BIENNIAL
INTERNATIONAL CONGRESS 2015に
参加し，研究発表を行うため

平成27年８月３日～
平成27年８月８日

外国出張

21 教授 志村　　喬 アメリカ

2015年全米地理教育学会
（NCGE:National Conference on
Geographic Education）100周年
記念大会に参加するため

平成27年８月５日～
平成27年８月10日

外国出張

22 教授 大庭　重治 カナダ
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27年８月５日～
平成27年８月11日

外国出張

23 准教授 井上　久祥 カナダ
The 123rd Annual APA
Convention への参加及び資料収

平成27年８月５日～
平成27年８月11日

外国出張

24 准教授 角谷　詩織 カナダ
The 2015 APA Annual Convention
への参加

平成27年８月５日～
平成27年８月11日

外国出張

25 准教授 森口　佑介 カナダ

8/6-8/9にトロントで開催される
アメリカ心理学会に参加し研究発
表を行う。その後トロント大学に
てLee教授と脳機能発達に関わる
解析技術などについての研究打合
せを行う為

平成27年８月５日～
平成27年８月14日

外国出張

26 助教 池田　吉史 カナダ アメリカ心理学会に参加のため
平成27年８月５日～
平成27年８月11日

外国出張

27 教授 時得　紀子 オーストラリア

科研の国際比較研究のため。修士
課程の教育プログラムにおける創
作表現活動の成果と課題に焦点を
あて、現地研究者の協力を得て調
査に取り組む

平成27年８月６日～
平成27年８月13日

外国出張

28 准教授 宮川　　健 フランス
カリキュラム開発における数学教
師と研究者の協働に関する研究の
情報収集

平成27年８月18日～
平成27年８月27日

外国出張

29 講師 河野麻沙美 キプロス
学会参加（16th Biennial EARLI
Conference for Research on
Learning and Instruction）

平成27年８月23日～
平成27年８月31日

外国出張

30 准教授 森口　佑介 タイ
マヒドン大学に幼児期の脳機能発
達についての招待講演を行うため

平成27年８月23日～
平成27年８月26日

外国出張

31 准教授 林田　秀一 ドイツ

Aloys Krieg 教授（RWTH
Aachen）,Bernhard Heim 教授
（GUtech）と共に“直交群上の保
型形式”について共同研究を行う
ため

平成27年８月25日～
平成27年９月２日

外国出張

32 教授 山縣耕太郎 ケニア
「地球温暖化による熱帯高山の氷
河縮小が生態系や地域住民意及ぼ
す影響の解明」に関わる野外調査

平成27年８月26日～
平成27年９月14日

外国出張

33 教授 黎　　子椰 中国
中国小中学校及び労働技術教育実
践センターの技術教育についての
調査

平成27年８月30日～
平成27年９月11日

海外研修
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34 准教授 辻野けんま
スイス
ドイツ

国際学会
（Schulleitungssymposium）に参
加し，研究発表および情報収集，
研究交流を図るため

平成27年８月31日～
平成27年９月14日

外国出張

35 准教授 辻村　貴洋 スイス

Education Symposium
Switzerland and International
School Leadership Symposium
2015（含：Preconference）に参
加，研究発表及び情報収集のため

平成27年８月31日～
平成27年９月６日

外国出張

36 教授 釜田　　聡 中国

平成27年度科学研究費補助金（基
盤研究（C））研究課題名：「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」の研究推進に
関する現地調査及び資料収集を行
い，研究交流の基盤を構築するた
め

平成27年９月２日～
平成27年９月５日

外国出張

37 教授 北條　礼子 ドイツ
ドイツの小学校英語教育等の授業
参観と小学校英語並びにCLIL関連
資料収集

平成27年９月５日～
平成27年９月13日

外国出張

38 准教授 周東　和好 ドイツ
ドイツの教育システムに関する現
地聞き取り調査など

平成27年９月７日～
平成27年９月17日

外国出張

39 准教授 松尾　大介 イタリア

文部科学省科学研究費補助金によ
る「日伊の交流を通した蝋型ブロ
ンズ彫刻の新しい表現の研究」に
おける研究の一環として

平成27年９月７日～
平成27年９月15日

外国出張

40 講師 野澤　有希 香港

科研「香港のカリキュラム改革に
おける校本課程開発と校内の開発
研究組織の実態に関する研究」資
料収集と調査

平成27年９月７日～
平成27年９月19日

外国出張

41 教授 梅野　正信 韓国

平成27年度科学研究費補助成事業
（学術研究助成基金助成金（基盤
研究（B））
研究課題名：戦前期における中等
諸学校（師範学校生徒のアジア認
識に関する総合的研究）における
資料調査・収集のため

平成27年９月12日～
平成27年９月15日

外国出張

42 教授 時得　紀子 アメリカ

連合大学院プロジェクト研究の課
題である，芸術表現教育にかかわ
る大学のプログラムに関する調査
及び資料収集のため

平成27年９月14日～
平成27年９月21日

外国出張

43 教授 中村　雅彦 マダガスカル

マダガスカル共和国において，同
国特産鳥類であるオオハシモズ類
の生態および進化に関する野外調
査を行うため（サバティカルの利
用）

平成27年９月15日～
平成27年12月８日

海外研修

44 准教授 野地　美幸 オーストラリア

大学院授業科目「海外教育特別研
究Ａ」，「海外教育実践研究Ａ」
及び学部授業科目「海外教育研究
Ａ」の引率のため

平成27年９月20日～
平成27年９月29日

外国出張

45 講師 白岩　広行 オーストラリア

大学院授業科目「海外教育特別研
究Ａ」，「海外教育実践研究Ａ」
及び学部授業科目「海外教育研究
Ａ」の引率のため

平成27年９月20日～
平成27年９月29日

外国出張

46 教授 黎　　子椰 中国
短期海外研修プログラムの引率の
ため

平成27年９月21日～
平成27年９月28日

外国出張

47 講師 野澤　有希 中国
短期海外研修プログラムの引率の
ため

平成27年９月21日～
平成27年９月28日

外国出張

48 教授 時得　紀子 オーストラリア

全豪音楽教育学会 第20回大会及
び，日本音楽教育学会 第46回大
会に参加し，科研成果発表を行う
と共に国内と豪州の音楽教育の最
新情報を収集するため

平成27年９月27日～
平成27年10月３日

外国出張
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49 教授 大場　浩正 デンマーク

国際協同教育学会
（International Association
for the Study of Cooperation
in Education）に参加し，研究発
表を行うため

平成27年９月30日～
平成27年10月５日

外国出張

50 教授 石野　正彦 香港 香港教育事情視察調査
平成27年10月１日～
平成27年10月６日

外国出張

51 准教授 清水　雅之 香港 香港教育事情視察調査
平成27年10月１日～
平成27年10月６日

外国出張

52 准教授 中野　博幸 香港 香港教育事情視察調査
平成27年10月１日～
平成27年10月６日

外国出張

53 准教授 渡辺　径子 香港 香港教育事情視察調査
平成27年10月１日～
平成27年10月６日

外国出張

54
特任教
授

加藤　誠雄 香港 香港教育事情視察調査
平成27年10月１日～
平成27年10月６日

外国出張

55
特任教
授

佐藤　賢治 香港 香港教育事情視察調査
平成27年10月１日～
平成27年10月６日

外国出張

56
特任准
教授

佐藤　人志 香港 香港教育事情視察調査
平成27年10月１日～
平成27年10月６日

外国出張

57
特任准
教授

倉澤　秀典 香港 香港教育事情視察調査
平成27年10月１日～
平成27年10月６日

外国出張

58
特任准
教授

長沼　智之 香港 香港教育事情視察調査
平成27年10月１日～
平成27年10月６日

外国出張

59 学長 佐藤　芳德 韓国
第８回日・韓教育大学学長懇談会
出席のため

平成27年10月14日～
平成27年10月16日

外国出張

60 教授 梅野　正信 韓国
第８回日・韓教育大学学長懇談会
出席のため

平成27年10月14日～
平成27年10月16日

外国出張

61 准教授 吉田　昌幸 ブラジル
3rd International Conference
on Social and Complementary
Currencies参加のため

平成27年10月25日～
平成27年11月１日

外国出張

62 教授 釜田　　聡
韓国
アメリカ

科研費「東ｱｼﾞ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。また，韓
国の国際理解教育学会に参加し，
研究推進に必要な資料・収集のた
め

平成27年10月30日～
平成27年11月７日

外国出張

63 教授 大前　敦巳 トルコ

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10月31日～
平成27年11月７日

外国出張

64 講師 長谷川正規 トルコ

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10月31日～
平成27年11月７日

外国出張

65 教授 加藤　雅啓
チェコ
ベルギー
オランダ

チェコ語の焦点化構文に関する文
献調査，及び二言語併用（英語・
仏語）における焦点化構文の指
導・研究と関係資料収集のため

平成27年10月31日～
平成27年11月７日

外国出張

66 教授 五十嵐透子 アメリカ

国際交流研究者訪問交流：協定校
間交流推進，研究，附属中学校生
徒間交流プロジェクト関連　他＜
別紙参照＞

平成27年10月31日～
平成27年11月９日

外国出張

67 教授 髙石　次郎 英国

発達障害者の施設「Ruskin Mill
College」の設備・教育内容の調
査及び英国の陶芸展・美術館にお
ける資料収集及び陶芸作家・建築
修復家との研究交流のため

平成27年10月31日～
平成27年11月10日

外国出張

68 教授 梅野　正信 台湾

戦前期における中等諸学校（師範
学校）生徒のアジア認識に関する
研究に関する報告及び研究打ち合
わせ

平成27年11月12日～
平成27年11月16日

外国出張

69 教授 土田　了輔
ニュージーラン
ド

2015 Game Sense for Coaches
and Teachers Conferesce参加

平成27年11月14日～
平成27年11月19日

外国出張
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70 講師 河野麻沙美 タイ

世界授業研究学会年会　Annual
Conference of World
Association of Lesson Study in
Thiland への参加，及び研究発表

平成27年11月22日～
平成27年11月29日

外国出張

71 教授 水落　芳明 台湾
台北日本人学校における外国語活
動の実施視察

平成27年12月２日～
平成27年12月６日

外国出張

72 教授 林　　泰成 オーストラリア

「The Asia-Pacific NetWork for
Moral Education, 10th
Anniversary Conference」に出席
のため

平成27年12月３日～
平成27年12月８日

外国出張

73 教授 川村　知行 中国
中国の史跡と博物館の調査及び資
料収集

平成27年12月５日～
平成27年12月12日

海外研修

74 教授 梅野　正信 台湾
人権教育に関する授業開発のため
翁麗芳教授との研究打ち合わせ及
び資料収集・複写等

平成27年12月６日～
平成27年12月８日

外国出張

75 講師 野澤　有希 香港
香港のカリキュラム改革における
校本課程開発に関する調査研究の
ため

平成27年12月９日～
平成27年12月21日

外国出張

76 教授 釜田　　聡 中国

グローバル時代における東アジア
の学校教育の研究（大学教育と初
等中等教育学校におけるグローバ
ル人材育成の取り組みに関する調
査）

平成27年12月26日～
平成27年12月30日

外国出張

77 教授 河合　　康 中国

中国上海市における特別な教育的
ニーズがある児童生徒への対応と
パートナーシップ原理の実情に関
する資料・情報収集

平成27年12月26日～
平成27年12月30日

外国出張

78 教授 志村　　喬 イギリス
The Geography Teacher
Educators' (GTE) Conference
2016に参加するし発表する

平成28年１月21日～
平成28年1月26日

外国出張

79 教授 松本　健吾 スウェーデン

ミッタグ・レフラー数学研究所で
の国際研究プロジェクト
「Classification of Operator
Algebras: Complexity,
rigidity, and dynamics」に参加
する

平成28年２月14日～
平成28年３月15日

外国出張

80 准教授 辻野けんま ドイツ

ドイツにおけるPISA後の教育政
策・「学力」政策に関する最新動
向をフォローするとともに，最新
の教育事情について調査を行うた

平成28年３月３日～
平成28年３月16日

外国出張

81 准教授 尾﨑　祐司 ドイツ

来年度後期のサバティカル期間の
研究打合せ,滞在先の情報収集を
行う。研究打合せはフランクフル
ト放送交響楽団元ホルン奏者の大
野総一郎氏,フランクフルトコン
セルバドリウム講師のチャール
ズ・ペティ氏と行う。

平成28年３月５日～
平成28年３月11日

外国出張

82 准教授 藤谷　元子 台湾

大学院授業科目「海外教育特別研
究Ｃ」,「海外教育実践研究Ｃ」
及び学部授業科目「海外教育研究
Ｃ」の引率のため

平成28年３月７日～
平成28年３月12日

外国出張

83 教授 周東　和好 台湾

大学院授業科目「海外教育特別研
究Ｃ」,「海外教育実践研究Ｃ」
及び学部授業科目「海外教育研究
Ｃ」の引率のため

平成28年３月７日～
平成28年３月12日

外国出張

84 教授 北條　礼子 台湾

大学院授業科目「海外教育特別研
究Ｃ」,「海外教育実践研究Ｃ」
及び学部授業科目「海外教育研究
Ｃ」の引率のため

平成28年３月７日～
平成28年３月12日

外国出張

85 講師 河野麻沙美 バンドン
研究協力校（Gagas Ceria）にお
けるフィールドワーク,及び,共同
研究者との打ち合わせ（UPI）

平成28年３月８日～
平成28年３月17日

外国出張
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86 教授 時得　紀子 アメリカ

研究協力者と研究成果を総括する
と共に協力を得た各大学に成果を
還元する。全米音楽教育学会にお
いて研究成果を発信,今後の研究
への情報も得る。

平成28年３月９日～
平成28年３月24日

外国出張

87 教授 髙石　次郎 タイ
美術教育視察，陶芸教育・技術指
導

平成28年３月12日～
平成28年３月16日

外国出張

88 教授 洞谷亜里佐 台湾

海外との研究交流「台湾の東洋画
（膠彩画）と日本画の歴史的交流
について」に関する調査及び研究
発表に参加のため

平成28年３月15日～
平成28年４月11日

外国出張

89 准教授 伊藤　将和 台湾

国際交流2016（上越教育大学,新
竹教育大学,カレル大学,内蒙古民
族大学,西北師範大学）台湾展参
加のため

平成28年３月19日～
平成28年３月22日

外国出張

90 教授 越　　良子 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）に係る事前視察の
ため

平成28年３月19日～
平成28年３月23日

外国出張

91 准教授 藤谷　元子 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）に係る事前視察の
ため

平成28年３月19日～
平成28年３月23日

外国出張

92 准教授 松尾　大介 台湾

台湾新竹教育大学で開催される新
竹教育大学上越教育大学国際交流
展のレセプションに出席し,作品
の発表及び研究資料の収集を行
う。

平成28年３月20日～
平成28年３月22日

外国出張

93 准教授 長谷川正規 台湾

南科国際実験高級中学との吹奏楽
交流演奏会出演および台湾におけ
る音楽事情に関する情報収集のた
め

平成28年３月21日～
平成28年３月28日

外国出張

94 准教授 尾﨑　祐司 台湾

南科国際実験高級中学との吹奏楽
交流演奏会出演および台湾におけ
る音楽事情に関する情報収集のた
め

平成28年３月21日～
平成28年３月28日

外国出張

95 教授 北條　礼子 ベトナム
小学校での英語授業の参観並びに
小学校英語教育関連の資料収集

平成28年３月22日～
平成28年３月27日

外国出張

96 准教授 野地　美幸 ベトナム
現地小学校およびハノイ国家大学
外国語大学訪問

平成28年３月22日～
平成28年３月27日

外国出張

97 教授 林　　泰成 中国

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28年３月27日～
平成28年３月30日

外国出張

98 教授 黎　　子椰 中国

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28年３月27日～
平成28年３月30日

外国出張

99 准教授 田島　弘司 中国

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28年３月27日～
平成28年３月30日

外国出張

100 准教授 清水　雅之 シンガポール

シンガポールの学校視察及び国際
学会 ICTLT2016(International
Conference on Teaching and
Learning with Technology)への
参加

平成28年３月27日～
平成28年３月31日

海外研修

101 教授 加藤　哲文 アメリカ
国際行動医学会第37回大会におけ
る研究調査,及び研究会議の参加
のため

平成28年３月29日～
平成28年４月３日

外国出張
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　（②　内地研究員　なし）
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