
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 濤﨑　智佳 アメリカ

Omni Charlottesville Hotelで開催
される国際研究会「Molecular Gas
in Galactic Environments」に参
加,発表及び研究資料の収集を行

平成28年４月３日～
平成28年４月９日

外国出張

2 准教授 辻野けんま 南アフリカ

国際教師教育学会（ISfTE）第36回
大会に参加し,科研研究の中間成果
報告となるドイツおよび日本の学校
経営に関する国際比較研究としての
発表を行う。得られたフィードバッ
クを今年度の研究へと生かす。

平成28年４月15日～
平成28年４月21日

外国出張

3 准教授 石川　　真 アメリカ
EDRAでの共同研究発表，参加と関連
研究の情報収集

平成28年５月16日～
平成28年５月23日

海外研修

4 准教授 辻野けんま ドイツ

ドイツ連邦共和国で急増している難
民への対応について，公教育の範疇
においてかなる取り組みがなされ，
その実情および課題がどのようであ
るか調査を行う。

平成28年５月27日～
平成28年６月５日

外国出張

5 講師 野澤　有希 香港

香港の校本過程開発と構内の研究開
発組織の進行状況を研究するために
校長と教育課程統籌主任，教員にイ
ンタビューを実施し，授業参観も実

平成28年５月31日～
平成28年６月８日

外国出張

6 教授 下里　俊行 ポーランド
ロシア保守思想に関する国際会議で
の発表および資料調査

平成28年６月３日～
平成28年６月13日

外国出張

7 副学長 天野　和孝 ポーランド
冷湧性及び関連した化石群集に関す
る第１回国際ワークショップに参加
するため

平成28年６月13日～
平成28年６月18日

外国出張

8 准教授 斎藤　敏夫 韓国

国際研究集会「2016 International
Conference of the Honam
Mathematical Society」における招
待講演

平成28年６月15日～
平成28年６月18日

外国出張

9 講師 河野麻沙美
スイス
ドイツ

Earli SIGIIの参加，及び校内研
修，授業研究に関する調査

平成28年６月18日～
平成28年６月30日

外国出張

10 准教授 濤﨑　智佳 オーストリア

Hotel Hilton Danube Vienna
Waterfront で開催される ALMA ４
Proposal Reviewのface-to-face
meetingに参加し，Proposalの審査
を行うため

平成28年６月19日～
平成28年６月25日

外国出張

11 准教授 斎藤　敏夫 アメリカ
Martin Scharlemann氏（UCSB）と
「曲面に付随する無限複体をもちい
た３次元多様体の研究」に係わる集

平成28年６月20日～
平成28年８月17日

外国出張

12 教授 加藤　哲文 オーストラリア
第８回国際認知行動療法会議に出席
のため

平成28年６月21日～
平成28年６月26日

外国出張

13 講師 田中　圭介 オーストラリア
８th world Congress of
Behavioural and Cognitive
Therapies 2016 参加のため

平成28年６月21日～
平成28年６月26日

外国出張

14 教授 梅野　正信 韓国

植民地被統治民衆子弟生徒のアジア
認識及び日本認識の返遷に関する聞
き取り調査対象者の選定や資料調
査・複写等に向けての打合せを行う

平成28年６月25日～
平成28年６月27日

外国出張

15 准教授 竹野　欽昭 オーストリア
「21st Annual Congress of the
European College of Sport
Science」参加

平成28年７月５日～
平成28年７月11日

外国出張

16 教授 時得　紀子 イギリス

国際音楽教育学会グラスゴー大会
（ISME2016）における連合プロジェ
クト研究成果の口頭発表と資料収集
及び，ロンドン大学教育研究所にお
ける資料収集

平成28年７月18日～
平成28年８月１日

外国出張

17 教授 布川　和彦 ドイツ
ICME13（第13回国際数学教育会議）
への参加および研究発表

平成28年７月23日～
平成28年８月１日

外国出張



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

18 准教授 宮川　　健
ドイツ
ハンガリー

ICME13（第13回数学教育国際会議）
及びPME40（国際数学教育心理学会
第40回年会）に参加し，教師教育に
関する研究の成果を発表するととも

平成28年７月24日～
平成28年８月８日

外国出張

19 教授 得丸　定子 韓国
国際家政学会（IFHE）国際大会2016
に参加するため

平成28年８月１日～
平成28年８月６日

外国出張

20 准教授 佐藤ゆかり 韓国
国際家政学会（IFHE）国際大会2016
（XXIII IFHE World Congress
2016）に参加するため

平成28年８月１日～
平成28年８月５日

外国出張

21 准教授 吉澤　千夏 韓国
国際家政学会（IFHE）国際大会2016
（XXIII IFHE World Congress
2016）に参加するため

平成28年８月１日～
平成28年８月５日

外国出張

22 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28年８月３日～
平成28年８月９日

外国出張

23 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

平成28年８月３日～
平成28年８月９日

外国出張

24 教授 髙石　次郎 タイ
タイ国聾教育の造形ワークショップ
指導のため

平成28年８月11日～
平成28年８月18日

外国出張

25 教授 志村　　喬
シンガポール
中国

国際地理学連合（IGU）地理教育委
員会（CGE）大会参加発表のため

平成28年８月14日～
平成28年８月20日

外国出張

26 教諭 小山明希恵 オーストラリア
ウエストミンスター・スクールとの
交流プログラム（訪問）引率のため

平成28年８月20日～
平成28年８月25日

外国出張

27 教諭 二上　昌基 オーストラリア
ウエストミンスター・スクールとの
交流プログラム（訪問）引率のため

平成28年８月20日～
平成28年８月25日

外国出張

28
指導教
諭

南雲　民人 オーストラリア
ウエストミンスター・スクールとの
交流プログラム（訪問）引率のため

平成28年８月20日～
平成28年８月25日

外国出張

29
指導教
諭

伊藤　良枝 オーストラリア
ウエストミンスター・スクールとの
交流プログラム（訪問）引率のため

平成28年８月20日～
平成28年８月25日

外国出張

30
養護教
諭

猪又　智子 オーストラリア
ウエストミンスター・スクールとの
交流プログラム（訪問）引率のため

平成28年８月20日～
平成28年８月25日

外国出張

31 校長 越　　良子 オーストラリア
ウエストミンスター・スクールとの
交流プログラム（訪問）引率のため

平成28年８月20日～
平成28年８月25日

外国出張

32 教授 周東　和好 オーストラリア
附属小学校におけるウエストミンス
ター・スクールとの交流プログラム
（訪問）引率のため

平成28年８月20日～
平成28年８月25日

外国出張

33 講師 河野麻沙美 イギリス

「授業研究」の国際比較（文教地区
事例における談話分析から）に関す
る研究活動及び国際学会（世界授業
研究学会WALS）での発表のため

平成28年８月31日～
平成28年９月13日

外国出張

34 教授 桐生　　徹 台湾
ipadを用いた授業研究会における授
業参観とその指導助言並びに日本人
学校における研究体制の研究のため

平成28年９月１日～
平成28年９月６日

外国出張

35 教授 水落　芳明 台湾
CSCLによる実践研究に関する情報収
集及び連合大学院代議委員会及び教
授会出席のため

平成28年９月１日～
平成28年９月６日

外国出張

36 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，バッターリア鋳
造所，マフ鋳造所等の調査行う

平成28年９月２日～
平成28年９月13日

外国出張

37 教授 梅野　正信 韓国

釜山大学師範大学附属高校において
社会文化の授業（高2）参観，収
録，授業検討，研究打合せ並びに連
合学校教育学研究科代議委員会（第
4回）及び連合学校教育学研究科教
授会（第2回）出席のため

平成28年９月４日～
平成28年９月６日

外国出張

38 准教授 尾﨑　祐司 ドイツ
後期サバティカル期間の研究打合
せ，滞在先（ダルムシュタット市）
の情報収集等を行うため

平成28年９月５日～
平成28年９月10日

海外研修



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

39 教授 志村　　喬 カザフスタン
「アラル海の生態的諸問題」に関す
る地理教育内容の収集・教材開発の

平成28年９月９日～
平成28年９月17日

外国出張

40 教授 時得　紀子 アメリカ

研究計画に基づき，米国における能
動的な音楽活動を支援するプログラ
ム，創作を軸とした授業実践への参
与観察とその分析，及び資料収集を

平成28年９月９日～
平成28年９月21日

外国出張

41 教授 下里　俊行 ロシア
ロシア哲学史に関する国際会議への
参加と資料調査・収集

平成28年９月11日～
平成28年９月24日

外国出張

42 准教授 辻野けんま ドイツ

科研最終調査として，州文部省－学
校監査庁－地区学校監査当局－学校
という各機関間における教育政策の
受け止めや反応について明らかにす

平成28年９月11日～
平成28年９月26日

外国出張

43 教授 時得　紀子 韓国
平成28年度「海外教育（特別）（実
践）研究C（韓国）」実施に際して
の参加学生引率のため

平成28年９月23日～
平成28年９月30日

外国出張

44 准教授 藤谷　元子 韓国
平成28年度「海外教育（特別）（実
践）研究C（韓国）」実施に際して
の参加学生引率のため

平成28年９月23日～
平成28年９月30日

外国出張

45 教授 浅倉　有子 ロシア アイヌ漆器の調査のため
平成28年９月25日～
平成28年10月２日

外国出張

46 准教授 尾﨑　祐司 ドイツ
ドイツにおける音楽の早期教育，大
学入学の準備コースがある教育機関
の教育内容の研究のため

平成28年10月２日～
平成28年12月28日

外国出張

47 教授 松沢　要一 シンガポール

シンガポールにおける教育事情（小
学校教育，中学校教育，高等教育，
ICT教育，教育研修など）を視察調
査し，教員養成に反映させる

平成28年10月３日～
平成28年10月７日

外国出張

48 教授 石野　正彦 シンガポール

海外における教育事情（小学校教
育，中学校教育，高等教育，ICT教
育，教育研修など）を視察調査し，
教員養成カリキュラムに反映させる

平成28年10月３日～
平成28年10月７日

外国出張

49 准教授 渡辺　径子 シンガポール

海外における教育事情（小学校教
育，中学校教育，高等教育，ICT教
育，教育研修など）を視察調査し，
教員養成カリキュラムに反映させる

平成28年10月３日～
平成28年10月７日

外国出張

50 准教授 清水　雅之 シンガポール

海外における教育事情（小学校教
育，中学校教育，高等教育，ICT教
育，教育研修など）を視察調査し，
教員養成カリキュラムに反映させる

平成28年10月３日～
平成28年10月７日

外国出張

51
特任准
教授

菊地　雅樹 シンガポール 海外教育事情調査のため
平成28年10月３日～
平成28年10月７日

外国出張

52
特任准
教授

佐藤　人志 シンガポール 海外教育事情調査のため
平成28年10月３日～
平成28年10月７日

外国出張

53
特任准
教授

長沼　智之 シンガポール 海外教育事情調査のため
平成28年10月３日～
平成28年10月７日

外国出張

54
特任准
教授

鈴木　善士 シンガポール 海外教育事情調査のため
平成28年10月３日～
平成28年10月７日

外国出張

55 講師 河野麻沙美 シンガポール 海外教育事情調査のため
平成28年10月３日～
平成28年10月７日

外国出張

56 准教授 堀　　健志 マレーシア
アジア地域の社会的トラッキング研
究に関する予備調査（郊外住居エリ
アの視察，国立博物館の見学）

平成28年10月７日～
平成28年10月10日

海外研修

57 学長 佐藤　芳德 中国
第11回東アジア教員養成国際シンポ
ジウムに参加のため

平成28年10月16日～
平成28年10月19日

外国出張

58 副学長 林　　泰成 中国
第11回東アジア教員養成国際シンポ
ジウムに参加のため

平成28年10月16日～
平成28年10月19日

外国出張

59 教授 黎　　子椰 中国
第11回東アジア教員養成国際シンポ
ジウムに参加のため

平成28年10月16日～
平成28年10月19日

外国出張



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

60 准教授 稲田　結美 アメリカ

アメリカの科学教育におけるジェン
ダー問題を探るために，NSTAのArea
Conferenceに参加し，アーカンソー
大学の研究者と懇談し，アーカン
ソー州内の学校の授業を参観するた

平成28年10月26日～
平成28年11月５日

外国出張

61 事務 北村　健一 中国
中日友好青年訪中団としての中国訪
問のため

平成28年11月２日～
平成28年11月９日

外国出張

62 教授 釜田　　聡 韓国

科学研究費の研究「東アジアの未来
を選択する国際理解教育カリキュラ
ム・教材」の研究推進の打合せと
フィールドワークを通じての資料収
集を行うため

平成28年11月９日～
平成28年11月12日

外国出張

63 講師 河野麻沙美 マレーシア
Infrastructure University Kuala
Lumpur主管国際教師教育学会アジア
パシフィック大会への参加及び発表

平成28年11月19日～
平成28年11月24日

外国出張

64 准教授 辻野けんま マレーシア

国際教師教育学会（International
Scoiety for Teacher Educatopn:
ISfTE)の第１回アジア・パシフィッ
ク地域大会に参加し，研究発表を行

平成28年11月21日～
平成28年11月25日

海外研修

65 教授 大場　浩正 シンガポール

第7回 CLS (Center for Language
Studies, National University of
Singapore) 国際学会 (CLaSIC
2016) にて研究発表を行うため

平成28年11月30日～
平成28年12月４日

外国出張

66 教授 梅野　正信 台湾
植民地被統治民衆子弟生徒のアジア
認識に関する聞き取り調査及び研究
打ち合わせ

平成28年12月２日～
平成28年12月４日

外国出張

67 講師 野澤　有希 香港
資料収集
研究調査

平成28年12月４日～
平成28年12月11日

外国出張

68 教授 釜田　　聡 中国

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カリ
キュラム・教材開発」の研究のまと
めと今後の課題の抽出のため，北京
師範大学において研究打合せと授業
参観・研究協議を行うため

平成28年12月18日～
平成28年12月20日

外国出張

69 准教授 林田　秀一 中国

研究集会「Number Theory and
Modular Forms」に参加し，また
Haigang Zhou氏（Tongji 大学）
Chen Bin氏（Tongji 大学）らと研
究テーマ「ヤコビ形式と保型形式」
について研究討論を行うため

平成28年12月20日～
平成28年12月26日

外国出張

70 教授 梅野　正信 韓国

植民地被統治民衆子弟生徒のアジア
認識及び日本認識の変遷に関して，
釜山，大邱，ソウルで関係者の聞き
取り及び関係資料の複写等を行う

平成28年12月25日～
平成28年12月29日

外国出張

71 教授 釜田　　聡 バンコク

「東アジアの学校教育」の研究推進
のため，タイ王国（バンコク）の教
育研究施設を訪問し，教育研究交流
を行い，今後の研究推進の基板の再
構築を行うため

平成28年12月26日～
平成28年12月29日

外国出張

72 准教授 堀　　健志
フランス
イギリス

学校から職業への移行に関する研究
の情報収集，社会的権力への抵抗様
式に関する研究の情報収集

平成28年12月29日～
平成29年１月６日

外国出張

73 教授 梅野　正信 韓国
韓国教員大学校社会科学研究所及び
青藍史学会が主催する2016年度冬季
学術大会における招聘講演のため

平成29年１月16日～
平成29年１月18日

外国出張

74 准教授 宮川　　健 アイルランド

科研費のテーマである数学の教師教
育に関する研究成果の発表，情報収
集するとともに，アイルランド・ダ
ブリンで開催される第10回ヨーロッ
パ数学教育学会に参加し，情報収集

平成29年１月31日～
平成29年２月６日

外国出張



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

75 准教授 尾﨑　祐司 ドイツ
ドイツの音楽教育事業についての情
報収集と音楽教育活動の参観

平成29年２月２日～
平成29年３月16日

外国出張

76 教授 髙石　次郎
スペイン
ポルトガル

大学美術教育の情報収集とヨーロッ
パ美術の資料収集のため

平成29年２月14日～
平成29年２月23日

外国出張

77 教授 志村　　喬 イギリス
第20回チャニーマナー初等地理教育
研究大会参加・発表のため

平成29年２月23日～
平成29年２月27日

外国出張

78 教授 五十嵐透子 アメリカ
平成28年度「海外教育（特別）（実
践）研究B」引率のため

平成29年２月28日～
平成29年３月14日

外国出張

79 講師 谷　　友和 アメリカ
平成28年度「海外教育（特別）（実
践）研究B」引率のため

平成29年２月28日～
平成29年３月14日

外国出張

80 准教授 藤谷　元子 オーストラリア
平成28年度「海外（実践）フィール
ドスタディ」参加学生の指導及び視
察のため

平成29年３月４日～
平成29年３月12日

外国出張

81 教授 北條　礼子 台湾
平成28年度「短期海外研修プログラ
ム（台湾：国立嘉義大学」の引率の

平成29年３月６日～
平成29年３月11日

外国出張

82 教授 松崎　邦守 台湾
平成28年度「短期海外研修プログラ
ム（台湾：国立嘉義大学」の引率の

平成29年３月６日～
平成29年３月11日

外国出張

83 講師 河野麻沙美 バンドン 授業研究，及びヒアリング
平成29年３月６日～
平成29年３月11日

外国出張

84 講師 野澤　有希 香港

香港のカリキュラム改革におけるカ
リキュラム開発と校内開発組織の実
態を解明するためには，前回，校長
の改善の意思決定を中心に研究を
行った。今回は二つの小学校のカリ
キュラム開発主任にインタビューを
実施し分析を行う予定である。

平成29年３月６日～
平成29年３月16日

外国出張

85 教授 梅野　正信 台湾

第４回連合研究科教授会出席及び植
民地被統治民衆子弟生徒のアジア認
識に関する聞き取り調査及び研究打
合せのため

平成29年３月10日～
平成29年３月13日

外国出張

86 教授 大前　敦巳 フランス
科研計画に基づくパリ地域圏におけ
る大学拡張過程に関する資料収集お
よび教育優先政策に関する研究報告

平成29年３月19日～
平成29年３月26日

外国出張

87
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

現地調査及び現地での資料収集（英
語教材として使われる英語圏の環境
における実際の英語会話の録音）の
ため，イギリスのロンドン大学キン
グズカレッジのDr.Simon Coffey講
師と異文化的相互行為データの収集
と分析に関する研究打合せを行い，
ロンドン市内，ケント州，サッセク
ス州での代表的特定場面の数種類に
直接参加し，データ収集を行う

平成29年３月20日～
平成29年４月４日

海外研修

88 教授 釜田　　聡 台湾
東アジアの学校教育研究の一環で，
嘉義市で実施されている学びの共同
体の実態調査及び研究交流

平成29年３月22日～
平成29年３月25日

外国出張

89 講師 河野麻沙美 アメリカ
学習科学，及び関連領域における教
育実践及び教育プログラムに関する
ヒアリング調査

平成29年３月22日～
平成29年３月31日

外国出張

90 教授 下里　俊行 アメリカ 社会科の内容構成に関わる資料調査
平成29年３月23日～
平成29年３月28日

外国出張

91 教授 五十嵐透子 アメリカ
・David Epstonワークショップ受講
・The Couple Conference参加，
LBGT関連情報収集

平成29年３月26日～
平成29年４月４日

外国出張



　（②　内地研究員　なし）
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