
国際共同研究 
 
2019 年度に本学教員が参加した国際共同研究は次表の通りである。 

 内   容 期  間 派遣先 氏 名 研究費 

1 
49th Urban Affairs Association Annual 

Conference 参加 
4/24～5/7 アメリカ 黒須 里美 MEXT 

2 
ハノイ貿易大学にてアクティブラーニング

研修会 講師 
5/9～5/12 ベトナム 近藤 彩 科研費 

3 
ホーチミン市国家大学人文社会科学大学・

日本学部での講義 
（客員教授として）・皐月祭への参加 

5/23～5/26 ベトナム 中山 理 個人研究費 

4 
第 16 回 PRSCO(環太平洋地域学会) 

Summer Institute 参加、学会発表 
7/25～7/28 タイ 徳永 澄憲 科研費(分担金) 

5 SIETAR Europa Congress 学会発表 5/26～6/3 ベルギー 山下 美樹 個人研究費 

6 
科研による調査研究実施 

(マックスプランク人類史学研究所) 
・言語類型論学会(ALT)参加 

8/8～9/8 
ドイツ・イタリ

ア 
大野 仁美 

科研費 
(東京外語大) 

7 
国際会議(The International Conference 

Accounting and Management 
Information Systems 2019)での発表 

6/3～6/8 ルーマニア 鈴木 大介 個人研究費 

8 住宅関係調査(ロンドン市内) 6/6～6/15 イギリス 太田 秀也 
一般財団法人 
 住総研 

9 

Academy of Management (AOM) 2019 
Annual Conference                                  

Society for Business Etiics (SBE) 
2019 Annual Conference 参加 

8/8～8/15 アメリカ 横田 理宇 科研費 

10 
科研による調査、西海岸における 

さしま茶調査 
8/25～9/4 

アメリカ・カナ

ダ 
櫻井 良樹 

個人研究費 
・科研費 

11 TBLT Ottawa 2019 学会の参加、発表 8/18～8/23 カナダ 
チジャック・オル

ガ 
科研費 

12 
研究調査・資料収集(北京師範大学・山西省

太原市、大同市にてアンケート調査) 
8/29～9/11 中国 温 琳 個人研究費 

13 POP CAANZ(学会)への参加 7/1～7/6 オーストラリア 
コリンズ クリス

ティ 
個人研究費 

14 
フィンランド語教師研修 

・学会 RDHum 参加・研究打ち合わせ 
8/5～8/24 フィンランド 千葉 庄寿 科研費 

15 国際交流基金 招待講演 8/22～8/25 タイ 大関 浩美 国際交流基金 

16 

第 3 回キルギス日本学・日本語教育国際研

究大会研究大会主催者及び 
日本語教育関係者との会議 

日本語教育関係者・企業関係者 
との意見交換会 

8/22～8/29 キルギス 近藤 彩 科研費 

17 

Beate Shirota Gordon 文書の調査研究 
(サンフランシスコ) 

ハワイ大学マノア校での Geoge Akito  
インタビュー(ハワイ) 

8/26～9/4 

アメリカ 
(サンフランシ

スコ・ハ

ワイ) 

髙橋 史朗 個人研究費 

18 
学会発表(第 11 回中日対照言語学シンポジ

ウム＠西安外国語大学)、資料収集 
8/22～8/28 中国 中司 梢 個人研究費 

19 
学会発表･参加(The Extensive Reading 5th 

World Congress @逢甲大学) 
8/9～8/13 台湾 

ウォーカー リチ

ャード 
個人研究費 

20 IUAES 2019 Inter-Congress 発表 8/26～9/2 ポーランド 寺本 佳苗 科研費 

21 インタビュー調査 9/1～9/9 台湾 清水 麗 
科研費・個人研究

費 

22 Eurasia Conference in Istanbul への参加 8/4～8/14 トルコ 
サンブー ジャヤ 

ラクシミ 
個人研究費 

23 
２０２０年度開始国際学部  

短期全員留学 留学先視察のため 
8/19～8/22 

フィリピン 
 セブ島 

堀内 一史 
業務出張(グロー

バル戦略室) 
24 タイ司法当局へのインタビュー調査 7/30～8/5 タイ 藤野 真也 個人研究費 

25 学生自主企画ゼミ(ジャパネシア)引率 8/31～9/8 
ミクロネシア連

邦(ポンペ
松島 正明 

業務出張(グロー

バル戦略室) 



イ) 

26 
the 21st Century Human Values Forum 

2019 で基調講演 
9/5～9/7 韓国 中山 理 

the 21st Century 
Human 
Values 
Forum 

27 
中国語専攻全員留学に向けた 

協定校視察のため（西安外国語大学） 
9/15～9/19 中国 齋藤 貴志 

業務出張(グロー

バル戦略室) 
28 研究調査 9/8～9/15 アメリカ 佐藤 繭香 科研費 
29 SIBOS 2019 国際会議に出席 9/20～9/28 イギリス 中島 真志 個人研究費 

30 
JIC 専攻インドネシア・ボランティア 
プログラム実施準備のための視察 

8/25～9/8 インドネシア 杉浦 滋子 個人研究費 

31 
モラロジー研究所の招聘 

(台中市内指定校訪問、大学紹介、講義) 
（淡江大学での講義) 

9/5～9/9 台湾 堀内 一史 モラロジー研究所 

32 
モラロジー研究所の招聘 

(台中市内指定校訪問、大学紹介、講義) 
（淡江大学での講義通訳) 

9/5～9/9 台湾 邱 一琪 モラロジー研究所 

33 
モラロジー研究所本部要員(副団長)として

孔子祭参加のため 
9/26～9/30 台湾 堀内 一史 モラロジー研究所 

34 モラロジー研究所 孔子祭通訳のため 9/26～9/30 台湾 邱 一琪 モラロジー研究所 

35 
韓国日本語学会の招聘 

(第 40 回国際学術大会での講演) 
9/20～9/23 韓国 近藤 彩 韓国日本語学会 

36 短期海外研修Ａの引率 9/2～9/10 タイ 内尾 太一 教務 G 

37 模擬国連大会(ＮＭＵＮ)への出場(学生引率) 11/5～11/12 アメリカ 
ウォーカー リチ

ャード 
教務Ｇ 

38 
Social Science History Association 

 年次大会参加・発表 
11/20～11/26 アメリカ 黒須 里美 MEXT 

39 
Libertarian Scholars Conference 

The King’s College, Manhattan, NYC 
9/27～9/30 アメリカ 

モーガン ジェイ

ソン M. 
モラロジー研究所 

40 

サラワク州マルチメディア局の 
産業転換戦略、クアラルンプールにて 

専門家に対して IT と教育のヒヤリング調

査 

9/19～9/22 マレーシア ラウシン イー 個人研究費 

41 
台湾大学における講演(2019 年度台湾大学

日本語イノベーション国際学術シンポ

ジウム基調講演) 
10/4～10/6 台湾 井上 優 台湾大学 

42 
研究・調査 

(アメリカの福音派に関する研究での研究者

と牧師への面会・インタビュー) 
11/9～11/16 アメリカ 堀内 一史 科研費 

43 言語現地調査の実施 12/19～1/6 ボツワナ共和国 大野 仁美 科研費 
44 学会(ASHE)での研究報告 11/13～11/17 アメリカ 山下 美樹 自費 

45 
韓国日語教育学会にて 

科研成果発表(パネルセッション) 
12/6～12/8 韓国 近藤 彩 科研費 

46 
麗澤大学国際学部説明会、 

フェ大学にて 
日本語教育の講演、教師研修、調査 

12/29～12/24 ベトナム 近藤 彩 
個人研究費・科研

費 

47 
新規提携予定校 

(新モンゴル日馬富士学園)視察 
12/5～12/7 モンゴル 堀内 一史 麗澤海外開発協会 

48 調査研究 2/28～3/13 チリ 内尾 太一 個人研究費 

49 
韓国の言語研究学会 2019 年秋季学術大会 

発表 
12/6～12/8 韓国 山川 和彦 科研費 

50 第 15 代台湾総統選挙現地調査 1/10～1/12 台湾 邱 一琪 個人研究費 

51 協定校視察打ち合わせ 2/9～2/17 ドイツ 草本 晶 
業務出張(グロー

バル戦略室) 
53 資料収集 3/8～3/13 ドイツ 草本 晶 個人研究費 

54 学生引率(経済経営フィールド演習) 2/7～2/17 インド 藤野 真也 
業務出張(グロー

バル戦略室) 
55 現地調査・ヒアリング調査 2/19～2/24 タイ 池川 真里亜 個人研究費 

 
 



社会的活動 

本学専任教員が有識者として 2019 年度に行った社会的活動は次表の通りである（本学へ依頼のあっ

たもののみを掲載）。

氏 名 機関・団体名等 名  称 期 間 

井上 優 公財）博報児童教育振興会 国際日本研究フェローシップ審査委員長 2019年 4月～2021年 3月 

岩佐 信道 千葉県 道徳教育懇談会委員 2019年 6月～2019年 11月 

大野 正英 

柏市 
情報公開・個人情報保護審議会委員 2019年 11月～2020年 10月 

地域活動支援補助金選考委員長 2019年 3月～2020年 2月 

国土交通省関東地方整備

局 
コンプライアンス・アドバイザリー委員 2019年4月～2020年 3月 

小野 宏哉 

柏市 
総合計画審議会委員 2020年 2月～2021年 3月 

第二清掃工場運営委員会委員 2018年 6月～2020年 5月 

文部科学省科学技術・学術

政策研究所科学技術予測

センター

科学技術専門家ネットワーク・専門調査員 2019年4月～2020年 3月 

籠 義樹 
流山市 総合計画審議会委員 2018年 5月～2020年 5月 

柏市 空家対策協議会委員 2018年 12月～2020年 11月 

近藤 明人 
柏市 水道事業経営委員会委員 2018年 10月～2020年 10月 

流山市 行財政改革審議会委員 2019年 9月～2021年 9月 

近藤 彩 国際交流基金 日本語専門家派遣事業検討委員会委員 2019年 5月～2020年 3月 

櫻井 良樹 
野田市 野田市史編さん委員会委員 期限なし 

柏市教育委員会 柏市史編さん委員会参与 2018年 7月～2020年 6月 

佐藤 仁志 柏市 

開発審査会委員(会長) 2018年 4月～2020年 3月 

環境審議会委員 2018年 4月～2020年 3月 

指定管理者導入方針検討委員会非常勤特別

職職員 
2019年 3月～2019年 6月 

自転車等駐車対策協議会委員（委員長） 2019年2月～2019年6月 

下田 健人 千葉労働局 千葉地方最低賃金審議会委員 2019年 4月～2020年 3月 

鈴木 明雄 

公益財団法人教科書研究

センター

授業における教科書の使い方に関する調査

研究委員会委員 
2019年 4月～2020年 3月 

文部科学省初等中等教育

局 

「道徳教育の抜本的改善・充実」事業審査

委員会委員 
2019年 4月～2020年 3月 

教育映像等審査の協力者 2019年 4月～2020年 3月 

髙 巌 
内閣府消費者委員会 消費者委員会 委員長 2017年 9月～2019年 8月 

経済産業省 経済産業政策局 知的財産政策室委員 2019年 12月～2020年 7月 

高橋 史朗 内閣府 男女共同参画会議議員 2019年 3月～2020年 3月 

高橋 秀樹 柏市 柏市建築審査会委員 2019年 4月～2020年 3月 

中山 理 松戸市 いじめ防止対策委員会委員 2019年 4月～2020年 3月 

豊嶋 建広 
公財）日本オリンピック委

員会 
強化スタッフ 2019年 4月～2020年 3月 

長谷川 泰隆 柏市 柏市ホテル等建築審議会委員 2018年 8月～2020年 7月 

松田 徹 警察庁 外国語技能検定委員会専門委員 2019年 6月～2019年 9月 

望月 正道 文部科学省 
英語教育改善プラン推進事業企画評価会議

委員 
2019年 4月～2019年 4月 

森 秀夫 柏市 教育委員 2018年 10月～令和 4年 9月 

山下 美樹 千葉県 
2020 年東京オリンピック･パラリンピック

CHIBA推進会議委員 
2014年 12月～期限なし 

吉田 健一郎 柏市 産業振興会議委員 2019年 1月～2021年 1月 




