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学 事

○平成22年度保育実習

・学部２年次

８月10日（火）～９月４日（土）の間の10日間

上越市及び近隣市町村の福祉施設（上越市立ひまわり荘外８施設）で保育実習Ⅱを行った。

・学部４年次

８月18日（水）～８月31日（火）又は９月６日（月）～９月17日（金）の間の10日間

上越市立保育園（上越市立東城保育園外９保育園）で保育実習Ⅲを，また，上越市こども発達支

援センターで保育実習Ⅳを行った。

○大学院入試（前期募集）

平成23年度大学院学校教育研究科入学試験（前期募集）を次のとおり実施した。

修士課程は，募集人員 200人（学校教育専攻 96人，教科・領域教育専攻 104人）に対し，応募

者 198人，合格者 176人であった。

専門職学位課程（教職大学院）は，募集人員 40人（教育実践高度化専攻 40人）に対し，応募者

27人，合格者 25人であった。

出 願 期 間 平成22年７月15日（木）～７月28日（水）

試 験 日 平成22年８月28日（土）

合 格 発 表 平成22年９月15日（水）

○平成22年度（秋期）教育実習

・学部１年次

９月６日（月）～10日（金）

小規模小学校（６校）及び特別支援学校（５校）並びに附属中学校で観察・参加を行った。

・学部２年次

９月６日（月）～10日（金）

９月24日（金）～30日（木）

上越市及び妙高市の幼稚園（13園）並びに附属幼稚園で観察・参加を行った。

・学部３年次及び免Ｐ２年次

９月６日（月）～９月28日（火）

上越市，妙高市及び糸魚川市の小学校（63校）並びに附属小学校で初等教育実習（本実習）を行

った。
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○平成22年度第２回文献の探し方ガイダンス他

附属図書館では，館内の利用者単位，又はゼミ単位や授業単位で文献探索方法，図書館・データベ

ース利用方法及び文献複写依頼・図書の借受方法の説明会を行った。

期 日 ９月21日（火），９月27日（月）～30日（木），

10月12日（火），13日（水），19日（火），20日（水)

参加人数 合計 37人

＊４月～10月の参加累計は241人。うち附属図書館主催122人，ゼミ単位や授業単位119人。

○平成22年度（前期）学位記授与式

平成22年度（前期）の学位記授与式が平成22年９月30日（木）午前10時00分から大会議室で挙行さ

れ，学校教育専攻学校臨床研究コース１名，教科・領域教育専攻言語系コース１名，同生活・健康系

コース１名に修士（教育学）の学位を授与した。

○平成22年度教員養成課程学生合宿研修

学部３年次学生を対象として，教育実習の体験から学んだこと，求められる教師像，社会人として

必要な力などについて考察し相互に発表・討議することや先輩の体験談を聞くことなどを通して，教

職に対する理解を一層深めるとともに，今後の学習や就職・進学に向けた学生生活の方向づけを行う

ことを目的とした合宿研修を次のとおり実施した。

期 日 平成22年10月15日(土)・16日(日)

場 所 国立妙高青少年自然の家

参加人員 ３年次学生 140人

教職員 25人
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○第28回大学祭（越秋祭）

期 日 平成22年10月29日(金)～10月31日(日)

テーマ 「Nice な祭を∞（無限）に楽しめ♡

アイコトバは Don’t be shy ！！」

参加人数 ３日間延べ約2,200人（一般市民含む）

本部企画 体育祭（10月17日（日））

オープニングパレード（10月24日（日））

前夜祭（10月30日（金））

中夜祭（10月31日（土））

お笑いライブ（10月31日（日））

ハイキングウォーキング，犬の心，永井佑一郎

後夜祭（10月31日（日））

一般企画数 49団体（模擬店 他）



○人事異動

発令年月日 発令事項等

大学教員

H22.8.1 採　　用 助教（臨床・健康教育学系） 小　林　優　子 多摩リハビリテーション学院言語聴覚学科専
任教員

兼　　務 助教（特別支援教育実践研究センター） 小　林　優　子 助教（臨床・健康教育学系）

H22.9.1 採　　用 助教（臨床・健康教育学系） 山　本　隆一郎 日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野専
修研究員

兼　　務 心理教育相談室相談員 山　本　隆一郎 助教（臨床・健康教育学系）

H22.10.1 昇　　任 教授（学校教育学系） 木　村　吉　彦 准教授（学校教育学系）

昇　　任 教授（学校教育学系） 越　　　良　子 准教授（学校教育学系）

昇　　任 准教授（芸術・体育教育学系） 周　東　和　好 講師（芸術・体育教育学系）

H22.10.22 退　　職 小　林　志　郎 特任教授（学校教育実践研究センター）

事務系職員

H22.9.1 配 置 換 総務部総務課総務チーム主任 五百川　初　恵 総務部財務課経理・契約チーム主任

配 置 換 総務部総務課人事・労務チーム主任 後　藤　　　渉 総務部企画室企画・評価チーム主任

配 置 換 総務部企画室企画・評価チーム主任 木　浦　正　志 総務部総務課人事・労務チーム主任

配 置 換 総務部財務課財務チーム主査（主に決算担
当）

池　田　　　彰 総務部財務課経理・契約チーム主査（主に経
理謝金担当）

配 置 換 総務部財務課経理・契約チーム主査（主に経
理謝金担当）

浅　岡　芳　郎 学務部学生支援課学生支援チーム主査（主に
学生宿舎担当）

配 置 換 総務部財務課経理・契約チーム主任 桐　山　　　泉 総務部総務課総務チーム主任

配 置 換 学務部教育支援課教務支援チーム主査（主に
教務推進担当）

池　田　謙　哉 総務部財務課財務チーム主査（主に決算担
当）

配 置 換 学務部教育支援課教務支援チーム主査（主に
教務支援担当）

大　津　輝　幸 学務部研究連携室研究連携チーム主査（主に
研究支援担当）

配 置 換 学務部研究連携室研究連携チーム主査（主に
研究支援担当）

瀧　本　一　幸 学務部教育支援課教務支援チーム主査（主に
教務推進担当）

異　動　事　項 氏　　　　名 現　・　旧　職

人　　事
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発令年月日 発令事項等 異　動　事　項 氏　　　　名 現　・　旧　職

配 置 換 学務部学生支援課学生支援チーム主査（主に
学生宿舎担当）

小　山　公　一 学務部教育支援課教務支援チーム主査（主に
教務支援担当）

事務補佐員

H22.8.31 退　　職 森　田　百合子 総務部財務課経理・契約チーム

H22.9.1 採　　用 総務部財務課経理・契約チーム 田　村　あゆみ

H22.10.1 採　　用 学務部学術情報課学術情報チーム 岩　淵　貴要子

サイエンス
パフォーマンス
アドバイザー

H22.7.5 採　　用 学務部教育支援課学校連携チーム 池　田　定　充

採　　用 学務部教育支援課学校連携チーム 槇　嶋　誠太郎

特別支援教育
実践研究センター
サポートスタッフ

H22.7.30 退　　職 （期間満了） 金　泉　晶　子 特別支援教育実践研究センター
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○学内委員会等委員

氏　　　名 委員会組織における職名又は組織等 職　名 任　期 備　考

北條　礼子 人文・社会教育学系 教授 22.10.1～24.3.31
野地委員の
後任

氏　　　名 委員会組織における職名又は組織等 職　名 任　期 備　考

小林　優子
学校教育専攻
特別支援教育コース

助教 22.8.1～23.3.31
土谷委員の
後任

氏　　　名 委員会組織における職名又は組織等 職　名 任　期 備　考

小林　優子
学校教育専攻
特別支援教育コース

助教 22.10.1～23.3.31
土谷委員の
後任

山本隆一郎
学校教育専攻
臨床心理学コース

助教 22.10.13～23.3.31
高橋委員の
後任

氏　　　名 委員会組織における職名又は組織等 職　名 任　期 備　考

阿部亮太郎
教科・領域教育専攻
芸術系コース

准教授 22.10.1～24.3.31
髙石委員の
後任

氏　　　名 委員会組織における職名又は組織等 職　名 任　期 備　考

山本隆一郎 臨床・健康教育学系 助教 22.10.13～24.3.31
高橋委員の
後任

氏　　　名 委員会組織における職名又は組織等 職　名 任　期 備　考

山本隆一郎 心理教育相談室相談員 助教

氏　　　名 委員会組織における職名又は組織等 職　名 任　期 備　考

小林　優子 特別支援教育実践研究センター 助教

法人に置かれる委員会

特別支援教育実践研究センター運営委員会

附属施設等に置かれる委員会

教授会に置かれる委員会

教育実習委員会

施設安全・環境委員会

就職委員会

ファカルティ・ディベロップメント委員会

学校教育実践研究センター運営委員会

心理教育相談室運営委員会
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氏　　　名 委員会組織における職名又は所属等 職　名

五十嵐素子 学校教育方法連合講座 准教授

井上　久祥 学校教育方法連合講座 准教授

濤﨑　智佳 自然系教育連合講座 准教授

時得　紀子 芸術系教育連合講座 准教授

光永伸一郎 生活・健康系教育連合講座 教授

22.10.1付け連合研究科担当

22.10.1付け連合研究科担当

22.10.1付け連合研究科担当

22.10.1付け連合研究科担当

22.10.1付け連合研究科担当

連合大学院委員会

備　考

運営の基本組織として置かれる委員会

7
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一般通報事項

○役員会

■第59回役員会

期 日 平成22年８月４日（水）

議 題

１ サテライト施設の運営

■第60回役員会

期 日 平成22年10月20日（水）

議 題

１ 学則の一部改正

２ 役員報酬及び職員給与の改定

３ 資金管理口座の整理

○経営協議会

■第28回経営協議会

期 日 平成22年10月20日（水）

議 題

１ 役員報酬及び職員給与等の改定

２ 車両入構登録証発行手数料の導入

３ 資金管理口座の整理

○教育研究評議会

■第97回教育研究評議会

期 日 平成22年７月14日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 教授会に置かれる委員会委員の委嘱

３ 大学院入試における本学学部生機関長推薦の取扱い

■第98回教育研究評議会

期 日 平成22年８月４日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 理数系教員（コア・サイエンス・ティーチャー）養成拠点構築事業の導入
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３ 上越教育大学ＣＳＴ養成事業実施委員会の設置

４ 受託研究の受入れ

■第99回教育研究評議会

期 日 平成22年９月８日（水）

議 題

１ 教授会に置かれる委員会委員の委嘱

２ 上越市校長会，上越市教育委員会及び特定非営利活動法人上越地域学校教育支援センターとの上

越市学校教育支援協議会の設置

■第100回教育研究評議会

期 日 平成22年10月13日（水）

議 題

１ 学則の一部改正

２ 教員人事

３ 教授会に置かれる委員会委員の委嘱

４ 受託研究の受入

○教授会

■第110回教授会

期 日 平成22年７月28日（水）

議 題

１ 特別聴講学生の受入れ

２ 教員人事

■第111回教授会

期 日 平成22年８月25日（水）

議 題

１ 学籍異動

２ 平成22年度前期学位論文等提出者に係る学位論文等総合審査

■第112回教授会

期 日 平成22年９月13日（月）

議 題

１ 平成２３年度大学院入試（前期募集）合格者の判定

２ 平成２３年度教育職員免許取得プログラム受講者の判定

３ 平成２２年度学部前期卒業判定
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４ 平成２２年度大学院前期修了判定

５ 学位規則の一部改正

■平成22年度第１回臨時教授会

期 日 平成22年９月13日（月）

議 題

１ 調査特別委員会の設置

■第113回教授会

期 日 平成22年９月29日（水）

議 題

１ 学籍異動

２ 特別聴講学生の受入許可取消し

３ 教員人事

■第114回教授会

期 日 平成22年10月27日（水）

議 題

１ 教員人事

○職員の改姓

附属小学校

新氏名 大下 さやか

旧氏名 北原 さやか
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○名誉教授称号授与式

本学名誉教授称号授与式が７月１日(木)大会議室において行われた。

今回名誉教授の称号を授与された方は，次のとおりである。

池田 操（元大学院学校教育研究科教授）

福岡 奉彦（ 〃 ）

森 博（ 〃 ）

前列左から 戸北理事，森名誉教授，若井学長，池田・福岡の各名誉教授，渡部理事，

後列左から 立屋敷学系長，佐藤・加藤・川崎・下西の各副学長，後藤学系長

○国立大学法人上越教育大学と新潟県立看護大学との包括的な連携・協力に関する協定調印式

平成22年７月２日（金），新潟県立看護大学と包括的な連携・協力に関する協定を締結した。

この協定は，両大学の教育研究等の充実を図り，もって地域社会に貢献することを目的としている。

本学で行われた調印式には，新潟県立看護大学から渡邉隆学長，中野正治副学長他２名，本学から若井

彌一学長，戸北凱惟理事，渡部良和理事他４名の副学長が出席した。

今回の協定締結により，新たに設置した「連

携推進協議会」において教育研究上の包括的

な連携を更に深めるとともに，その成果を元

に，両大学における教育研究等に係る事項や

事業ばかりでなく，地域の諸問題にも対応し

得る地域貢献を推進していくことを目指すも

のである。
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○上越教育大学くびきの奨学金授与式

平成22年７月７日（水）に，上越教育大学くびきの奨学金制度により平成22年度前期分奨学生に該当す

る者として，学部生７人，大学院生９人に対してくびきの奨学金授与式を実施した。

○国立大学法人上越教育大学と社団法人上越国際交流協会との連携連絡会設置に関する覚書締結式

平成22年７月16日（金）に社団法人上越国際交流協会と連携連絡会設置に関する覚書を締結した。国際

的視野で教育研究活動等を推進する本学と上越市民が主体となって産業・文化・スポーツ・教育・学術等

幅広い分野で国際交流等を積極的に推進する上越国際交流協会との一層の連携・協力を推進するため，「国

立大学法人上越教育大学と社団法人上越国際交流協会との連携連絡会」を設置することを目的とするもの

である。

本学で行われた締結式には，上越国際交流協会から東山昕也理事長，鈴木克典副理事長，川室京子専務

理事の３名，本学から若井学長，戸北理事（国

際交流推進室長），渡部理事，下西副学長，原

准教授（国際交流専任教員）ほか５名が出席

した。

上越国際交流協会とは，本学及び地域への

国際交流・留学生の支援活動に相互に連携・

協力を図り，円滑に各種事業を実施してきた

が，これまで培ってきた信頼関係と連携・協

力の実績を基盤に，より一層の緊密かつ組織

的な連携・協力の充実を図ることとした。

○平成22年度構内クリーンデー実施

学生及び全学教職員のキャンパス内の環境美化への意識向上を図るため，７月21日（水）の午後１時30

分から午後３時まで約１時間30分かけて山屋敷地区の構内クリーンデーを実施した。

当日は，学長をはじめ学生及び教職員併せて140人を超える参加があり，より一層クリーンなキャンパス

となった。
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○平成22年度附属中学校わくわく大学デー

附属学校との連携充実策として，７月26日(月)から８月６日(金)までの間，「附属中学校わくわく大学デ

ー」特別授業を実施した。

この事業は，大学教員が研究などの一端を特別授業として附属中学校生徒に紹介し，これを生徒が体験

することを通して，学問や学習のおもしろさに触れさせ，生徒の知的好奇心や進路意識を高めることを目

的としている。

今年度は，８講座（参加生徒延べ248人）を実施した。

○博士課程上越Ｄ１セミナー

本学に配属された博士課程１年次学生を中心に学生間の交流の場を提供し，研究題目の紹介と意見交換

を通じて，課題研究の進め方や学位論文作成までの過程について共通認識を持たせ，学位取得の円滑化を

図ることを目的として，桐生徹氏（平成20年度修了）と神崎弘範氏（平成21年度修了）をアドバイザーと

して招き，博士課程上越Ｄ１セミナーを実施するとともに，併せて「学生参加プロジェクト」の研究会を

実施した。

期 日 平成22年７月31日(土)・８月１日(日)

場 所 講義棟201教室

参加者 博士課程学生，アドバイザー，教職員 他 20人

○オープンキャンパス２０１０

高校生，保護者及び高等学校教員等へ本学の特色・魅力

を強くアピールするために，「教育と教職の素晴らしさ」を

参加者が体感できる体験型のオープンキャンパスを実施し

た。

今年度は，保護者説明会を新たに開催したり，体験授業

の科目数を増やすなど，「見て，聞いて，体験できる」オー

プンキャンパスの色合いをより一層濃くした。
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参加者数は，昨年度より約150人の増となる642人となり，参加者からのアンケートの回答では，「大学の

雰囲気がよくわかった，参加してよかった」などの声が多く寄せられた。

期 日 平成22年８月６日（金）

会 場 本学講堂ほか

参 加 者 642人

内 容 午前：全体説明（大学概要，入試情報，カリキ

ュラム，就職情報，キャンパスライフ），卒業生（現職教員）

・在学生の体験談発表，課外活動見学，学びのひろば見学

午後：学長ゼミ，保護者説明会，体験授業，質問コーナー，

施設見学（学生宿舎，図書館，ピアノ個人練習室）

○大学院入学相談会

現職教員及び大学生等の入学希望者を対象に，大学院入学相談会を新潟，東京の２会場で，次のとおり

実施した。

【新潟会場】

期 日 平成22年８月21日（土）

会 場 本学新潟サテライト

参 加 者 13人

【東京会場】

期 日 平成22年９月11日（土）

会 場 表参道・新潟館ネスパス

参 加 者 30人

○ウエストミンスター校（オーストラリア）訪問

平成22年８月21日（土）～26日（木）の間，附属小学校５・６年生21名が，大学の海外協定校であるウ

エストミンスター校（アデレード）を訪問した。

８月23日（月）には同校を訪れ，盛大な歓迎式を開いてもら

った。その日は同校の日本語授業で日本の遊びや文化を紹介し

たり，通常授業に参加したり，現地のスポーツを行ったりして

交流を深めた。翌日は，バディーの子と一緒に，アデレード市

内観光や動物園の見学，現地レストランでの夕食等を楽しんだ。

10月４日（月）には，ウエストミンスター校の37名が附属小

学校を訪問し，感動の再会を果たした。
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○科学研究費補助金説明会

本学教員を対象として，平成23年度科学研究費補助金の応募に向けた説明会を次のとおり実施した。

日 時：平成22年９月17日（金）13：30～14：30

場 所：第２講義棟202教室

説明内容：１．科学研究費補助金執行について

～具体的事例を元にした不正使用防止に関する注意点

２．研究計画調書の作成について

・作成上の留意点

・作成にあたってのアドバイス等の紹介

３．採択者からのアドバイス

参 加 者：約30名

○大学院説明会

現職教員及び大学生等の入学希望者を対象に，大学院の特色，専攻・コース（科目群）の教育・研究内

容等を紹介するため，今年度３回目の大学院説明会を実施した。

期 日 平成22年９月25日（土）

会 場 本学第２講義棟202室 他

参 加 者 70人

○上越市校長会，上越市教育委員会，国立大学法人上越教育大学及び特定非営利活動法人上越地域学校

教育支援センターとの上越市学校教育支援協議会設置に関する覚書調印

平成22年９月27日（月），本学と上越市校長会，上越市教育委員会及び特定非営利活動法人上越地域学

校教育支援センターとの４者において，上越市学校教育支援協議会設置に関する覚書の調印が行われた。

この覚書は，４者が連携協力し，上越市の小学校及び中学校を支援することにより，学校の教育活動等

の発展に寄与することを目的としている。

今回の覚書締結により，新たに設置した「上越市学校教育支援協議会」において学校及び学校組織間に

おける情報の共有化を推進すると共に，学校の課題解決及び教育活動への支援を推進していくことを目指

すものである。
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○第１回ＣＳＴ養成事業実施委員会

独立行政法人科学技術振興機構（JST）の「平成22年度理数系教員（コア・サイエンス・ティーチャー）

養成拠点構築事業」に提案した「科学リテラシーと観察・実験指導能力に優れたCST養成プロジェクト」が

採択され，上越教育大学と新潟県及び新潟市の教育委員会等と共同しＣＳＴの養成を行うこととなった。

この事業を円滑に実施するため，平成22年９月30日(木)本学大会議室において，新潟県教育委員会など

共同実施機関等の担当者及び学内関係者で組織する上越教育大学CST養成事業実施委員会を開催し，今年度

事業の実施について審議を行った。

○第３回辰野千壽教育賞授与式

平成22年10月１日（金），第３回辰野千壽教育賞授与式を開催した。当日は，優秀賞を受賞された上農肇

さん（石川県立いしかわ特別支援学校教諭）及び東野裕子さん（兵庫県西宮市立高木小学校教諭）に，そ

の栄誉を讃え賞状を授与するとともに，副賞を贈呈した。

前列左から，髙田喜久司（新潟工科大学教授）様，新井郁男（(財)教育調査研究所理事長）様，

初代学長の辰野千壽先生，上農肇さん，東野裕子さん，若井学長，

渡辺英美子（新潟日報社上越支社長）様，戸北理事

後列左から，林教授，野村教授，佐藤副学長，藤岡教授，廣瀬教授

○ウェストミンスター校（オーストラリア）初等部来訪

本学の交流協定校であるウェストミンスター校初等部の生徒及び引率者43名が，平成22年10月４日（月）

と５日（火）に本学を訪れ，附属小学校児童及び学生との交流を行った。

両日の活動は，次のとおり。
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４日 附属小学校での活動（音楽集会，学校ツアー，授業参加，歌舞伎鑑賞など）

ショッピング

学生との交流

５日 茶道体験

大学での活動（歓迎式，日本語授業，学内オリエンテーリングなど）

市内見学

学生との交流

○平成22年度第１回国立大学法人上越教育大学と社団法人上越国際交流協会との連携連絡会

平成22年10月７日（木）15時から本学中会議室において，本学と上越国際交流協会との連携連絡会を開

催した。

本学と上越国際交流協会との一層の連携・協力を推進するため，様々な協議を行った。

○上越地域教育委員会と国立大学法人上越教育大学との連携推進協議会

平成22年10月12日（火），上越地域（上越市，柏崎市，糸魚川市，妙高市）教育委員会と本学との連携推

進協議会を開催した。

連携推進協議会では，現職教員の高度研修機関である本学の特質を活かし，高度な臨床的指導力の向上

を図る人材養成及び教育相談等を中核とした，組織的・継続的な地域貢献を推進することを目的として，

様々な協議が行われた。

○「学生生活に役立つ本」選書ツアー

附属図書館では，「学生生活に役立つ本」選書ツアー第１回・第２回を実施した。

学生・教職員から参加者を募り，市内書店で１人１万円の予算で購入図書を選定し，附属図書館の蔵書と

して利用に供している。

各回の実施状況は次のとおりである。

１回目平成22年10月13日 参加者 学生２名 教職員３名 購入冊数34冊

２回目平成22年10月20日 参加者 学生８名 教職員２名 購入冊数72冊

今年度は計４回の開催を予定している。
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○平成22年度文化講演会

「街なかで気軽に参加できる講演会を上越市と上越教育大学が協力して開催し，市民の学習機会の充実

を図ること」を目的として，平成22年度文化講演会を次のとおり開催した。

講師の深田悦之氏が，杉並区立和田中学校での音楽授業や部活動を通して参画した学校改革について記

録映像や音楽演奏を織り交ぜながらわかりやすく語った。

日 時 10月24日（日）14:00～15:30

場 所 上越市「直江津学びの交流館」

テーマ ミュージシャンが参加した学校改革

講 師 深田 悦之 氏（ミュージシャン，作家）

参加者 約90名

○平成22年度新潟県内国立大学法人等係長研修

新潟県内国立大学法人等の係長相当の職にある者に対して，職務遂行に必要な基本的，一般的知識を習

得させるとともに，係長又は係長相当職としての能力及び識見を確立させ，国立大学法人等の管理運営の

重要な担い手としての資質の向上を図ることを目的として，平成22年10月26日（火）から10月28日（木）

の間，本学大会議室及び国立妙高青少年自然の家において，平成22年度新潟県内国立大学法人等係長研修

（受講者22人）を実施した。

○国立大学法人上越教育大学と新潟県立看護大学との連携推進協議会

平成22年10月29日（金），本学と新潟県立看護大学との連携推進協議会を開催した。

連携推進協議会では，それぞれの大学の教育研究等の充実を図り，もって地域社会に貢献することを目

的として，様々な協議が行われた。

○ミニ・オープンキャンパス2010

今年度は初の試みとして，学園祭（越秋祭）の日に高校生，保護者等を対象としたミニ・オープンキャ

ンパスを実施した。参加者は，普段とは違った活気あふれる学生の姿や学園祭ならではのキャンパスの雰

囲気など，オープンキャンパスにはない新たな発見をしたようである。

期 日 平成22年10月30日（土）

会 場 本学講義棟201室

参 加 者 85人

内 容 午前：大学紹介（学長，副学長，在学生の３者によるフリー・トーキング），在学生の

体験談発表

午後：個別相談（カリキュラム，キャンパスライフ，就職情報，入試情報）



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

1 講師 末松　裕基 イギリス

ｲｷﾞﾘｽ教育経営学会(BELMAS)へ
の参加並びにﾛﾝﾄﾞﾝ大学教育学
部･ﾐﾙﾄﾝｷｰﾝｽﾞ市内学校における
ｽｸｰﾙﾘｰﾀﾞｰ教育ﾃﾞｰﾀ収集

平成22年７月８日～
平成22年７月15日

外国出張

2 准教授 山縣　耕太郎 イスラエル
International Geographical
Union(国際地理学会)大会への
参加と研究成果発表

平成22年７月11日～
平成22年７月19日

外国出張

3 教諭 江谷　和樹 韓国
科研費・アジア伝統音楽の指導
法開発に係る資料収集

平成22年７月27日～
平成22年７月30日

外国出張

4 准教授 時得　紀子 中国
国際音楽教育会議における科研
の成果発表及び北京師範大学と
の情報交換

平成22年７月31日～
平成22年８月８日

外国出張

5 准教授 山縣　耕太郎 中国 科研に関わる調査
平成22年８月２日～
平成22年８月11日

外国出張

6 教授 加藤　哲文 アメリカ

国際行動医学会第11回大会への
参加及び公開講座｢応用行動分
析で授業が変わる,学校が変わ
る｣の実施のため

平成22年８月３日～
平成22年８月９日

外国出張

7 准教授 洞谷　亜里佐 タイ
タイとラオスにおける伝統的壁
画の再構築について

平成22年８月７日～
平成22年８月19日

外国出張

8 教授 梅野　正信 韓国

国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ｢History
Education in Museuma and
Memorial Halls:Comparison of
European and East Asian｣での
招待報告

平成22年８月10日～
平成22年８月13日

外国出張

9 教授 大庭　重治 アメリカ
ｱﾒﾘｶ心理学会第118回年次大会
に出席

平成22年８月11日～
平成22年８月17日

外国出張

10 准教授 葉石　光一 アメリカ
アメリカ心理学会での成果発表
と情報収集

平成22年８月11日～
平成22年８月17日

外国出張

11 准教授 大場　浩正 韓国
第15回環太平洋応用言語学会に
て研究(共同研究)発表を行うた
め

平成22年８月16日～
平成22年８月19日

外国出張

12 校長 天野　和孝 韓国
韓国交歓（訪問）の実施に伴う
生徒引率

平成22年８月19日～
平成22年８月23日

外国出張

13 教諭 池村　和重 韓国
韓国交歓（訪問）の実施に伴う
生徒引率

平成22年８月19日～
平成22年８月23日

外国出張

14 教諭 阿部　洋子 韓国
韓国交歓（訪問）の実施に伴う
生徒引率

平成22年８月19日～
平成22年８月23日

外国出張

15 教諭 柳澤　一輝 韓国
韓国交歓（訪問）の実施に伴う
生徒引率

平成22年８月19日～
平成22年８月23日

外国出張

○海外渡航
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職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

16 養護教諭 高瀬　育子 韓国
韓国交歓（訪問）の実施に伴う
生徒引率

平成22年８月19日～
平成22年８月23日

外国出張

17 教授 細江　容子 アメリカ
学校教育におけるｼﾞｪﾛﾝﾄﾛｼﾞｰ教
育の研究資料､教育事例収集と
研究打合せ

平成22年８月19日～
平成22年８月27日

外国出張

18 教授 北條　礼子 オーストラリア
附属小学校海外訪問(ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ
校との交流)の引率

平成22年８月21日～
平成22年８月26日

外国出張

19 副学長 佐藤　芳徳 オーストラリア
附属小学校海外訪問(ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ
校との交流)の引率

平成22年８月21日～
平成22年８月26日

外国出張

20 教授 林　　泰成 オーストラリア
附属小学校海外訪問(ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ
校との交流)の引率

平成22年８月21日～
平成22年８月26日

外国出張

21 副校長 神村　大輔 オーストラリア
附属小学校海外訪問(ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ
校との交流)の引率

平成22年８月21日～
平成22年８月26日

外国出張

22 指導教諭 青木　弘明 オーストラリア
附属小学校海外訪問(ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ
校との交流)の引率

平成22年８月21日～
平成22年８月26日

外国出張

23 教諭 藤城　真二 オーストラリア
附属小学校海外訪問(ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ
校との交流)の引率

平成22年８月21日～
平成22年８月26日

外国出張

24 教諭 北原　さやか オーストラリア
附属小学校海外訪問(ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ
校との交流)の引率

平成22年８月21日～
平成22年８月26日

外国出張

25 教諭 髙峯　綾子 オーストラリア
附属小学校海外訪問(ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ
校との交流)の引率

平成22年８月21日～
平成22年８月26日

外国出張

26 准教授 野地　美幸 アメリカ
第二言語獲得に関する研究、及
び研究打合せ

平成22年８月30日～
平成23年１月２日

外国出張

27 教授 下里　俊行 フィンランド 資料調査
平成22年９月３日～
平成22年９月24日

外国出張

28 教授 細江　容子 中国
学校教育におけるｼﾞｪﾛﾝﾄﾛｼﾞｰ教
育に関する調査・研究打合せ

平成22年９月６日～
平成22年９月11日

外国出張

29 講師 森口　佑介 アメリカ
ﾐﾈｿﾀ大学Zelazo博士のﾗﾎﾞを訪
問し､幼児の前頭葉機能の発達
の共同研究を行うため

平成22年９月６日～
平成22年９月18日

外国出張

30 教授 平野　絹枝 イギリス
応用言語学(英語教育学)におけ
る英語学力評価に関する研究･
文献資料収集

平成22年９月６日～
平成22年９月28日

外国出張

31 理事 戸北　凱惟
トルコ
中国

大学間交流協定の更新及び東ｱ
ｼﾞｱ教員養成国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ出席
のため

平成22年９月14日～
平成22年９月27日

外国出張

32 准教授 原　　瑞穂
トルコ
中国

大学間交流協定の更新及び東ｱ
ｼﾞｱ教員養成国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ出席
のため

平成22年９月14日～
平成22年９月27日

外国出張

33 教授 川村　知行 トルコ
大学間交流協定の更新､教材開
発に関する調査及び資料収集

平成22年９月14日～
平成22年９月29日

外国出張
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職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

34 准教授 濤﨑　智佳 スイス

｢ASTE望遠鏡とNRO45m望遠鏡に
よるNROﾚｶﾞｼｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ:M33の巨
大分子雲ｻｰﾍﾞｲ｣に関する発表
(口頭)

平成22年９月18日～
平成22年９月26日

外国出張

35 教授 黎　　子椰 中国
留学生の受入れ･派遣に関する
資料収集及び東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22年９月20日～
平成22年９月27日

外国出張

36 講師 周東　和好 ドイツ
平成22年度海外との研究交流
(国際学会等参加)のため

平成22年９月21日～
平成22年10月４日

外国出張

37 准教授 志村　喬
アイルランド
イギリス

平成22年度海外との研究交流
(派遣)及び日本地理学会秋季学
術大会への参加･ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑｺﾒﾝﾄ
のため

平成22年９月22日～
平成22年10月１日

外国出張

38 准教授 五十嵐　素子 ベトナム
防災に関わる授業の実施と調
査､現地の防災･災害･環境資源
に関する情報収集

平成22年９月24日～
平成22年９月29日

外国出張

39 准教授 田島　弘司 ベトナム

藤岡達也教授が代表となってい
る科学研究費補助金の研究調査
を研究分担者としてﾊﾉｲ国家大
学及びその周辺地域で実施する
ため

平成22年９月24日～
平成22年９月29日

外国出張

40 教授 藤岡　達也 ベトナム
科研費研究に関わる研究調査及
び資料収集

平成22年９月24日～
平成22年９月29日

外国出張

41 講師 生澤　繁樹 アメリカ
Global Studies Conferenceへ
の学会参加・発表および研究資
料の収集

平成22年10月３日～
平成22年10月11日

外国出張

42 教授 釜田　聡
アメリカ
カナダ

ｱﾒﾘｶにおける教師教育の動向と
学校における教育実践と評価に
関する現地調査と資料収集｡
ESDに関する現地調査と資料収
集

平成22年10月11日～
平成22年10月18日

外国出張

43
特任准教
授

渡辺　径子
アメリカ
カナダ

ｱﾒﾘｶにおける教師教育の動向と
学校における教育実践と評価に
関する現地調査と資料収集｡
ESDに関する現地調査と資料収
集

平成22年10月11日～
平成22年10月18日

外国出張

44
特任准教
授

清水　雅之
アメリカ
カナダ

ｱﾒﾘｶにおける教師教育の動向と
学校における教育実践と評価に
関する現地調査と資料収集｡
ESDに関する現地調査と資料収
集

平成22年10月11日～
平成22年10月18日

外国出張

45
特任准教
授

伊佐　貢一
アメリカ
カナダ

ｱﾒﾘｶにおける教師教育と学校に
おける教育実践と評価に関する
現地調査と資料収集

平成22年10月11日～
平成22年10月18日

外国出張

46
特任准教
授

佐藤　佐敏
アメリカ
カナダ

ｱﾒﾘｶにおける教師教育の動向と
学校における教育実践と評価に
関する現地調査と資料収集｡
PISA型読解力向上に資する資料
収集

平成22年10月11日～
平成22年10月18日

外国出張

47
特任准教
授

中野　博幸
アメリカ
カナダ

ｱﾒﾘｶにおける教師教育の動向と
学校における教育実践と評価に
関する現地調査と資料収集｡
ESDに関する現地調査と資料収
集

平成22年10月11日～
平成22年10月18日

外国出張
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48 准教授 清水　富弘
オーストラリア
ドイツ

ｵｰｽﾄﾗﾘｱのﾊﾞｰﾄｲｼｭﾙ地方で開催
される世界温泉療法の発表及び
ﾄﾞｲﾂのﾐｭﾝﾍﾝ周辺の温泉医学に
関する施設での研究資料の収集

平成22年10月20日～
平成22年10月28日

海外研修

49 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)の打合せ

平成22年10月28日～
平成22年11月９日

海外研修
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主要日誌（学報№１１４　平成２２年１１月１０日号）

■大学
事　　　　　　　　　　項

７月１日 （木） 名誉教授称号授与式
７月２日 （金） 国立大学法人上越教育大学と新潟県立看護大学との包括的な

連携・協力に関する協定書調印式
７月５日 （月） 第１回留学生が語る／留学生と語る会
７月７日 （水） 第４回入学試験委員会

くびきの奨学金授与式
第３回衛生委員会

７月９日 （金） 第１回免Ｐ支援室会議
７月11日 （日） J.TEST実用日本語検定受検
７月14日 （水） 第97回教育研究評議会
７月15日 （木） 第２回国際交流推進室会議
７月16日 （金） 国立大学法人上越教育大学と社団法人上越国際交流協会との

連携連絡会設置に関する覚書の締結式
７月20日 （火） 第３回教育実習委員会
７月21日 （水） 平成22年度構内クリーンデー
７月23日 （金） 第４回教務委員会
７月26日 （月） 第３回男女共同参画推進委員会

わくわく大学デー（～８／６（金））
７月27日 （火） 第３回地域連携推進室会議
７月28日 （水） 第110回教授会

第２回辰野千壽教育賞実行委員会
７月29日 （木） 短期外国人留学生成果発表会

第２回学術研究委員会
保健管理センター運営委員会

７月30日 （金） 第５回カリキュラム企画運営会議
７月31日 （土） 博士課程上越Ｄ１セミナー（～８／１（日））
８月３日 （火） 第56回大学評価委員会

月　日

８月３日 （火） 第56回大学評価委員会
８月４日 （水） 第98回教育研究評議会

第59回役員会
第４回衛生委員会

８月６日 （金） オープンキャンパス2010
８月９日 （月） 地域散策とそば打ち体験
８月10日 （火） 平成22年度保育実習学部２年次（～９／４（土））
８月18日 （水） 平成22年度保育実習学部４年次

（～８／31（火），９／６（月）～17（金））
８月19日 （木） 第５回入学試験委員会
８月20日 （金） 第５回教務委員会
８月21日 （土） 大学院入学相談会（新潟会場）

ウエストミンスター校訪問（～８／26(木)）
８月25日 （水） 第111回教授会
８月28日 （土） 平成23年度大学院入試（前期募集）
８月30日 （月） 第６回カリキュラム企画運営会議

第３回国際交流推進室会議
第３回辰野千壽教育賞実行委員会

８月31日 （火） 第１回施設安全・環境委員会
９月１日 （水） 第５回衛生委員会

第１回危機管理室会議
９月６日 （月） 第４回地域連携推進室会議

辰野千壽教育賞選考会議
平成22年度（秋期）教育実習学部１年次（～９／10（金））
学部２年次（～９／10（金），９／24（金）～30（木））
学部３年次及び免Ｐ２年次（～９／28（火））

９月７日 （火） 第19回情報・広報委員会
2010年度短期外国人留学生修了証書授与式

９月８日 （水） 第99回教育研究評議会
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事　　　　　　　　　　項月　日
９月９日 （木） 第４回学生委員会

第６回教務委員会
９月10日 （金） 第２回セクシュアル・ハラスメント等人権侵害対策委員会

第６回入学試験委員会
９月11日 （土） 大学院入学相談会（東京会場）
９月13日 （月） 第112回教授会

平成22年度第１回臨時教授会
９月15日 （水） 平成23年度大学院入試（前期募集）合格者発表
９月17日 （金） 科学研究費補助金説明会
９月21日 （火） 第2回文献の探し方ガイダンス他（９／21（火），27(月)～30(木),

10／12(火),13(水),19(火),20(水)）
９月24日 （金） 第３回研究推進支援室会議
９月25日 （土） 第３回大学院説明会（上越会場）
９月27日 （月） 上越市校長会，上越市教育委員会，国立大学法人上越教育大学及び

特定非営利活動法人上越地域学校教育支援センターとの
上越市学校教育支援協議会設置に関する覚書調印
第７回教務委員会

９月29日 （水） 第113回教授会
９月30日 （木） 第20回情報・広報委員会

平成22年度（前期）学位記授与式
第１回ＣＳＴ養成事業実施委員会

10月１日 （金） 第３回辰野千壽教育賞授与式
10月４日 （月） ウェストミンスター校初等部来訪（～10／５(火)）
10月６日 （水） 第７回カリキュラム企画運営会議

第６回衛生委員会
第３回セクシュアル・ハラスメント等人権侵害対策委員会

10月７日 （木） 平成22年度第１回国立大学法人上越教育大学と社団法人
上越国際交流協会との連携連絡会

10月８日 （金） 第４回男女共同参画推進委員会
10月12日 （火） 第７回入学試験委員会

上越地域教育委員会と 立大学法 上越教育大学と 連携推進協議会上越地域教育委員会と国立大学法人上越教育大学との連携推進協議会
10月13日 （水） 第100回教育研究評議会

第１回「学生生活に役立つ本」選書ツアー
10月15日 （金） 教員養成課程学生合宿研修（～10/16（土））
10月19日 （火） 第２回附属学校運営委員会
10月20日 （水） 第60回役員会

第28回経営協議会
第２回「学生生活に役立つ本」選書ツアー
10月入学留学生オリエンテーション
第８回教務委員会

10月21日 （木） 第４回国際交流推進室会議
10月24日 （日） 文化講演会
10月26日 （火） 平成22年度新潟県内国立大学法人等係長研修（～10/28（木））
10月27日 （水） 第114回教授会

第２回就職委員会
10月28日 （木） 第１回総合学生支援室会議

第２回ＦＤ委員会
10月29日 （金） 国立大学法人上越教育大学と新潟県立看護大学との連携推進協議会

第28回大学祭（～10/31（日））
10月30日 （土） ミニ・オープンキャンパス2010

■附属幼稚園
事　　　　　　　　　　項

７月７日 （水） 園開放デー
七夕まつり

７月12日 （月） 避難訓練
７月16日 （金） うみ組宿泊保育（～７／17（土））
７月22日 （木） 第１学期終業式

月　日
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事　　　　　　　　　　項月　日
８月28日 （土） 園見学デー
８月29日 （日） 園開放デー

園見学デー
９月１日 （水） 第２学期始業式
９月８日 （水） 避難訓練
９月15日 （水） 第２回研究保育
９月17日 （金） 入園選考説明会
10月６日 （水） 第18回幼児教育研究会
10月25日 （月） 平成23年度入園選考（～10／26（火））

■附属小学校
事　　　　　　　　　　項

７月23日 （金） 第１学期終業式
８月６日 （金） 欠員募集入学選考
８月21日 （土） ウエストミンスター校訪問（～８／26(木)）
９月１日 （水） 第２学期始業式
９月６日 （月） 教育実習（～９／28日(火)）
９月10日 （金） 避難訓練
10月４日 （月） ウエストミンスター校初等部来校（～10／５(火)）
10月13日 （水） ６年生宿泊体験活動（関東方面）（～10／15(金)）
10月24日 （日） ポプラ祭

■附属中学校
事　　　　　　　　　　項

７月３日 （土） 学校説明会
７月23日 （金） 第１学期終業式
７月26日 （月） わくわく大学デー（～８／６（金））
８月19日 （木） 韓国交歓（～８／23（月））
８月27日 （金） 第２学期始業式
９月４日 （土） 桜城体育祭

（水） 避難訓練

月　日

月　日

９月29日 （水） 避難訓練
10月15日 （金） 平成22年度教育研究協議会
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