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学 事

○平成25年度（春期）教育実習

・学校教育学部３年次学生及び大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム学生

５月27日(月)～５月31日(金)

上越市，妙高市及び糸魚川市の小学校（62校）並びに附属小学校で初等教育実習「観

察・参加」実習を行った。

・学校教育学部４年次学生及び大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム学生

５月13日(月)～５月31日(金)

上越市，妙高市及び糸魚川市の中学校（28校）並びに附属中学校で中等教育実習を行

った。

・大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム１年次学生

５月22日（水）附属小学校で，６月19日（水）附属中学校で教育実地研究ＩＣ（観

察・参加）実習を行った。

○学生宿舎火災避難訓練

世帯用学生宿舎及び国際学生宿舎に入居する者の防災意識の高揚を図ることを目的とし

て，火災発生時の通報，避難・誘導及び初期消火の避難訓練を実施した。

実 施 日 平成25年６月12日（水）

訓練内容 ①通報，避難・誘導

②消火器による初期消火

参加人員 47名



人　　事

○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

黎　　子椰
教科・領域教育専攻
生活・健康系コース

教授 25.5.1～27.3.31
川崎委員と

交代

入学試験委員会

教授会に置かれる委員会
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一般通報事項

○役員会

■第78回役員会

期 日 平成25年６月25日（火）

議 題

１ 平成24事業年度の業務実績に関する評価

２ 平成24事業年度決算

３ 妙高市との連携協力に関する協定締結

○経営協議会

■第39回経営協議会

期 日 平成25年６月24日（月）

議 題

１ 平成24事業年度の業務実績に関する評価（経営に関する部分）

２ 平成24事業年度決算

３ 平成26年度概算要求

○教育研究評議会

■第139回教育研究評議会

期 日 平成25年５月15日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 名誉教授の選考

３ 教授会に置かれる委員会委員の委嘱

４ 平成25年度競争的教育研究資金の配分基準

５ 平成25年度「地（知）の拠点整備事業」の申請

■第140回教育研究評議会

期 日 平成25年６月12日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 平成24事業年度の業務実績に関する評価（経営に関する部分を除く。）

３ 平成26年度概算要求

４ 受託研究の受入れ

５ 妙高市との連携協力に関する協定締結
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○教授会

■第159回教授会

期 日 平成25年５月22日（水）

議 題

１ 学籍異動

２ 平成26年度学部入学者選抜方法の概要

■第160回教授会

期 日 平成25年６月26日（水）

議 題

１ 平成25年度前期修士課程修了予定者に係る学位論文等審査委員会及び学位論文等試験委員会の

設置等

２ 長期履修学生の履修期間の変更

３ 専門職学位課程の実習科目により修得する単位の免除

○テキサス大学サンアントニオ校と大学間連携協定を締結

５月16日（木），テキサス大学サンアントニオ校（ＵＴＳＡ）・グリブー副学長を本学にお迎えし大学間

連携協定締結調印式を行った。締結後，佐藤学長とグリブー学長は笑顔で握手を交わし，今回の締結によ

り，今後は教員の相互受け入れや語学研修プログラムの策定を推進していくことが確認された。

調印式後，「ＵＴＳＡの紹介」と題した講演が行われ，約50名の学生・教職員がグリブー副学長の講演

に耳を傾け，アメリカの大学事情についての理解を深めた。今回の締結で本学の交流協定締結校は10校と

なった。

握手を交わすテキサス大学サンアントニオ校・グリブー副学長（左）と佐藤学長

○国立大学法人上越教育大学と上越市との連携協力に関する協定締結調印式

○国立大学法人上越教育大学，糸魚川市及び糸魚川ジオパーク協議会との連携協力に関する協定締結調印

式
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○国立大学法人上越教育大学と妙高市との連携協力に関する協定締結調印式

平成25年５月15日（水）に上越市との連携協力に関する協定，平成25年６月３日（月）に糸魚川市

及び糸魚川ジオパーク協議会との連携協力に関する協定，平成25年６月25日（火）に妙高市との連携

協力に関する協定を締結した。

協定締結により，包括的な連携のもと，相互の特色を尊重し，緊密かつ組織的な連携・協力を推進す

ることで，教育研究活動等の活性化，地域の文化・教育及び人材育成等の向上を図り，今後より地域社会

に貢献することが期待されている。

○第７回（平成25年度第１回）新潟県教育委員会，新潟市教育委員会及び国立大学法人上越教育大学との

連携推進協議会

平成25年６月７日（金），新潟県庁において「新潟県教育委員会，新潟市教育委員会及び国立大学法人上

越教育大学との連携推進協議会」を開催した。

この協議会は，「教員の資質・能力及び新潟県の教育力向上を図る」ことを目的としており，新潟県教育

委員会からは中山教育次長を始め５名，新潟市教育委員会からは阿部教育長を始め６名，本学からは佐藤

学長を始め14名が出席し，今後の更なる連携・協働体制の強化に向けて，活発な協議が行われた。
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○鳴門教育大学西園理事・副学長，大石副学長を招き講演会等を実施

５月29日に，鳴門教育大学西園理事・副学長，大石副学長を招き，教員就職率向上のための講演会

及び懇談会を実施した。

西園理事・副学長が「教育実践学を中核とする教員養成コア・カリキュラム―鳴門プラン―特徴」

と題した講演を，大石副学長が「教員就職率向上のための取り組み―教員の意識と支援のあり方―」

と題した講演を行い，佐藤学長をはじめとする同大教職員約100名が参加した。

引き続き，学長，副学長及び総合学生支援室メンバーである教務委員会など関係する委員長との懇

談会を行った。

講演する西園理事・副学長

懇談会の様子

○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，平成25年度大学院説明会を上越会場と東京会場で，次のとおり実施した。

【上越会場】

期 日 平成25年５月18日（土）
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会 場 本学講義棟202室 他

参 加 者 81人

【東京会場】

期 日 平成25年６月１日（土）

会 場 サンシャインシティコンファレンスルーム

参 加 者 51人

○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，平成25年度大学院入学相談会を福岡，大阪，金沢，仙台，

名古屋，東京の６会場で，次のとおり実施した。

【福岡会場】

期 日 平成25年５月25日（土）

会 場 福岡朝日ビル

参 加 者 ２人

【大阪会場】

期 日 平成25年６月８日（土）

会 場 ＡＰ梅田大阪

参 加 者 ５人

【金沢会場】

期 日 平成25年６月９日（日）

会 場 金沢マンテンホテル駅前

参 加 者 ３人

【仙台会場】

期 日 平成25年６月15日（土）

会 場 ＴＫＰガーデンシティ仙台

参 加 者 10人

【名古屋会場】

期 日 平成25年６月22日（土）

会 場 Time Office 名駅

参 加 者 ６人

【東京会場】

期 日 平成25年６月23日（日）

会 場 表参道・新潟館ネスパス

参 加 者 23人

○平成25年度上越市学校教育支援協議会

平成25年６月27日（木）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



8

校教育支援センターとの４者における「上越市学校教育支援協議会」が開催された。

本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するための様々な協議が行われた。

○平成25年度新潟県内国立大学法人等新採用職員研修

新潟県内の国立大学法人等に在職する事務系新採用職員に対し，国立大学法人等の職員としての使命と

心構えを自覚させるとともに，業務遂行上必要な基礎知識・技能・態度を養成し，併せて大学等の職員と

しての一体感を培うことを目的として，平成25年５月８日（水）から５月10日（金）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25年度新潟県内国立大学法人等新採用職員研修（受講者30人）

を実施した。

○平成25年度就職試験受験者激励会（出陣式）

６月19日（水）に，本年度就職試験を受験する学生のための就職試験受験者激励会（出陣式）を講義棟3

01教室で開催した。

出陣式には，多数の学生と教職員が参加し，西村副学長の激励の言葉，後輩の応援パフォーマンス，越

後上越上杉おもてなし武将隊の演武，受験学生の決意表明などで目前に迫った教員採用試験等の受験学生

を励ました。

合格や必勝の鉢巻きをして気勢を上げる学生 上杉おもてなし武将隊とともに勝ちどきをする学生

フラガールの応援パフォーマンス



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

1 准教授 辻野けんま 中国
国際教師教育学会(ISfTE)参加の
ため

平成25年５月26日～
平成25年６月１日

外国出張

2 助教 山本隆一郎 アメリカ 国際学会に参加のため
平成25年５月31日～
平成25年６月５日

外国出張

3 准教授 吉田　昌幸 オランダ
International conference on
complementary currency
systems参加のため

平成25年６月17日～
平成25年６月24日

外国出張

4 教授 北條　礼子 チェコ
海外との研究交流「教育工学・
小学校英語教育」に関する情報
収集のため

平成25年６月20日～
平成25年６月26日

外国出張

5 准教授 野地　美幸 チェコ
海外との研究交流「第二言語習
得」に関する情報収集のため

平成25年６月20日～
平成25年６月26日

外国出張

6 准教授 洞谷亜里佐 チェコ
海外との研究交流「チェコの美
術とミュシャの絵画について」
に関する情報収集のため

平成25年６月20日～
平成25年６月26日

外国出張

7 准教授 辻野けんま アルゼンチン 世界比較教育学会参加のため
平成25年６月22日～
平成25年７月３日

外国出張

○海外渡航   
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主要日誌

■大学
事　　　　　　　　　　項

５月１日 （水） 第２回衛生委員会
５月７日 （火） 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
５月８日 （水） 第70回大学評価委員会

平成25年度新潟県内国立大学法人等新採用職員研修（～５/10（金））
５月９日 （木） 第１回学術研究委員会
５月10日 （金） 第１回研究活動の不正行為対策委員会
５月13日 （月） 第１回地域連携推進室会議
５月14日 （火） 第２回学校教育実践研究センター運営委員会
５月15日 （水） 国立大学法人上越教育大学と上越市との連携協力に関する協定締結調印式
５月15日 （水） 第２回学生委員会

第51回大学改革委員会
第２回入学試験委員会
第４回セクシュアル・ハラスメント等人権侵害対策委員会

５月16日 （木） 国立大学法人上越教育大学とテキサス大学サンアントニオ校との大学間連
携協定締結調印式
第２回教務委員会

５月18日 （土） 大学院説明会（上越会場）
５月20日 （月） アイオワ大学からの教育実習生受け入れ（～５月31日）
５月21日 （火） 第１回心理教育相談室運営委員会

第１回特別支援教育実践研究センター運営委員会
第１回ファカルティ・ディベロップメント委員会

５月22日 （水） 第１回就職委員会
第35回カリキュラム企画運営会議

５月24日 （金） 第２回国際交流推進室会議
第１回動物実験委員会

５月25日 （土） 大学院入学相談会（福岡会場）
５月29日 （水） 教員就職率向上のための講演会及び懇談会

第１回附属図書館運営委員会
５月30日 （木） 第３回研究倫理審査委員会
６月１日 （土） 大学院説明会（東京会場）
６月３日 （月） 国立大学法人上越教育大学，糸魚川市及び糸魚川ジオパーク協議会との連

携協力に関する協定締結調印式
第２回学術研究委員会
第１回学校支援プロジェクト連絡会
授業公開週間（前期）（～７日（金））

６月４日 （火） 第12回情報メディア教育支援センター運営委員会
６月５日 （水） 第３回学生委員会

第71回大学評価委員会
第３回衛生委員会

６月７日 （金） 第７回新潟県教育委員会，新潟市教育委員会及び国立大学法人上越教育大
学との連携推進協議会

６月８日 （土） 大学院入学相談会（大阪会場）
６月９日 （日） 大学院入学相談会（金沢会場）
６月10日 （月） 第１回附属学校運営委員会
６月12日 （水） 学生宿舎火災避難訓練（世帯用学生宿舎・国際学生宿舎）

第52回大学改革委員会
第３回入学試験委員会

６月13日 （木） 第４回学生委員会
学校支援プロジェクト連携協力校会議

６月14日 （金） 第２回教育実習委員会
６月15日 （土） 大学院入学相談会（仙台会場）
６月17日 （月） 海外フィールド・スタディ報告会及び海外教育（特別）研究Ａ説明会

月　日
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事　　　　　　　　　　項
６月19日 （水） 就職試験受験者激励会（出陣式）

平成25年度留学生交通安全教室
第３回教務委員会

６月20日 （木） 第１回セクシュアル・ハラスメント等人権侵害防止対策専門部会
６月22日 （土） 大学院入学相談会（名古屋会場）
６月23日 （日） 大学院入学相談会（東京会場）
６月24日 （月） 第39回経営協議会

第26回学長選考会議
６月25日 （火） 国立大学法人上越教育大学と妙高市との連携協力に関する協定締結調印式
６月26日 （水） 平成25年度第１回留学生が語る／留学生と語る会（地域向け）

第36回カリキュラム企画運営会議
第31回連合大学院委員会

６月27日 （木） 平成25年度第１回上越市学校教育支援協議会

■附属幼稚園
事　　　　　　　　　　項

５月８日 （水） 春の園開放デー
５月９日 （木） 春の園開放デー
５月10日 （金） 春の園開放デー
５月22日 （水） 第１回学校評議員会
５月27日 （月） 第１回避難訓練
６月４日 （火） 第12回情報メディア教育支援センター運営委員会
６月５日 （水） 第１回研究保育
６月16日 （日） 運動会

■附属小学校
事　　　　　　　　　　項

５月７日 （火） １年生心臓検診
個別懇談

５月８日 （水） 個別懇談
５月９日 （木） １・３・５年生耳鼻科検診
５月10日 （金） 個別懇談
５月15日 （水） ふれあいデー（春の音楽集会）
５月16日 （木） ＰＴＡ環境整備作業
５月22日 （水） 免Ｐ１年生観察・参加実習
５月23日 （木） 眼科検診
５月26日 （日） ポプラオリンピック（運動会）

初等教育実習（～31日（金））
５月28日 （火） アイオワ大学学生受入れ
６月３日 （月） １年生給食試食会・保護者親睦会
６月５日 （水） ２年生給食試食会・茶話会
６月６日 （木） 第２回研究協力者会
６月７日 （金） 第１回学校評議員会
６月20日 （木） ふれあいデー（初夏の音楽集会）
６月28日 （金） 2013年研究会（１日目）
６月29日 （土） 2013年研究会（２日目）

■附属中学校
事　　　　　　　　　　項

５月１日 （水） ３年生内科検診
５月２日 （木） 耳鼻科検診
５月13日 （月） 中学校教育実習（～５月31日）
５月16日 （木） ２年生演劇鑑賞教室
５月18日 （土） 合唱コンクール・オープンスクール
５月21日 （火） アイオワ大学学生受入れ（～５月24日）
６月11日 （火） 第１回学校評議員会

月　日

月　日

月　日

月　日
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事　　　　　　　　　　項
６月19日 （水） 免Ｐ観察参加実習
６月20日 （木） 眼科検診
６月22日 （土） 第１学年ＰＴＡミニ運動会
６月23日 （日） 親父の会環境整備活動
６月25日 （火） ＩＣＴ地域協議会
６月30日 （日） 学校説明会

月　日
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