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学 事

○平成25年度保育実習

・学部２年次

８月５日（月）～８月31日（土）の間の10日間

上越市及び近隣市町村の福祉施設（上越市若竹寮他８施設）で，保育実習Ⅱを行った。

・学部４年次

８月15日（木）～８月30日（金）の間の10日間

上越市立保育園（上越市立東城保育園他８保育園）で，保育実習Ⅲを行った。

９月２日（月）～９月13日（金）の間の10日間

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26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163人，合格者143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32人，合格者31人であった。

出 願 期 間 平成25年７月11日（木）～７月24日（水）

試 験 日 平成25年８月23日（金）

合 格 発 表 平成25年９月11日（水）

○平成25年度（秋期）教育実習

・学部１年次

９月９日（月）～９月13日（金）（４日間）

小規模小学校（６校）及び特別支援学校（６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２日（月）～９月27日（金）（４日間，日程は実習先による）

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，免Ｐ２年次及び科目等履修生

９月２日（月）～９月24日（火）

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（本

実習）を行った。
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○平成25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，教職に対する理解を一層深めるとともに，就職・進学に

対する適切な態度を養うことを目的とした合宿研修を実施した。

教育実習の経験に基づく学生同士の議論の場や社会人の先輩との交流の場を設定し，併

せて，大学生活最後の集団宿泊活動を企画・運営することを通して，社会人として求めら

れる規律や協同，集団における自己のあり方について再確認する機会とした。さらに，自

然とかかわる等，体験活動を行い，指導の基礎を学んだ。

期 日 平成25年10月４日（金）・５日（土）

場 所 講堂・国立妙高青少年自然の家

参加人数 ３年次学生 160人

教職員 27人
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○第31回大学祭（越秋祭）

期 日 平成25年10月25日（金）～10月27日（日）

テ ー マ ３１（さい）高！３１（さい）強！越秋３１（さい）！

照れ屋な自分にドロップキック！眠れる天才出てこいや！！

参加人数 ３日間延べ3,000人（一般市民含む）

本部企画 オープニングパレード（10月14日（月・祝））

体育祭（10月19日（土））

前夜祭（10月25日（金））

中夜祭（10月26日（土））

お笑いライブ等（10月27日（日））

野生爆弾・トレンディエンジェル・スパイク

後夜祭（10月27日（日））

一般企画数 46団体（模擬店 他）



○人事異動 

発令年月日 発令事項等 氏　　　名

部局長等

H25.10.28 命 人文・社会教育学系長代理 小　埜　裕　二 教授（人文・社会教育学系）

大学教員

H25.7.31 任期満了 小　林　優　子 助教（臨床・健康教育学系）

H25.8.1 採　　用 講師（臨床・健康教育学系） 小　林　優　子 助教（臨床・健康教育学系）

H25.8.31 任期満了 山　本　隆一郎 助教（臨床・健康教育学系）

H25.9.1 昇　　任 教授（臨床・健康教育学系） 宮　下　敏　恵 准教授（臨床・健康教育学系）

昇　　任 教授（人文・社会教育学系） 大　場　浩　正 准教授（人文・社会教育学系）

昇　　任 教授（人文・社会教育学系） 山　縣　耕太郎 准教授（人文・社会教育学系）

昇　　任 准教授（自然・生活教育学系） 佐　藤　ゆかり 講師（自然・生活教育学系）

採　　用 講師（臨床・健康教育学系） 山　本　隆一郎 助教（臨床・健康教育学系）

H25.9.30 退　　職 滋賀大学教育学部教授 藤　岡　達　也 教授（学校教育学系）

H25.10.1 昇　　任 教授（自然・生活教育学系） 大　場　孝　信 准教授（自然・生活教育学系）

昇　　任 准教授（学校教育学系） 井　本　佳　宏 講師（学校教育学系）

採　　用 講師（学校教育学系） 河　野　麻沙美

事務系職員

H25.7.1 配 置 換 教育支援課学校連携チーム 千　島　和香奈 研究連携室研究連携チーム
採　　用
(臨時職員)

教育支援課学校連携チーム 松　尾　　　瞳

配 置 換 研究連携室研究連携チーム 竹　内　若　奈 学術情報課学術情報チーム

配 置 換 学術情報課学術情報チーム 黒　川　将　一 教育支援課学校連携チーム

H25.10.1 兼務解除 総務課副課長（総務担当） 佐　藤　誠　一
総務課副課長（総務担当）
兼務　総務課総務チーム主査（主に総務担当）

昇　　任 総務課総務チーム主査（主に総務担当） 後　藤　　　渉 総務課人事・労務チーム主任

配 置 換 総務課人事・労務チーム 佐　野　雄　一 企画・広報課広報・情報チーム

配 置 換 企画・広報課広報・情報チーム主任 志　賀　和　孝 総務課総務チーム主任

昇　　任
施設マネジメント課施設チーム主査（主に固定資
産管理担当）

馬　場　光　雄 施設マネジメント課施設チーム主任

昇　　任
教育支援課学校連携チーム主査（主に免許状更新
講習担当）

桐　山　　　泉 教育支援課学校連携チーム主任

異　動　事　項 現　・　旧　職

人　　　　事　
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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

小林　優子 学長指名 講師 25.8.7～27.3.31

氏　　　名 委員会組織における職名又は組織等 職　名 任　期 備　考

加藤　雅啓
教科・領域教育専攻
言語系コース

教授 25.9.11～27.3.31
大場委員と
交代

氏　　　名 委員会組織における職名又は組織等 職　名 任　期 備　考

大場　浩正
教科・領域教育専攻
言語系コース

教授 25.9.11～27.3.31
加藤委員と
交代

運営の基本組織として置かれる委員会

氏　　　名 委員会組織における職名又は所属等 職　名

大前　敦巳 学校教育方法連合講座 教授

釜田　　聡 学校教育方法連合講座 教授

奥村　太一 学校教育方法連合講座 講師

佐藤　淳一 学校教育臨床連合講座 准教授

早川　裕隆 先端課題実践開発連合講座 教授

宮川　　健 自然系教育連合講座 准教授

伊藤　将和 芸術系教育連合講座 講師 25.10.1付け連合研究科担当

連合大学院委員会

備　考

教授会に置かれる委員会

25.10.1付け連合研究科担当

教務委員会

入学試験委員会

25.10.1付け連合研究科担当

25.10.1付け連合研究科担当

25.10.1付け連合研究科担当

25.10.1付け連合研究科担当

教育実習委員会

25.10.1付け連合研究科担当

5
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一般通報事項

○役員会

■第79回役員会

期 日 平成25年７月17日（水）

議 題

１ 平成26年度概算要求

■第80回役員会

期 日 平成25年10月４日（金）

議 題

１ ミッションの再定義の現状

○経営協議会

■第40回経営協議会

期 日 平成25年10月22日（火）

議 題

１ 給与制度の改正

２ ミッションの再定義

○教育研究評議会

■第141回教育研究評議会

期 日 平成25年７月10日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 大学院修士課程マル合審査促進に伴う細則の改正等

３ 本学学部学生の大学院入試に係る機関長推薦の取扱い

■第142回教育研究評議会

期 日 平成25年８月７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

■第143回教育研究評議会

期 日 平成25年９月11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
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３ 予算決算及び出納事務取扱規程等の一部改正

■第144回教育研究評議会

期 日 平成25年10月２日（水）

議 題

１ 教員人事

２ ミッションの再定義の現状

○教授会

■第161回教授会

期 日 平成25年７月24日（水）

議 題

１ 学籍異動

２ 特別聴講学生の受入れ

■第162回教授会

期 日 平成25年８月21日（水）

議 題

１ 学籍異動

２ 平成25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163回教授会

期 日 平成25年９月９日（月）

議 題

１ 平成26年度大学院入試（前期募集）合格者の判定

２ 平成26年度教育職員免許取得プログラム受講者の判定

３ 平成25年度大学院前期修了判定

４ 学籍異動

■第164回教授会

期 日 平成25年９月25日（水）

議 題

１ 学籍異動

２ 上越教育大学理科野外観察指導員等認定細則

■第165回教授会

期 日 平成25年10月23日（水）

議 題

１ 学籍異動
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○平成25年度第２回文献の探し方ガイダンス他

附属図書館では，図書館主催及びゼミ・授業単位でガイダンスを開催し，文献探索の方法として，デー

タベースの活用法及び相互利用サービスの申込方法（文献複写や図書の借受など）について説明を行った。

また，外国語電子ジャーナル等の説明会を行った。

期 間 平成25年７月～10月

場 所 附属図書館マルチメディアコーナー，情報訓練室

参加人数 38人（うちゼミ及び授業単位24人）

※４月～10月の参加累計は107人。（うちゼミ及び授業単位35人）

○学生宿舎火災避難訓練（単身用学生宿舎）

単身用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７月３日（水）

内 容 ①通報，避難・誘導

②宿舎内消火栓（模擬）及び消火器による初期消火

参加人数 295名

○名誉教授称号授与式

本学名誉教授称号授与式が平成25年７月５日（金）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。

若井 彌一（前学長）

戸北 凱惟（前理事兼副学長）

内田 一成（元大学院学校教育研究科教授）

南部 昌敏（元大学院学校教育研究科教授）



9

前列左から

本田理事，南部・戸北の各名誉教授，佐藤学長，若井・内田の各名誉教授，立屋敷理事

後列左から

松沢学系長，林・西村・天野の各副学長，加藤哲文学系長

○平成25年度名誉教授懇談会の開催

平成25年７月５日（金）16時から，名誉教授８名，学長，理事及び副学長による名誉教授懇談会が開催

された。佐藤学長から，資料に基づき本学の現状（大学組織，教育，研究，大学経営，地域連携・国際交

流，学内規律）及び諸課題（大学院定員充足，教員就職率の向上，男女共同参画）等について説明が行わ

れた。その後，名誉教授と学長等による質疑応答及び意見交換が行われ，有意義な懇談会となった。

○叙位

平成25年７月16日に死去された池田 操名誉教授に対し，同氏の生前の功績により，従四位瑞宝小綬章

に叙された。

○平成25年度上教大・看護大連携公開講座

上越教育大学と新潟県立看護大学との連携事業の一環として，連携公開講座を開催した。

今回は，「上越の発酵食品と発酵のふしぎ」をテーマとして，講師，パネリストそれぞれの立場・経験か

ら，上越の発酵食品や風土への思い入れなど熱く語った。

なお，当日は，上越教育大学と上越市が上越ものづくり支援パートナー協定を締結している関係から，

上越発酵食品研究会と連携して，「発酵のまち上越フェスタ」として，発酵料理講習会，発酵コスメ教室や

発酵食品の販売・試食など各種イベントが開催され，多くの参加者で賑わった。

日 時 ７月20日（土）13:30～15:00

場 所 上越市市民プラザ

テ ー マ 「上越の発酵食品と発酵のふしぎ」

基調講演 講師 光永 伸一郎 氏（本学教授）

トークセッション

パネリスト 山林 光男 氏（元 丸久味噌（株）工場長（現代の名工））

飯吉 由美 氏（鮎正宗酒造（株）製造部（蔵の後継者））

エルダトン・サイモン 氏（新潟県立看護大学助教）

参 加 者 約180名



10

○博士課程上越Ｄ１セミナー

平成25年度兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科に入学し，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，吉澤千夏氏（平

成13年度単位取得満期退学）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25年７月20日（土）

場 所 事務局 大会議室

参 加 者 博士課程学生，アドバイザー，教職員 計17人

○平成25年度構内クリーンデー

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31日（水）の午後３時30

分から午後４時30分まで約１時間をかけて，山屋敷地区の構内クリーンデーを実施した。

当日は，蒸し暑い気候であったが，学長を

はじめとして多数の学生及び教職員の参加が

あり，オープンキャンパスに向けクリーンな

キャンパスとなった。
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○オープンキャンパス2013

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731人の参加があり，近年の参加者数の増加から，午前中に行う全体説明会を２会場に分けて実

施した。

参加者からのアンケートの回答では，「進路選択の大きな手がかりになった。在学生や卒業生の生の声が

聞けてよかった，入学したいという気持ちが強まった」などの声が多く寄せられた。

期 日 平成25年８月２日（金）

会 場 本学講堂ほか

参 加 者 731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：体験授業，保護者説明会，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）

○赤倉地区防災訓練

９月６日（金）に赤倉地区（赤倉野外活動施設）において，非常事態発生時に即応できる避難誘導等の

技能の向上と防災に対する心構え，防災意識の高揚を図ることを目的とした防災訓練を実施した。

今回の訓練では，大規模地震が発生し，大きな

被害が生じたことを想定して，施設管理人による

宿泊者の避難誘導，安否確認，大学への通報を実

施するとともに，同施設の所在地である妙高市に

おける指定避難所の位置を確認し，より一層の防

災に対する意識向上が図られた。
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○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次のとおり実施した。

【東京会場】

期 日 平成25年９月７日（土）

会 場 表参道・新潟館ネスパス

参 加 者 14人

【東京会場】

期 日 平成25年10月５日（土）

会 場 本学東京サテライトオフィス

参 加 者 16人

○科学研究費助成事業応募説明会

本学教員を対象として，平成26年度科学研究費助成事業の応募に向けた説明会を次のとおり実施した。

日 時 平成25年９月18日（水）13：30～14：15

場 所 第２講義棟202教室

内 容 １．応募書類作成上の留意点

２．採択者からのアドバイス

３．意見交換・相談等

参 加 者 23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25年９月21日（土）

会 場 本学第２講義棟202室 他

参 加 者 39人

○第６回辰野千壽教育賞授与式

平成25年９月27日（金），第６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矢田敦

之さん（高知県安芸郡芸西村立芸西小学校教諭），金城満さん（沖縄県立浦添工業高等学校教諭）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。なお，最優秀賞を受賞した白井一夫さん（新潟県

立新潟聾学校教諭）は校務のため欠席したが，前日に賞状を授与し，副賞を贈呈した。
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前列左から，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，矢田敦之さん，金城満さん，

佐藤学長，髙田喜久司（新潟工科大学教授・学長特別補佐）様

後列左から，立屋敷理事，後藤教授，瀬戸教授，松田教授，本田理事

○金管五重奏団「Brass Collection」コンサート

上越教育大学振興協力会と上越教育大学の主催により，地域住民，学生，職員に一流の管楽鑑賞の

場を設けようと開催した。

この金管五重奏団は，トランペットが２名，ホルン，トロンボーン，チューバが各１名の５名で構成さ

れており，５名全員が富山県出身の若手演奏家で，全国各地において演奏活動を行っている。

プログラム前半は，ヴィヴァルディ作曲のクラシック曲，Ｇ線上のアリア，作曲家・福島弘和氏の書き

下ろし曲など金管の醍醐味を感じさせる重厚で荘厳な雰囲気に包まれた内容。後半は，情熱大陸，フライ

・ミー・トゥー・ザ・ムーン，そして映画のレ・ミゼラブルや風の谷のナウシカなど聞き慣れた曲が続き，

最後まで聴衆を飽きさせることがなかった。

日 時 平成25年10月６日（日）14：00～16：00

場 所 上越教育大学 講堂

参 加 者 約270名
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演奏会の様子 佐藤学長（右から３番目）を囲んで

○平成25年度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25年10月21日（月），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

を図る人材育成及び教育機関等を中核とした，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。

○糸魚川市立中学校の大学訪問見学

平成25年10月22日（火）に新潟県糸魚川市立中学校（能生中学校，糸魚川東中学校，青海中学校）の１

年生約150名の生徒の「大学訪問見学」の受け入れを実施した。

糸魚川市では，市内中学生に近隣の大学やそこで主体的に学ぶ姿を見学する機会を提供し，中学生の進

路に対する意識を高め，夢や希望をもって意欲的に学習に取り組もうとする態度を育成することを目的に，

本学との連携事業として，平成22年度から実施している。

今回の「大学訪問見学」では，授業見学や本学学生との懇談などを行うことで，訪れた生徒たちに，上

越教育大学の魅力を存分に感じていただいた。

なお，第２回目については，平成25年11月14日（木）に実施する。

○ハラスメント防止講演会

教職員及び学生を対象に，本学のセクシュアル・ハラスメント等人権侵害の防止対策の一環として平成2

5年10月23日（水）講義棟301教室において次のとおり講演会を実施した。

演 題 大学におけるハラスメント問題の理解と対応

講 師 東北大学高等教育開発推進センター准教授 池田 忠義 氏



15

○ミニ・オープンキャンパス2013

大学祭（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

大学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25年10月26日（土）

会 場 本学講義棟201室

参 加 者 97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）

○上越教育大学・博士課程セミナー

本学に配属された博士課程学生の研究報告・質疑・意見交換等を通して，博士課程学生と大学院修士課

程学生及び大学院専門職学位課程学生との研究交流の場を提供し，研究や論文作成の進め方を学ぶととも

に，博士課程進学の魅力や意義について共通認識を図ることを目的として，「上越教育大学・博士課程セミ

ナー」を実施した。

期 日 平成25年10月30日（水）

場 所 講義棟302教室

参 加 者 博士課程学生，講師，教職員 計45人

○平成25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25年10月30日（水）から11月１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係長研修

（受講者14人）を実施した。



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

1 准教授 大場　浩正 イギリス
2013 IASCE Conference(国際協
同教育学会2013年大会)にて研究
発表を行うため

平成25年７月３日～
平成25年７月８日

外国出張

2 教授 梅野　正信 大韓民国
韓日関係国際学術会議報告のた
め

平成25年７月３日～
平成25年７月５日

外国出張

3 教授 時得　紀子 シンガポール

科学研究費｢修士レベルにおける
創作表現のための音楽科教員養
成プログラムの日米共同開発と
評価｣での成果発表及び海外との
研究交流｢大学との協働プロジェ
クトによる現職教員研修のプロ
グラム開発｣に関する情報収集の
ため

平成25年７月16日～
平成25年７月23日

外国出張

4 講師 城間　祥子 アメリカ
15th Internationa1 Conference
on Human-Computer Interaction
への参加

平成25年７月23日～
平成25年７月28日

外国出張

5 教授 大庭　重治 アメリカ アメリカ心理学会に出席のため
平成25年７月30日～
平成25年８月６日

外国出張

6 講師 八島　　猛 アメリカ
第121回アメリカ心理学会参加の
ため

平成25年７月30日～
平成25年８月６日

外国出張

7 准教授 五十嵐素子
カナダ
アメリカ

①2013年度国際エスノメソドロ
ジー･会話分析学会に参加のため
②第108回アメリカ社会学会年次
大会に参加のため

平成25年８月４日～
平成25年８月15日

外国出張

8 准教授 長谷川敦司
アメリカ
カナダ

原子分子の分光に関する打ち合
わせ，物理基礎教育に関する打
ち合わせ，ナノ粒子の研究成果
の発表

平成25年８月４日～
平成25年８月16日

外国出張

9 准教授 宮川　　健 フランス
第17回数学教授学夏期講習会に
参加，資料収集のため

平成25年８月18日～
平成25年８月26日

外国出張

10 准教授 原　　瑞穂 韓国
ソウル新龍山小学校視察訪問及
びソウル市立サンジョン小学校
での授業参観のため

平成25年８月21日～
平成25年８月25日

外国出張

11 指導教諭 磯野　正人 韓国
ソウル新龍山小学校視察訪問の
ため

平成25年８月21日～
平成25年８月23日

外国出張

12 教諭 茂木　淳子 韓国
ソウル新龍山小学校視察訪問の
ため

平成25年８月21日～
平成25年８月23日

外国出張

13 教頭 熊木　　徹 韓国 韓国交歓(訪問)に伴う生徒引率
平成25年８月21日～
平成25年８月25日

外国出張

14 教諭 濁川　朋也 韓国 韓国交歓(訪問)に伴う生徒引率
平成25年８月21日～
平成25年８月25日

外国出張

15 教諭 鴨井　淳一 韓国 韓国交歓(訪問)に伴う生徒引率
平成25年８月21日～
平成25年８月25日

外国出張

16 教諭 伊藤　貴史 韓国 韓国交歓(訪問)に伴う生徒引率
平成25年８月21日～
平成25年８月25日

外国出張

17 養護教論 高瀬　育子 韓国 韓国交歓(訪問)に伴う生徒引率
平成25年８月21日～
平成25年８月25日

外国出張

18 准教授 山縣耕太郎 ボリビア
科研に関わる,現地野外調査およ
び情報収集

平成25年８月24日～
平成25年９月21日

外国出張

19 教授 下里　俊行 イタリア
イタリア･ルネサンスおよびキリ
スト教関係の美術館･史跡の実地
調査

平成25年８月25日～
平成25年９月２日

外国出張

20 准教授 森口　佑介 スイス

第16回ヨーロッパ発達心理学会
に参加し，研究発表および資料
収集，国際共同研究の打ち合わ
せ

平成25年９月２日～
平成25年９月８日

外国出張

21 准教授 五十嵐素子 中国
社会言語学会での発表のため，
東アジアにおける防災について
の情報交換や交流を行うため

平成25年９月９日～
平成25年９月12日

外国出張

○海外渡航   
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22 講師 井本　佳宏 ドイツ
ドイツにおける中等教育制度改
革に関する実態調査

平成25年９月９日～
平成25年９月16日

外国出張

23 教授 藤岡　達也 中国

科学研究費基盤Bの研究の一環と
して，内モンゴル民族大学にお
いて開発したプログラムに基づ
いた研究授業を実施し，その成
果を探る。また，内モンゴルに
おける自然災害の現状と課題に
ついて情報収集等を行う及び学
校安全･防災教育についての資料
収集のため

平成25年９月９日～
平成25年９月13日

外国出張

24 教授 黎　　子椰 中国

科学研究費基盤Bの研究の一環と
して実施する内モンゴル民族大
学での研究授業をプロデュース
し,同大学と本学とのコーディ
ネートを行うこと及び学校安全･
防災教育についての資料･情報収
集のため

平成25年９月９日～
平成25年９月13日

外国出張

25 教授 細江　容子 中国 高齢者イメージに関する調査
平成25年９月10日～
平成25年９月14日

外国出張

26 教授 志村　　喬 イギリス
スコットランドにおける社会系
教科教育課程等の調査のため

平成25年９月15日～
平成25年９月22日

外国出張

27 教授 藤岡　達也 マレーシア

科学研究費基盤Bの研究の一環と
して，開発した防災プログラム
に基づいた研究授業を実施し，
その効果を検討する。あわせ
て，現地での情報収集及び情報
交換等を行う。

平成25年９月21日～
平成25年９月25日

外国出張

28 准教授 田島　弘司 インド

笑いヨガの創始者，Dr. Madan
Kataria氏に会って世界各国にあ
る笑いクラブの調査研究等につ
いて話合いを行うため

平成25年９月21日～
平成25年９月26日

外国出張

29 講師 井本　佳宏 スイス

学校運営シンポジウム2013に参
加し，欧州における学校経営事
情に関する情報収集及び調査の
ため

平成25年９月23日～
平成25年９月30日

外国出張

30 教授 髙石　次郎
チェコ
オーストリア

カプヘンベルグ国際陶芸展の
オープニングセレモニーに出
席，及び芸術工芸に関する資料
収集

平成25年９月23日～
平成25年10月１日

外国出張

31 副学長 林　　泰成 中国
第８回東アジア教員養成国際シ
ンポジウム参加のため

平成25年９月24日～
平成25年９月27日

外国出張

32 教授 黎　　子椰 中国
第８回東アジア教員養成国際シ
ンポジウム参加のため

平成25年９月24日～
平成25年10月27日

外国出張

33 准教授 野地　美幸 ベトナム
シンポジウムでの研究発表のた
め

平成25年９月26日～
平成25年９月28日

外国出張

34 教授 石野　正彦 韓国 韓国教育事情視察のため
平成25年９月26日～
平成25年９月30日

外国出張

35 教授 水落　芳明 韓国
ICT教育の最新事情に関する情報
収集

平成25年９月26日～
平成25年９月30日

外国出張

36 准教授 原　　瑞穂 韓国 韓国教育事情視察のため
平成25年９月26日～
平成25年９月30日

外国出張

37
特任准教
授

中野　博幸 韓国 韓国教育事情視察のため
平成25年９月26日～
平成25年９月30日

外国出張

38
特任准教
授

清水　雅之 韓国 韓国教育事情視察のため
平成25年９月26日～
平成25年９月30日

外国出張

39
特任准教
授

亀山　　浩 韓国 韓国教育事情視察のため
平成25年９月26日～
平成25年９月30日

外国出張

40
特任准教
授

中野　英康 韓国 韓国教育事情視察のため
平成25年９月26日～
平成25年９月30日

外国出張

41
特任准教
授

金子　淳嗣 韓国 韓国教育事情視察のため
平成25年９月26日～
平成25年９月30日

外国出張
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42 助教 山本隆一郎 スペイン

5th World Congress on Sleep
Medicineに参加し，プロジェク
ト研究で実施した調査結果を発
表のため

平成25年９月28日～
平成25年10月４日

外国出張

43 教授 下西善三郎
チェコ
フランス
イギリス

中欧･西欧における日本文化の受
容と研究の現況に関する実態調
査

平成25年10月１日～
平成26年１月16日

外国出張

44 教授 小埜　裕二 韓国
釜山国際文学シンポジウムにお
ける講演及び文献調査のため

平成25年10月９日～
平成25年10月13日

外国出張

45 学長 佐藤　芳德 韓国
第６回日･韓教育大学学長懇談会
出席のため

平成25年10月17日～
平成25年10月19日

外国出張

46 副学長 林　　泰成 韓国
第６回日･韓教育大学学長懇談会
出席のため

平成25年10月17日～
平成25年10月19日

外国出張

47
総務課副
課長

佐藤　誠一 韓国
第６回日･韓教育大学学長懇談会
出席のため

平成25年10月17日～
平成25年10月19日

外国出張

48
総務チー
ム主査

渡邉　一美 韓国
第６回日･韓教育大学学長懇談会
出席のため

平成25年10月17日～
平成25年10月19日

外国出張

49 准教授 齋藤　敏夫 アメリカ
Martin Scharlemann氏(UCSB)と
の研究打合せおよびUCSB
Topology Seminarにおける講演

平成25年10月19日～
平成25年10月25日

外国出張

50 准教授 辻野けんま ドイツ
学校教育および学校外教育の日
独比較調査のため

平成25年10月24日～
平成25年11月３日

外国出張

51 教授 中村　雅彦
マダガスカル共
和国

科学研究費補助金によるオオハ
シモズ類の生態調査

平成25年10月26日～
平成25年12月24日

外国出張

52 教授 石野　正彦 ドイツ
学校教育及び学校外教育の日独
比較調査のため

平成25年10月27日～
平成25年11月３日

外国出張

53 副園長 長谷川敬子 ドイツ
学校教育および学校外教育の日
独比較調査のため

平成25年10月27日～
平成25年11月３日

外国出張
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主要日誌

■大学
事　　　　　　　　　　項

７月３日 （水） 第４回入学試験委員会
学生宿舎火災避難訓練（単身用学生宿舎）
第４回衛生委員会

７月５日 （金） 名誉教授称号授与式
平成25年度名誉教授懇談会

７月８日 （月） セクシュアル・ハラスメント等人権侵害相談員等研修会
７月９日 （火） 第３回国際交流推進室会議
７月10日 （水） 第141回教育研究評議会
７月11日 （木） 第２回地域連携推進室会議
７月17日 （水） 第79回役員会

平成25年度第２回全学教職員集会
第４回教務委員会
第３回教育実習委員会

７月18日 （木） 第１回総合学生支援室会議
７月20日 （土） 平成25年度上教大・看護大連携公開講座

博士課程上越Ｄ１セミナー
７月22日 （月） 第２回配分予算検討委員会
７月23日 （火） 第１回保健管理センター運営委員会
７月24日 （水） 第161回教授会
７月25日 （木） 第37回カリキュラム企画運営会議

第２回ファカルティ・ディベロップメント委員会
７月31日 （水） 構内クリーンデー
８月２日 （金） オープンキャンパス2013
８月５日 （月） 平成25年度留学生の日本文化・歴史体験及び地域交流に関する研修

（～６日（火））
８月６日 （火） 第３回学術研究委員会
８月７日 （水） 第142回教育研究評議会

第53回大学改革委員会
第５回衛生委員会
第２回附属図書館運営委員会

８月９日 （金） 第５回入学試験委員会
８月19日 （月） 第５回教務委員会
８月21日 （水） 第162回教授会

第32回連合大学院委員会
８月23日 （金） 平成26年度大学院入試（前期募集）
８月26日 （月） 平成25年度短期外国人留学生成果発表会

第１回男女共同参画推進委員会
８月27日 （火） 第26回情報・広報委員会
８月28日 （水） 平成25年度国立大学法人上越教育大学と公益社団法人上越国際交流協会

との連携連絡会
９月２日 （月） 平成25年度短期外国人留学生修了証書授与式

第38回カリキュラム企画運営会議
９月３日 （火） 第５回学生委員会

第２回大学教員人材評価委員会
９月４日 （水） 第６回衛生委員会
９月５日 （木） 第４回国際交流推進室会議

第６回教務委員会
９月６日 （金） 第６回入学試験委員会

赤倉野外活動施設防災訓練
９月７日 （土） 大学院入学相談会（東京会場）
９月９日 （月） 第163回教授会

第10回研究倫理審査委員会

月　日
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事　　　　　　　　　　項
９月11日 （水） 第143回教育研究評議会

平成26年度大学院入試（前期募集）合格者発表
第54回大学改革委員会

９月17日 （火） 第２回ボランティア支援室会議及び教務委員会学校ボランティア運営部
会合同会議

９月18日 （水） 第２回総合学生支援室会議
科学研究費助成事業応募説明会
第７回教務委員会

９月20日 （金） 第２回就職委員会
９月21日 （土） 第３回大学院説明会（上越会場）
９月24日 （火） 第３回地域連携推進室会議
９月25日 （水） 第164回教授会
９月27日 （金） 第６回辰野千壽教育賞授与式
10月２日 （水） 第144回教育研究評議会

第55回大学改革委員会
第７回衛生委員会

10月４日 （金） 第80回役員会
第３回配分予算検討委員会
教員養成課程学生合宿研修（～５日（土））
平成25年度外国人留学生オリエンテーション

10月５日 （土） 大学院入学相談会（東京会場）
10月６日 （日） 金管五重奏団「Brass Collection」コンサート
10月７日 （月） 第１回CST養成事業実施委員会
10月９日 （水） 第７回入学試験委員会
10月11日 （金） 第２回施設安全・環境委員会
10月15日 （火） 平成25年度第２回文献の探し方ガイダンス（18日，21日，22日，24日）
10月16日 （水） 第８回教務委員会
10月21日 （月） 平成25年度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
第39回カリキュラム企画運営会議

10月22日 （火） 第40回経営協議会
糸魚川市立中学校の大学訪問見学（Ａグループ）

10月23日 （水） 第165回教授会
ハラスメント防止講演会

10月25日 （金） 第31回大学祭（～27日（日））
10月26日 （土） ミニ・オープンキャンパス2013
10月30日 （水） 平成25年度新潟県内国立大学法人等係長研修（～11/1（金））

上越教育大学・博士課程セミナー

■附属幼稚園
事　　　　　　　　　　項

７月３日 （水） 七夕まつり
園開放デー

７月10日 （水） 第２回避難訓練
７月12日 （金） うみ組宿泊保育（～13日（土））
７月22日 （月） 第１学期終業式
８月24日 （土） 園開放デー
９月２日 （月） 第２学期始業式

入園選考説明会
９月４日 （水） 第３回避難訓練
９月18日 （水） 第２回研究保育
10月９日 （水） 第21回幼児教育研究会
10月19日 （土） 休日保育参観
10月21日 （月） 平成26年度入園選考（～22日（火））

月　日

月　日
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■附属小学校
事　　　　　　　　　　項

７月３日 （水） ４年生給食試食会・茶話会
７月４日 （木） ２年生ＰＴＡ親子活動
７月８日 （月） 自由参観日

３年生給食試食会・茶話会
７月10日 （水） ふれあいデー（集会）
７月24日 （水） 第１学期終業式
７月25日 （木） 夏季休業（～８月31日（土））
９月２日 （月） 第２学期始業式

初等教育実習（～24日（火））
９月４日 （水） １年生親子活動
９月５日 （木） ３年生親子活動
９月６日 （金） 第２回避難訓練
９月11日 （水） ふれあいタイム
９月12日 （木） ６年生親子活動
９月13日 （金） 環境整備作業
９月17日 （火） 自由参観日
９月20日 （金） ポプライベント
９月25日 （水） 個別懇談（１～５年）
９月26日 （木） 個別懇談（１～５年）
９月30日 （月） 個別懇談（１～５年）
10月４日 （金） ４年生親子活動
10月８日 （火） ４年２組宿泊体験活動
10月９日 （水） ４年２組宿泊体験活動
10月10日 （木） ふれあいデー（集会）
10月16日 （水） ポプラステージ子どもの部
10月20日 （日） ポプラ祭
10月30日 （水） ５年生親子活動・給食試食会

■附属中学校
事　　　　　　　　　　項

７月18日 （木） １年地域学習２年森小屋体験（～19日（金））
７月23日 （火） １学期終業式
７月29日 （月） わくわく大学デー（～８月２日（金））
８月21日 （水） 韓国交歓（～25日（日））
８月27日 （火） ２学期始業式
９月７日 （土） 桜城体育祭
９月24日 （火） 第２回避難訓練
10月17日 （木） 教育研究協議会
10月25日 （金） ２年松代大本営跡地訪問
10月31日 （木） １年地層観察

月　日

月　日
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