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学 事

○大学院入試（中期募集）

平成27年度大学院学校教育研究科入学試験（中期募集）を次のとおり実施した。

修士課程は，募集人員128人（学校教育専攻59人，教科・領域教育専攻69人）に対し，応募者

92人，合格者69人であった。

専門職学位課程（教職大学院）は，募集人員35人（教育実践高度化専攻35人）に対し，応募者

20人，合格者18人であった。

出 願 期 間 平成26年10月15日（水）～10月24日（金）

試 験 日 平成26年11月22日（土）

合 格 発 表 平成26年12月９日（火）

○大学入試センター試験

平成27年度大学入試センター試験を平成27年１月17日（土）・18日（日）に実施した。本学を

試験場とする志願者は，627人であった。

○学部推薦入試

平成27年度学校教育学部推薦入試を次のとおり実施した。

募集人員50人に対し，応募者132人，合格者50人であった。

出 願 期 間 平成26年12月８日（月）～12月12日（金）

試 験 日 平成27年１月30日（金）

合 格 発 表 平成27年２月10日（火）

○学部一般入試（前期日程）

平成27年度学校教育学部一般入試（前期日程）を次のとおり実施した。

募集人員77人に対し，応募者255人，合格者89人であった。

出 願 期 間 平成27年１月26日（月）～２月４日（水）

試 験 日 平成27年２月25日（水）

合 格 発 表 平成27年３月６日（金）
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○学生表彰

クラス担当教員又は学生団体顧問教員等の推薦に基づき，研究活動や社会活動で優れた成果を

上げている学生，課外活動で優秀な成績を収めた学生や課外活動団体，学業が特に優れている学

生等を対象とし，学生表彰式を実施し，表彰状を授与するとともに記念品を贈呈した。

なお，学業が特に優れている学生の表彰は，卒業証書・学位記授与式で行われる。

期 日 平成27年１月28日（水）

場 所 学長室

（表彰式終了後，学長を囲んで記念撮影する被表彰者一同）

・被表彰者

被表彰者氏名 表 彰 事 由

学校教育研究科 日本産業技術教育学会 学会賞（論文賞）受賞

２年

中村 浩士

学校教育研究科 「第88回北信越学生陸上競技対校選手権大会及び第45回北信越学生陸上

１年 競技選手権大会」三段跳 優勝

櫻井 大幹

学校教育学部 「第54回全国教育（学芸）大学卓球選手権大会」

３年 男子シングルス優勝（３連覇）

松本 大輝
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人 事

○役員等紹介

役 職 氏 名 任 期 経 歴

理 事 にしむら としお 平成２７年１月１日 昭和５２年 ４月 鳥取大学教育学部助手

西 村 俊 夫 ～平成２８年１２月３１日 昭和５７年 ４月 鳥取大学教育学部講師

昭和６１年 ４月 山形大学教育学部講師

昭和６３年１０月 山形大学教育学部助教授

平成 ５年 ４月 上越教育大学学校教育学部助教授

平成１１年 １月 上越教育大学学校教育学部教授

平成１９年 ４月 上越教育大学大学院学校教育研究科教授

平成１９年 ４月 大学院学校教育研究科部主事

（平成２０年３月まで）

平成２０年 ４月 大学院学校教育研究科学系長

（平成２１年３月まで）

平成２３年 ４月 大学院学校教育研究科専攻長

（平成２５年３月まで）

平成２５年 ４月 上越教育大学副学長

平成２７年 １月 国立大学法人上越教育大学理事兼副学長



○人事異動 

発令年月日 発令事項等

役員等

H27.1.1 任　　命 理事 西　村　俊　夫 副学長

兼　　務 副学長 西　村　俊　夫 理事

兼　　務 教授「教科・領域教育専攻芸術系コース」 西　村　俊　夫 理事

大学教員

H26.12.1 昇　　任 准教授（芸術・体育教育学系） 尾　﨑　祐　司 講師（芸術・体育教育学系）

H26.12.15 育児休業 （２６．１２．１５～２７．８．７） 五十嵐　史　帆 准教授（芸術・体育教育学系）

H27.1.26 育児休業 （２７．１．２６～２７．２．１８） 東　原　貴　志 准教授（自然・生活教育学系）

H27.2.6 退　　職 井　沢　功一朗 講師（臨床・健康教育学系）

事務系職員

H26.12.4 休　　職 （２６．１２．４～２７．３．３１） 松　﨑　良　一 総務課付

H27.1.1 配 置 換 就職支援室就職支援チーム主任 谷　口　紀　子 入試課入試チーム主任

H27.1.1 兼　　務 企画・広報課副課長（広報担当）
兼務　入試課入試チーム主査

桐　山　敦　史 企画・広報課副課長（広報担当）

異　動　事　項 氏　　　　名 現　・　旧　職
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一般通報事項

○役員会

■第90回役員会

期 日 平成26年11月12日（水）

議 題

１ 第３期中期目標・中期計画の策定

■第91回役員会

期 日 平成26年12月10日（水）

議 題

なし ※報告事項のみであった。

■第92回役員会

期 日 平成27年１月26日（月）

議 題

１ 就職支援業務の機能強化

２ 平成26年度学内補正予算

３ 平成27年度学内予算編成方針

■第93回役員会

期 日 平成27年２月12日（木）

議 題

１ 大学機関別認証評価の評価結果（案）に対する意見の申立て

○経営協議会

■第45回経営協議会

期 日 平成27年１月26日（月）

議 題

１ 給与制度の改正

２ 社会経験者への修学（学び直し）支援

３ 平成26年度学内補正予算

４ 平成27年度学内予算編成方針

５ 上越教育大学大学院学校教育研究科専門職学位課程評価基準の一部改正

６ 大学機関別認証評価の訪問調査結果

７ 大学改革
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○教育研究評議会

■第161回教育研究評議会

期 日 平成26年11月12日（水）

議 題

１ 基礎学力不足の学部学生への補習

２ 教育職員免許取得プログラム受講生のリメディアル教育

３ 社会経験者への修学（学び直し）支援

■第162回教育研究評議会

期 日 平成26年12月10日（水）

議 題

１ 教員人事

■第163回教育研究評議会

期 日 平成26年12月17日（水）

議 題

１ 副学長の選考

２ 教員人事

３ 大学改革

４ 教職実践インターンシップに関する科目の新設

■第164回教育研究評議会

期 日 平成27年１月14日（水）

議 題

１ 上越教育大学大学院学校教育研究科専門職学位課程評価基準の一部改正

２ 就職支援業務の機能強化

■第165回教育研究評議会

期 日 平成27年１月21日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 部局長等の選考

■第166回教育研究評議会

期 日 平成27年２月12日（木）

議 題

１ 教員人事

２ 大学機関別認証評価の評価結果（案）に対する意見の申立て

３ 平成25年度における各教員の教育・研究活動及び社会との連携に関する自己点検・評価

４ 国立大学法人上越教育大学研究費不正使用防止規程の一部改正
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■第167回教育研究評議会

期 日 平成27年２月26日（木）

議 題

１ 平成28年度からの大学院改革に伴う新コースの運営等への対応

２ 附属小学校放課後児童クラブ設置に係る覚書の締結

○教授会

■第183回教授会

期 日 平成26年11月26日（水）

議 題

１ 教員採用試験合格者に対する筆記試験免除制度

２ 長期履修学生の履修期間変更

■第184回教授会

期 日 平成26年12月５日（金）

議 題

１ 平成27年度大学院入試（中期募集）合格者の判定

２ 平成27年度教育職員免許取得プログラム受講者の判定

３ 平成27年度長期履修学生の判定

■第185回教授会

期 日 平成26年12月17日（水）

議 題

１ 学籍異動

２ 平成26年度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

３ 平成26年度専門職学位課程修了予定者に係る学修成果審査委員会の設置等

４ 平成26年度学生表彰

５ 教員人事

■第186回教授会

期 日 平成27年１月21日（水）

議 題

１ 教員人事

■第187回教授会

期 日 平成27年２月９日（月）

議 題

１ 平成27年度推薦入試合格者の判定
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２ 平成26年度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

の委員交替

３ 教員人事

■第188回教授会

期 日 平成27年２月26日（木）

議 題

１ 学籍異動

２ 平成26年度学位論文等提出者に係る学位論文等総合審査

３ 学生転専修・コース判定

４ 平成26年度学生表彰

５ 学校教育法及び学校教育法施行規則の改正への対応

６ 教員人事

○「上越教育大学基金」設置

本法人の財政基盤の強化を図り，本学における学生支援活動，教育研究活動等の推進を図る

ことを目的に「上越教育大学基金」が平成26年11月に設置された。

今後，この基金を充実させ，本学独自の学生支援や教育・研究活動支援等の諸事業を推進し，

本学の教育・研究機能の強化と魅力づくりに努める。

○平成26年度文化講演会

上越文化会館において教育評論家尾木 直樹氏を招き，文化講演会「尾木ママ流 共感子育

て」を開催した。

本文化講演会は，市民の学習機会の充実を図ることを目的に上越市と上越教育大学の主催で

毎年開催している。

また，本年においては，上越市教育の日制定記念式典や上越市小中学校ＰＴＡ連絡協議会創

立10周年記念式典との同時開催となり，記念式典や文化講演会の開催を通して，学校・家庭・

地域の連携を推し進め，教育推進の機運の醸成を図る一躍も担うこととなった。

当日は，教育関係者，上越市小中学校ＰＴＡ連絡協議会員，一般参加者など1,300人以上の観

客を前に，様々なメディアに出演されながらも，気さくで親しみのある軽妙な語り口で，また，

深い知見と，経験などに裏付けされた話題は，身近な話題からより踏み込んだ内容まで多岐に

渡り，会場に詰めかけた聴衆は，およそ90分という長時間の講演にも関わらず， 後まで熱心

に講師の話に耳を傾けた。

日 時 平成26年11月１日（土）14:30～16:00

場 所 上越文化会館 大ホール

テ ー マ 尾木ママ流 共感子育て
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講 師 尾木 直樹 氏（教育評論家）

参 加 者 1,300人以上

○講演会「夢と目標に向かって～ギャオス内藤の野球人生觀～」

平成26年11月８日（土），本学講堂において上越教育大学振興協力会と本学の主催により，新

潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

監督のギャオス内藤氏を講師に招き，講演

会を開催した。

この講演会は地域貢献事業の一つとして，

プロスポーツ選手等による講演会を主催す

ることにより，地域住民，スポーツ関係団体，

本学学生・教職員らに豊かな教養を育む一

助とすることを目的としている。

○平成26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26年11月17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。

○ワークショップ「誰もが行きたくなる図書館を考えよう！」

附属図書館では，将来の増改修の参考とするため，学生を対象にワールドカフェ形式でワー

クショップを行い，テーマにもとづいた意見やアイデアを収集した。

期 日 平成26年11月19日（水）15：00～

場 所 附属図書館２階情報交流ゾーン

参加人数 12人

○健康保持増進講演会

教職員及び学生を対象に，健康保持増進の啓発を図ることを目的として，平成26年11月20日

（木）講義棟201教室において次のとおり講演会を開催した。

演 題 「目に見えないあなたの体の中の話」

講 師 新保 幸子 氏（新潟県上越地域振興局健康福祉環境部 管理栄養士）
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○永年勤続者表彰状授与式

永年にわたり誠実に勤務し，その成績が優秀で他の職員の模範となる場合に該当する者とし

て，平成26年11月25日（火）大会議室において，永年勤続者表彰状授与式を実施し，次の被表

彰者に表彰状を授与するとともに，記念品を贈呈した。

永年勤続者は次のとおりである。

朝倉 啓爾 教授（学校教育学系）

大前 敦巳 教授（学校教育学系）

松本 健義 教授（学校教育学系）

髙野 浩志 講師（学校教育学系）

下里 俊行 教授（人文・社会教育学系）

野村 眞木夫 教授（人文・社会教育学系）

木村 康司 財務課財務チーム主査

島田 一馬 研究連携室研究連携チーム主査

藤田 健仁 総務課総務チーム主任

○叙位・叙勲

平成26年秋の叙勲で，早川 晃元教務部長に対し，同氏の功績により瑞宝双光章が下賜され

た。

また，平成26年10月19日に死去された戸北 凱惟元理事に対し，同氏の生前の功績により，

正四位瑞宝中綬章に，平成26年11月11日に死去された松野 純孝元学長に対し，同氏の生前の

功績により，正五位に叙された。

○平成26年度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26年12月３日（水），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。

○学習支援セミナー「論文作成のマナーと文献の利用方法」

附属図書館では，修士論文や卒業論文，レポート作成に役立ててもらうために，論文作成の

マナーと文献の利用方法について，セミナーを行った。

期 日 平成26年12月３日（水）13：30～，12月８日（月）10：00～

場 所 附属図書館２階情報交流ゾーン

参加人数 13人
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○都道府県等教育委員会との連携協議会

平成26年12月７日（日）～８日（月）に，「平成26年度都道府県等教育委員会と上越教育大学

との連携協議会」を開催した。

この連携協議会は，現職教員を派遣している都道府県等教育委員会から，本学大学院教育へ

の理解を深めてもらうとともに，教育の成果・効果を検証することを目的に毎年開催しており，

今年度は，教員を派遣している教育委員会に加え，派遣教員の在籍者がいない教育委員会の担

当者も招き，地元の新潟県，新潟市など17都県・政令市教育委員会から20名，本学からは佐藤

学長ら14名が出席した。

７日（日）の連携協議会は，本学を会場として開催された。まず各教育委員会出席者と派遣

中の現職教員との懇談会を行った後，大学側から大学院の教育内容に関する説明があり，派遣

教員の研修成果や大学院修了者の動向等を踏まえ，大学院への要望等を含んだ意見交換が行わ

れた。

翌８日（月）は，希望する教育委員会に対し，本学教職大学院の特長である「学校支援プロ

ジェクト」の実習科目（学校支援フィールドワーク）の見学を地元の小学校２校で行った。参

加者からの活発な質疑があったことから，「学校支援プロジェクト」への関心の高さをうかがう

ことができた。

○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26年12月20日（土）

会 場 本学東京サテライトオフィス

参加者 15人

【東京会場】

期 日 平成27年１月10日（土）

会 場 本学東京サテライトオフィス

参加者 11人
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○第１回報道機関との懇談会

平成27年１月20日（火），ホテルラングウッド上越において「上越教育大学と報道機関との懇

談会」を開催した。

この懇談会は，報道機関との【協力・関心・理解・連携】をより向上させることを目的とし

ており，報道機関からは上越地域の新聞，

テレビ，通信関係から５社が出席，本学か

らは佐藤学長をはじめ13名が出席した。

懇談会は，学長による大学の概要説明か

ら始まり，大学改革の現状，次に天野副学

長から教学支援，就職支援，学生支援，地

域連携などのそれぞれの取り組みについて

情報提供を行うとともに，報道の見地から

の率直な意見を聴取した。

○第10回（平成26年度第２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27年１月22日（木），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

育次長をはじめ６名，新潟市教育委員会

からは阿部教育長をはじめ６名，本学から

は佐藤学長をはじめ16名が出席した。三者

での今後の更なる連携・協働体制の強化に

向けて，活発な協議が行われた。

○台湾国立嘉義大学附属小学校教員の招へい

平成27年２月９日（月）から13日（金）までの５日間にわたり，本学交流協定校の台湾国立

嘉義大学附属小学校から３名の教員を招へいし，附属小学校及び新井北小学校で英語での授業

実践を行ったほか，12日（木）には教職員・学生を対象とした講演会を開催した。

講演会では張校長による台湾の教育制度・カリキュラムについて紹介があった後，ジュディ

先生（外国人英語教員）から授業を立案し計画する際には，統合教育の手法を用い多数の教科
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を組み入れることで，生徒達に多感覚の勉強法を教授でき，学習への動機付け，そして興味を

高水準に保つことが可能であるとの説明があった。

後に賴先生（英語教員）から，自身の小学校で実施されている国際教育に特化した英語カ

リキュラムについての紹介があり，参加した約30人の教職員・学生が熱心に聞き入っていた。

○平成26年度上越教育大学教職大学院外部評価会

平成27年２月10日（火），平成26年度上越教育大学教職大学院外部評価会を開催した。

この評価会は，本学教職大学院の教育活動全般について，関係教育委員会及び外部有識者に

よる評価を実施し，今後の教育活動の改善に資することを目的としている。

当日は，新潟県及び新潟市の教育委員会から各１名並びに大学教員２名が出席した。本学か

ら教職大学院の概要等の説明があり，その後の意見交換では，貴重な意見や要望をいただくこ

とができた。

○赤倉地区防災訓練

平成27年２月12日（木）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，積雪時に火災が発生したことを想定し，管理人によ

る宿泊者の避難誘導及び消防署への通報訓練を行った。訓練終了後には，参加者全員で消火器

の操作を確認しながら，模擬消火活動を併せて実施した。

○教師の専門職化フォーラム

中央教育審議会答申等を踏まえ，本学が中心となり実施しているプロジェクト事業「教師の

専門職化をフォローする研修体制の構築（平成25～27年度）」の取組や成果を発表し，今後の実

りある事業運営に向けた情報を収集するとともに，専門家より助言を受ける場として，関係す
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る教育委員会及び大学等と「大学と教育委員会との連携による教員の資質能力の向上」と題し

た教師の専門職化フォーラムを大手町サンケイプラザで開催した。

フォーラムは，文部科学省高等教育局大学振興課教員養成企画室の佐藤室長を講師とした基

調講演，研究成果発表，パネルディスカッションの３部構成で実施された。

パネルディスカッションでは，大学院学生を派遣する教育委員会，実習を受け入れる学校，

修了生の勤務校長，修了生の本学教員，日本教育新聞の編集局長などの様々な立場のパネリス

トより，研修成果の還元についてじっくり語り合われ，大変有意義なフォーラムとなった。

日 時 平成27年２月16日（月）13:00～17:00

場 所 大手町サンケイプラザ

参 加 者 100名

○救急（応急手当）講習会

平成27年２月17日（火）に学生及び教職員を対象に救急（応急手当）講習会を実施した。地

元上越南消防署から２名の救急隊員を講師にお迎えし，心肺蘇生，ＡＥＤの操作及び気道の異

物除去等について訓練を行い，参加者におかれては，緊急時に即座に対応できるよう真剣に取

り組んでいた。

○平成26年度上越市学校教育支援協議会

平成27年２月23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機関における「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。
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○研究費不正使用防止研修会

今般改正された文部科学省が定める「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実

施基準）」（平成26年２月18日改正）を受け，改正されたガイドラインの理解と研究費不正使用の防止

についての意識の向上を図ることを目的として次のとおり研修会を開催した。

日 時 平成27年２月26日（木）

場 所 講義棟301教室

講 師 新日本有限責任監査法人 戦略マーケッツ事業部

パブリック・アフェアーズグループ シニア 大熊 俊也 氏

研修内容 研究費不正使用の防止

研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン

（文部科学省監修コンテンツ（研究者向け）の活用）

○デザイン相談ルームの設置

本学の広報に関するデザインの相談及び完成品デザインの一元管理，ロゴマーク等の使用時

におけるデザインの相談等を目的とした「デザイン相談ルーム」を設置した。

○学位の取得

博士（教育学）

（平26.10.31 筑波大学）

講師 稲田 結美

○旧姓・筆名等使用

教育支援課 教務支援チーム 小林 瞳

学内において使用する氏名 松尾 瞳

使用開始年月日 平成26年11月３日



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

1 教授 釜田　　聡 台湾
グローバル時代の学校教育に関
する教育研究交流

平成26年11月２日～
平成26年11月６日

外国出張

2 学長 佐藤　芳德 韓国
第９回東アジア教員養成国際シ
ンポジウム参加のため

平成26年11月３日～
平成26年11月６日

外国出張

3 副学長 林　　泰成 韓国
第９回東アジア教員養成国際シ
ンポジウム参加のため

平成26年11月３日～
平成26年11月６日

外国出張

4 教授 黎　　子椰 韓国
第９回東アジア教員養成国際シ
ンポジウム参加のため

平成26年11月３日～
平成26年11月６日

外国出張

5 教授 北條　礼子 台湾

教育養成大学におけるグローバ
ル化に対応した人材育成に向け
た支援活動における研究者交流
(派遣・調査)のため

平成26年11月10日～
平成26年11月14日

外国出張

6 准教授 周東　和好 台湾

教育養成大学におけるグローバ
ル化に対応した人材育成に向け
た支援活動における研究者交流
(派遣・調査)のため

平成26年11月10日～
平成26年11月14日

外国出張

7 教授 黎　　子椰 中国

教育養成大学におけるグローバ
ル化に対応した人材育成に向け
た支援活動における研究者交流
(派遣・調査)のため

平成26年11月16日～
平成26年11月21日

外国出張

8 講師 白岩　広行 中国

教育養成大学におけるグローバ
ル化に対応した人材育成に向け
た支援活動における研究者交流
(派遣・調査)のため

平成26年11月16日～
平成26年11月21日

外国出張

9
特任准教
授

清水　雅之 オーストラリア
オーストラリアにおけるデジタ
ル教科書の利用及び教員研修に
ついての実態

平成26年11月17日～
平成26年11月21日

海外研修

10 講師 河野麻沙美 インドネシア
世界授業研究学会 (WALS) に参
加及び発表のため

平成26年11月22日～
平成26年11月29日

外国出張

11 教授 梅野　正信 韓国

科研費研究の主目的である戦
前・植民地期の校友会雑誌を撮
影するため。(朝鮮総督府下の京
畿中学校(現京畿高等学校及)と
び培花高等女学校(現培花女子高
等学校)から資料所蔵と撮影の許
可が得られたことによる。)

平成26年11月26日～
平成26年11月29日

外国出張

12 准教授
ﾌﾞﾗｳﾝ･ｱｲｳﾞｧﾝ･
ﾊﾞｰﾅｰﾄﾞ

ポルトガル

｢IALIC2014｣(言語･異文化ｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝ国際学会)に出席,英語教育に
関連する最新情報を収集し,研究
打ち合わせを行うため

平成26年11月27日～
平成26年12月２日

外国出張

13 教授 小埜　裕二 台湾
2014年度台湾日語教育学会国際
学術大会での講演のため

平成26年11月28日～
平成26年12月１日

外国出張

14 教授 大場　浩正 シンガポール

国立シンガポール大学が主催す
るCLaSIC 2016(外国語教育に関
する学会)において科研費による
研究成果の発表を行うため

平成26年12月４日～
平成26年12月７日

外国出張

15 教授 梅野　正信 韓国
東アジアの国際関係に関する国
際シンポで討論者として招聘さ
れたため

平成26年12月９日～
平成26年12月11日

外国出張

16 教授 梅野　正信 台湾

国立台北教育大学及び国立台湾
図書館において,中等諸学校(師
範学校)生徒のアジア認識に関す
る研究(平成26年度科学研究費助
成事業基盤研究(B))に関する資
料を調査し複写等を行う

平成26年12月21日～
平成26年12月24日

外国出張

17 准教授 堀　　健志
フランス
イギリス

①社会権力に対する抵抗的実践
についての視察・調査
②イングランドにおける学校か
ら職業への移行に関する情報収
集

平成26年12月29日～
平成27年１月６日

外国出張

○海外渡航   
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18 教授 釜田　　聡 アメリカ

①グローバル時代における学校
教育に関する研究交流と現地調
査のため
②国際理解教育のカリキュラム
開発に関する現地調査・資料収
集のため

平成27年１月28日～
平成27年２月４日

外国出張

19 准教授 林田　秀一 インド

研究集会「International
Conference on Recent
Develpments in Automorphic
Forms」に参加し講演を行う

平成27年２月11日～
平成27年２月16日

外国出張

20 教授 石野　正彦 アメリカ
アメリカ合衆国における特別支
援教育とICT活用について研究視
察を行う

平成27年２月15日～
平成27年２月21日

外国出張

21 准教授 辻野けんま ドイツ 調査研究のため
平成27年２月15日～
平成27年２月23日

外国出張

22
特任准教
授

清水　雅之 アメリカ
アメリカでの特別支援教育にお
けるICT活用およびコーディネー
タの役割について調査するため

平成27年２月15日～
平成27年２月21日

外国出張

23 教授 得丸　定子 アメリカ

海外との研究交流「マインドフ
ルネス・ストレス低減の取り組
み」に関する講義,情報収集のた
め

平成27年２月16日～
平成27年２月24日

外国出張

24 教授 下里　俊行 チェコ

教員養成大学におけるグローバ
ル化に対応した人材教育に向け
た支援活動における研究者交流
（派遣・調査）のため

平成27年２月22日～
平成27年２月26日

外国出張

25 准教授 宮川　　健 チェコ

教員養成大学におけるグローバ
ル化に対応した人材教育に向け
た支援活動における研究者交流
（派遣・調査）のため

平成27年２月22日～
平成27年２月26日

外国出張

26 教授 瀬戸　　健 中国

｢教職大学院と公立小学校との共
働ぶよる『若年教員』の授業力
向上過程に関する実践的研究｣の
一環として,中国の状況について
聞き取り調査を行うとともに,学
会では,若年教員育成の情報収集
をする

平成27年２月25日～
平成27年２月27日

外国出張
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■大学 　
事　　　　　　　　　　項

11月１日 （土） 「上越教育大学基金」設置
平成26年度文化講演会

11月５日 （水） 第８回衛生委員会
11月７日 （金） 第８回入学試験委員会
11月８日 （土） 講演会「夢と目標に向かって～ギャオス内藤の野球人生観～」
11月12日 （水） 第90回役員会

第161回教育研究評議会
第68回大学改革委員会

11月13日 （木） 第２回教員免許状更新講習実施委員会
11月14日 （金） 教員免許状更新講習コンソーシアム新潟連絡会
11月16日 （日） J-TEST実用日本語検定　A-Dレベル試験（留学生対象）
11月17日 （月） 平成26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
11月18日 （火） 学長と平成26年度入学留学生との懇談会
11月19日 （水） 世界を語ろう（～12月24日（水），全６回）

第４回総合学生支援室会議
第９回教務委員会
第３回男女共同参画推進委員会
ワークショップ「誰もが行きたくなる図書館を考えよう！」

11月20日 （木） 健康保持増進講演会
11月21日 （金） 第２回知的財産本部会議

第50回カリキュラム企画運営会議
11月22日 （土） 平成27年度大学院入試（中期募集）
11月25日 （火） 永年勤続者表彰状授与式
11月26日 （水） 第183回教授会

平成26年度外国人留学生との意見交換会
第５回教育実習委員会
ハラスメントＤＶＤ視聴研修

11月27日 （木） 平成26年度第２回附属図書館増改修プラン策定ワーキング
11月28日 （金） 第１回修了生・卒業生に対する研究助成選考委員会
12月３日 （水） 第６回学生委員会

平成26年度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９回衛生委員会
学習支援セミナー「論文作成のマナーと文献の利用方法」

12月４日 （木） 第９回入学試験委員会
12月５日 （金） 第184回教授会
12月７日 （日） 都道府県等教育委員会との連携協議会（～８日（月））
12月８日 （月） 第４回学術研究委員会研究推進専門部会

学習支援セミナー「論文作成のマナーと文献の利用方法」
12月９日 （火） 第３回地域連携推進室会議

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
12月10日 （水） 第91回役員会

第162回教育研究評議会
第１回第３期中期目標・中期計画検討特別委員会
第２回教育実習協力校（園）会議

12月15日 （月） 第３回就職委員会
第10回教務委員会
第１回大学教員学校現場研修準備委員会

12月16日 （火） 第76回大学評価委員会
第14回情報メディア教育支援センター運営委員会

12月17日 （水） 第163回教育研究評議会
第185回教授会
第69回大学改革委員会
第38回連合大学院委員会

12月19日 （金） 第10回入学試験委員会
第２回特別支援教育実践研究センター運営委員会

 主 要 日 誌

月　日
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事　　　　　　　　　　項
12月20日 （土） 大学院入学相談会（東京会場）
12月22日 （月） 第51回カリキュラム企画運営会議

第３回ファカルティ・ディベロップメント委員会
12月24日 （水） 第６回国際交流推進センター運営委員会
12月25日 （木） 第２回上越教育大学事務系職員ＳＤ研修
１月８日 （木） 第32回評価支援室会議
１月10日 （土） 大学院入学相談会（東京会場）
１月13日 （火） 第５回学術研究委員会
１月14日 （水） 第164回教育研究評議会

第11回入学試験委員会
第70回大学改革委員会
第77回大学評価委員会（書面審議）（～26日（月））

１月17日 （土） 平成27年度大学入試センター試験（～18日（日））
１月19日 （月） 第11回教務委員会
１月20日 （火） 第１回上越教育大学と報道機関との懇談会

平成26年度第２回留学生が語る／留学生と語る会
１月21日 （水） 第165回教育研究評議会

第186回教授会
全学教職員集会
第７回国際交流推進センター運営委員会
第39回連合大学院委員会

１月22日 （木） 第10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

１月26日 （月） 第29回学長選考会議
第92回役員会
第45回経営協議会

１月27日 （火） 平成26年度第４回附属図書館運営委員会
１月28日 （水） 学生表彰状授与式

第６回教育実習委員会
１月29日 （木） 第２回研究費不正使用防止計画推進室会議
１月30日 （金） 平成27年度学部推薦入試
２月３日 （火） 平成26年度保育実習連絡会
２月４日 （水） 第７回学生委員会

第52回カリキュラム企画運営会議
第10回衛生委員会

２月５日 （木） 第16回研究倫理審査委員会
２月６日 （金） 第12回入学試験委員会

平成26年度特別支援教育実習連絡会
２月９日 （月） 第187回教授会

台湾国立嘉義大学附属小学校教員の招へい（～13日（金））
第３回教員免許状更新講習実施委員会
第３回学校ボランティア支援室会議

２月10日 （火） 平成26年度上越教育大学教職大学院外部評価会
第５回総合学生支援室会議

２月11日 （水） 第６回学校支援プロジェクトセミナー
２月12日 （木） 第93回役員会

第166回教育研究評議会
第２回赤倉野外活動施設防災訓練

２月13日 （金） 第４回配分予算検討委員会
２月16日 （月） 教師の専門職化フォーラム
２月17日 （火） 救急（応急手当）講習会
２月18日 （水） 第12回教務委員会
２月19日 （木） 第13回入学試験委員会

第78回大学評価委員会
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

２月23日 （月） 第２回上越市学校教育支援協議会
平成26年度留学生成果発表会
平成26年度ファカルティ・ディベロップメント研修会

月　日
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事　　　　　　　　　　項
２月24日 （火） ＣＳＴ認定運営専門部会
２月25日 （水） 平成27年度学部一般入試（前期日程）
２月26日 （木） 第167回教育研究評議会

第188回教授会
研究費不正使用防止研修会
平成26年度留学生スキーのつどい（～27日（金））

２月27日 （金） 第３回研究費不正使用防止計画推進室会議
第13回教務委員会

■附属幼稚園
事　　　　　　　　　　項

11月21日 （金） 祖父母参観
11月27日 （木） 第４回避難訓練
12月10日 （水） 預かり保育試行
12月24日 （水） 第２学期終業式
１月７日 （水） 第３学期始業式
１月16日 （金） 第５回避難訓練
１月25日 （日） 園開放デー
２月13日 （金） お楽しみ発表会
２月17日 （火） 第６回避難訓練
２月25日 （水） 第２回学校評議員会

■附属小学校
事　　　　　　　　　　項

11月５日 （水） ふれあいデー
11月16日 （日） 学校説明会

休日参観日
12月３日 （水） ふれあいデー

自由参観日
12月６日 （土） 平成27年度第１学年児童入学選考検査
12月11日 （木） 平成27年度第１学年児童入学選考検査合格発表
12月22日 （月） 第２学期終業式
12月24日 （水） 冬季休業（～１月７日（水））
１月８日 （木） 第３学期始業式
１月14日 （水） 学力テスト（～15日（木））
１月23日 （金） 第３回避難訓練

自由参観日
２月10日 （火） 台湾嘉義大学学校訪問受入
２月20日 （金） 新１年生入学説明会

■附属中学校
事　　　　　　　　　　項

11月２日 （日） 附属中学校文化祭
11月24日 （月） ２学年ＰＴＡ
12月13日 （土） 平成27年度新１学年生徒入学選考
12月16日 （火） 平成27年度新１学年生徒合格発表
12月22日 （月） 第２学期終業式
１月８日 （木） 第３学期始業式

生徒会三役任命式
１月10日 （土） 新入生・保護者説明会
１月14日 （水） ２学年スキー合宿（～16日（金））
１月15日 （木） １学年スキー合宿（～16日（金））
１月19日 （月） 第３回避難訓練
２月３日 （火） ２学年ＰＴＡ
２月４日 （水） １学年ＰＴＡ
２月24日 （火） 第４回指導者・協力者打合会

月　日

月　日

月　日
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