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学 事

○平成27年度保育実習

・学部２年次

平成27年８月７日（金）～８月31日（月）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

平成27年８月18日（火）～９月14日（月）の間の10日間

上越市立保育園（上越市立東本町保育園他４保育園）で，保育実習Ⅲを行った。

平成27年８月31日（月）～９月30日（水）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28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

143人，合格者127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

33人，合格者31人であった。

出 願 期 間 平成27年７月10日（金）～７月23日（木）

試 験 日 平成27年８月20日（木）

合 格 発 表 平成27年９月９日（水）

○平成27年度（秋期）教育実習

・学部１年次及び免Ｐ１年次

平成27年９月３日（木），４日（金）（いずれかの日の半日間）

上越市の幼稚園（５園），上越市立保育園（２園），妙高市立こども園（２園）及び附属幼

稚園で半日間の観察・参加を行った。

平成27年９月８日（火）～10日（木）（いずれか１日）

小規模小学校（９校）で１日間の観察・参加を行った。

平成27年９月７日（月）～15日（火）（いずれか２日間）

特別支援学校（６校）で２日間の介護等の体験を行った。



2

・学部３年次，免Ｐ２年次及び科目等履修生

平成27年８月31日（月）～９月25日（金）の間の15日間

上越市，妙高市及び糸魚川市の小学校（51校）並びに附属小学校で初等教育実習（本実習）

を行った。

○平成27年度（前期）学位記授与式及び卒業証書・学位記授与式

平成27年度（前期）の学位記授与式及び卒業証書・学位記授与式が平成27年９月30日（水）16

時15分から大会議室で挙行された。

学位記及び卒業証書・学位記を授与されたのは，次のとおりである。

大学院学校教育研究科（修士課程）

学校教育専攻学校臨床研究コース １名

学校教育専攻幼児教育コース １名

教科・領域教育専攻生活・健康系コース（家庭） １名

学校教育学部

教科・領域教育専修 言語系コース（国語） １名

○平成27年度教員養成課程学生合宿研修

教育実習を終えた学部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27年10月２日（金）・３日（土）

場 所 第２講義棟202教室・国立妙高青少年自然の家

参加人員 ３年次学生 159人

教職員 23人
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○第33回大学祭（越秋祭）

期 日 平成27年10月30日（金）～11月１日（日）

テ ー マ 「 翔 ～なぜ君は翔ぼうとしないのか～」
とぶ と

参加人数 ３日間延べ約2,200人（一般市民含む）

本部企画 オープニングパレード（10月18日（日））

体育祭（10月25日（日））

前夜祭（10月30日（金））

中夜祭（10月31日（土））

お笑いライブ等（11月１日（日））

大西ライオン・西村ヒロチョ・スパイク

後夜祭（11月１日（日））

一般企画数 45団体（模擬店 他）



○人事異動 

発令年月日 発令事項等

大学教員

H27.7.1 昇　　任 教授（学校教育学系） 桐　生　　　徹 准教授（学校教育学系）

昇　　任 准教授（学校教育学系） 辻　村　貴　洋 講師（学校教育学系）

H27.9.30 退　　職 首都大学東京都市環境学部准教授 矢　部　直　人 准教授（人文・社会教育学系）

H27.10.1 昇　　任 教授（学校教育学系） 稲　垣　応　顕 准教授（学校教育学系）

昇　　任 教授（学校教育学系） 井　上　久　祥 准教授（学校教育学系）

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

昇　　任 准教授（臨床・健康教育学系） 八　島　　　猛 講師（臨床・健康教育学系）

採　　用 准教授（学校教育学系）（国際交流推進セン
ター）

藤　谷　元　子 特定非営利活動法人教育テスト研究センター
連携研究員

採　　用 講師（臨床・健康教育学系） 田　中　圭　介 兵庫教育大学教職キャリア開発センター特命
助教

兼　　務 心理教育相談室相談員 田　中　圭　介 講師（臨床・健康教育学系）

事務系職員

H27.9.1 配 置 換 総務課総務チーム 黒　川　将　一 学術情報課学術情報チーム

配 置 換 財務課経理・契約チーム 滝　澤　義　明 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主任 藤　田　健　仁 総務課総務チーム主任

配 置 換 学術情報課学術情報チーム 倉　内　孝　行 財務課経理・契約チーム

異　動　事　項 氏　　　　名 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

松田　愼也 人文・社会教育学系 教授 27.10.16～28.3.31
橋本委員と
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

浅倉　有子 人文・社会教育学系 教授 27.10.16～28.3.31
橋本委員と
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

小泉美佐子 学外学識経験者 - - - 27.10.1～28.3.31
野村委員と
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

松田　愼也 人文・社会教育学系 教授 27.10.1～28.3.31
矢部委員と
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

田中　圭介 心理教育相談室相談員 講師
27.10.1付け
心理教育相談
室相談員兼務

氏　　　名 委員会組織における職名又は組織等 職　名

池田　吉史 学校教育臨床連合講座 助教

岩﨑　　浩 先端課題実践開発連合講座 教授

野地　美幸 言語系教育連合講座 准教授

小島　伸之 社会系教育連合講座 准教授

吉田　昌幸 社会系教育連合講座 准教授

玉村　　恭 芸術系教育連合講座 准教授

土田　了輔 生活・健康系教育連合講座 教授

27.10.1付け連合研究科担当

27.10.1付け連合研究科担当

27.10.1付け連合研究科担当

27.10.1付け連合研究科担当

法人に置かれる委員会

情報・広報委員会

施設安全・環境委員会

研究倫理審査委員会

附属施設等に置かれる委員会

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

運営の基本組織として置かれる委員会

連合大学院委員会

備　考

27.10.1付け連合研究科担当

27.10.1付け連合研究科担当

27.10.1付け連合研究科担当
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一般通報事項

○役員会

■第96回役員会

期 日 平成27年７月８日（水）

議 題

１ 第３期中期目標・中期計画素案の提出等

２ 平成28年度概算要求

■第97回役員会

期 日 平成27年10月19日（月）

議 題

１ 早期退職募集制度の導入

２ 目的積立金の執行計画

３ 業務達成基準を適用する事業計画

４ 平成27年度学内補正予算

○経営協議会

■第48回経営協議会

期 日 平成27年10月19日（月）

議 題

１ 給与制度の改正

２ 早期退職募集制度の導入

３ 目的積立金の執行計画

４ 業務達成基準を適用する事業計画

５ 平成27年度学内補正予算

○教育研究評議会

■第174回教育研究評議会

期 日 平成27年７月８日（水）

議 題

１ 第３期中期目標・中期計画素案の提出等

２ 教員人事

３ 学校教育実践研究センター規則の一部改正

４ 共同研究の受入れ
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■第175回教育研究評議会

期 日 平成27年８月５日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 国際交流推進センター規則等の一部改正

３ 大学院アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）の一部改正

４ 「21世紀型能力」の育成

■第176回教育研究評議会

期 日 平成27年８月26日（水）

議 題

１ 教員人事

■第177回教育研究評議会

期 日 平成27年９月９日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 年俸制適用職員の業績評価

■第178回教育研究評議会

期 日 平成27年10月１日（木）

議 題

１ 教員人事

２ 早期退職募集制度の導入

○教授会

■第195回教授会

期 日 平成27年７月22日（水）

議 題

１ 大学院アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）の一部改正

２ 教員人事

３ 教員選考等における投票方法

■第196回教授会

期 日 平成27年８月26日（水）

議 題

１ 平成27年度前期学位論文等提出者に係る学位論文等総合審査

２ 教員人事
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■第197回教授会

期 日 平成27年９月７日（月）

議 題

１ 平成28年度大学院入試（前期募集）合格者の判定

２ 平成28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年度学部前期卒業判定

４ 平成27年度大学院前期修了判定

５ 教員人事

■第198回教授会

期 日 平成27年９月30日（水）

議 題

１ 教員人事

■第199回教授会

期 日 平成27年10月28日（水）

議 題

１ 教員人事

○北朝鮮による拉致問題を考えるパネル展

平成27年７月３日（金）から17日（金）まで大学会館２階のPOTATOで「北朝鮮による拉致問題

を考える巡回パネル展」を開催した。

新潟県では，一人でも多くの県民に，北朝鮮による拉致問題や特定失踪者の問題について理解

を深め，関心を持ち続けてもらうため，県内各地で巡回パネル展を開催しており，本学において

もその趣旨に賛同し，同パネル展の開催により，学生及び教職員等からこの問題について考えて

もらうこととした。

パネル展を訪れた学生からは，今まで以上に身近な問題と捉え，「拉致被害者全員の早期帰国

を願う。」などの声が聞かれた。
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展示内容は，以下のとおり。

拉致問題等に関する広報パネル

拉致問題等に関する写真パネル

・横田めぐみさんの父・滋さんが撮影した家族写真

・佐渡市で拉致された曽我ミヨシさんの写真

・特定失踪者 大澤孝司さん，中村三奈子さんたちの写真

○台湾国立嘉義大学附属小学校教員の招へい

平成27年７月５日（日）から24日（金）までの20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方瑞貞先生を招へいし，本学附属小学校及び大潟町小学校，新井北小学校

で英語の教育実践を行ったほか，７月15日（水）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，バイリンガルの有益性そして

第二外国語を学ぶ利点について話があった後，

台湾での英語教育についての紹介があり，また

日本の英語教育制度と比較することでその問題

点などについて話があった。最後に先生の専門

であるストーリーテリングについても紹介が

あり，嘉義大学附属小学校では，定期的に小学

生達に英語の物語の読み聞かせをしているとの話があった。

教職員・学生約30人が参加し，台湾では英語にどう親しんでいるのかなど質問がされ，参加者

全員が熱心に聞き入っていた。

○平成27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，「青年期・成人期の発達障害のある人への支援を目指して」をテーマとして，話題提

供者から，就業希望者や大学生で発達障害のある人の現状の説明があり，地域でどのような支援

をしていけばよいのかについてご講話いただいた。

当日は，幅広い年代の方からの参加があり,発達障害に関して身近な事例を取り上げた質問が

あり，参加者を含めて活発な議論が行われた。

日 時 平成27年７月11日（土）13:30～15:30

場 所 上越教育大学

テ ー マ 「青年期・成人期の発達障害のある人への支援を目指して」
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話題提供・トークセッション

能登 宏 氏（新潟大学 特任准教授）

日髙 幸徳 氏（新潟障害者職業センター主任障害者職業カウンセラー）

進 行 加藤 哲文 氏（本学教授）

参 加 者 約200名

○第11回（平成27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27年７月21日（火），新潟市内のホテルを会場として「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前田教育長をはじめ６名，本学

からは佐藤学長をはじめ21名が出席した。

当日は，本学における今後の教員養成の在り方及

び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。

○平成27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，平成27年７月22日

（水）の15時30分から16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，
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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。

中庭や施設入り口の落葉やゴミを集める参加者

○近隣町内会と上越教育大学との懇談会

平成27年７月23日（木）に「平成27年度近隣町内会と上越教育大学との懇談会」を開催した。

この懇談会は，地元住民の方に本学の活動への理解をより一層深めていただき，本学に対する

協力や支援をいただくとともに，本学が更に地域と連携・協力し愛され続ける大学となるために

積極的に情報交換を行うことを目的としており，近隣の４町内会から11名の町内会長ほか役員の

方々が出席された。

懇談会は，学長挨拶から始まり，西村理事から本学の現状及び昨年度懇談会における意見・要

望への対応状況の説明の後，学生の地域との関わり，大学周辺の環境整備や妙高はねうまライン

の新駅設置などについて活発な意見交換が行われた。

○博士課程上越Ｄ１セミナー

平成27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，伊藤大輔氏（平成15年度同研究科修了）をアドバイザーとして招き，博士課程上越Ｄ

１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。
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期 日 平成27年７月25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

○オープンキャンパス2015

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。

参加者数は799人にのぼり，午前中に行う全体会を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，「説明がわかりやすく，体験談もとても参考になりまし

た。部活動も興味深いものが多くて，見学するのが楽しかったです。」などの声が寄せられた。

期 日 平成27年７月31日（金）

会 場 講堂ほか

参 加 者 799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

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）

○平成27年度上越教育大学研究プロジェクト成果発表会

平成27年８月６日（木）に「平成27年度上越教育大学研究プロジェクト成果発表会」を学校

教育実践研究センターを会場にして実施した。

この研究成果発表会は，教育現場における

諸課題を実践的立場から研究し，教育実践学

の構築を図ることをテーマとして取り組んで

きた上越教育大学研究プロジェクトの成果を，

広く学校現場等へ還元することを目的として

開催され，現職教員及び大学院生等が参加した。
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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27年９月５日（土）

会 場 本学東京サテライトオフィス

参 加 者 14人

【東京会場】

期 日 平成27年９月26日（土）

会 場 表参道・新潟館ネスパス

参 加 者 ９人

【仙台会場】

期 日 平成27年10月３日（土）

会 場 ＴＫＰガーデンシティ仙台

参 加 者 ４人

【東京会場】

期 日 平成27年10月４日（日）

会 場 本学東京サテライトオフィス

参 加 者 21人

○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27年９月13日（日）

会 場 第２講義棟202教室 他

参 加 者 35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28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27年９月16日（水）13：30～14：20

場 所 第２講義棟202教室
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内 容 １．応募書類作成上の留意点

研究連携課研究連携チーム

２．採択者からのアドバイス

大前 敦巳

奥村 太一

３．研究活動の不正行為の防止及び研究倫理

天野副学長

参 加 者 28名

○第８回辰野千壽教育賞授与式

平成27年10月２日（金）に，初代学長の辰野千壽先生，選考会議に学外有識者として参画いた

だいた財団法人教育調査研究所理事長の新井郁男様及び新潟日報社上越支社長の夏井陽三様から

御出席をいただき，第８回辰野千壽教育賞授与式を開催した。

当日は，最優秀賞を受賞された水谷徹平氏（新潟県長岡市立脇野町小学校教諭）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。なお，優秀賞は，長田洋一氏（愛知県碧南市

立大浜小学校教諭）が受賞した。

前列左から，夏井陽三様，佐藤学長，長田洋一氏，水谷徹平氏，辰野千壽先生，

新井郁男様，西村理事

後列左から，松田教授，林副学長，立屋敷理事，太田理事，中山教授，松沢教授

○山屋敷地区防災訓練

平成27年10月21日（水）に山屋敷地区において，災害等発生時における学生・教職員の安全確

保，避難誘導，情報収集，通報伝達等の訓練をとおして，非常事態発生時に即応できる技能の向

上と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。
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また，火災時における煙体験や粉末消火器を使った初期消火訓練，屋内消火栓を使った放水訓

練等を実施した。

全訓練が終了した後，参加者に対し防災備蓄食料を配付し，より一層の防災に対する意識向上

が図られた。

「火災時における煙体験」を体験する参加者 「負傷者救出・搬送訓練」を行う防災隊隊員

○第２回国立大学法人上越教育大学教育諮問会議

平成27年10月29日（木），第２回国立大学法人上越教育大学教育諮問会議を開催した。

この諮問会議は，地元及び近県の教育委員会の幹部職員や公立の連携協力校の長，大学運営・

文部科学行政等に精通した有識者，総勢11名で構成し，大学のカリキュラム，養成する人材像，

現職教員の再教育の在り方などについて意見交換を行い，教育への社会の要請を受けとめ，その

質の向上を図るため，平成26年度に設置されたもので，今回が第２回の開催となる。

当日は，佐藤学長から，「上越教育大学における今後の修士課程の在り方について」及び「上

越教育大学における６年一貫による教員養成について」の諮問があった後，本学に対する期待や

要望を含め，活発な意見交換が行われた。
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○赤倉地区防災訓練

平成27年10月29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，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，消防署及び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。

「初期消火活動訓練」を行う参加者や施設から避難する参加者

○ミニ・オープンキャンパス2015

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，大学祭ならではの活気あふれる学生の姿やキャンパスの雰囲気など，普段とは違っ

た大学の様子に興味を抱いたようである。

期 日 平成27年10月31日（土）

会 場 講義棟201教室

参 加 者 88人

内 容 午前：大学紹介（理事，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：個別相談会（入試情報，カリキュラム，奨学金・学生宿舎等，就職情報）
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○市民のための図書館案内ツアー

附属図書館では，図書館の利用方法を知ってもらい，調査・研究や生涯学習に役立ててもらう

ために，学外者を対象に図書館案内ツアーを行った。

日 時 平成27年10月31日（土）11：00～，14：00～

場 所 附属図書館

参加人数 11人



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

1 教授 時得　紀子 中国

香港教育学院で開催される国際音
楽教育学会 第10回アジア大会で
科研成果発表を行うため。また，
マカオ演芸学院音楽学校等で音楽
教育の資料収集を行うため

平成27年７月10日～
平成27年７月18日

外国出張

2 教授 岩﨑　　浩 オーストラリア

「教員研修における質の異なる数
学教師の学習：地域の研究会と教
職大学院を事例に」の研究成果の
発表と情報収集のため

平成27年７月12日～
平成27年７月19日

外国出張

3 准教授 宮川　　健 オーストラリア

国際数学教育心理学会第39回年会
（PME39）に参加し，教師教育に
ついての研究の成果を発表すると
ともに，情報収集を行うため

平成27年７月12日～
平成27年７月19日

外国出張

4 教授 梅野　正信 中国

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27年
度科学研究費助成事業（基盤研究
（Ｂ））「戦前期における中等諸
学校（師範学校）生徒のアジア認
識に関する総合的研究」に関する
資料調査のため

平成27年８月１日～
平成27年８月２日

外国出張

5 准教授
ﾌﾞﾗｳﾝ･ｱｲｳﾞｧ
ﾝ･ﾊﾞｰﾅｰﾄﾞ

イギリス
①KCLのCoffey講師及びSOASの
Sachdev教授との研究打合せ
②実際英語会話の録音資料収集

平成27年８月１日～
平成27年８月18日

外国出張

6 准教授 佐藤ゆかり 中国

海外との研究交流「家庭科教員養
成の質保証にむけた方策の検討-
'Think Globally, Act Locally'
を視座として-」に関する調査及
び成果発表のため

平成27年８月３日～
平成27年８月８日

外国出張

7 准教授 吉澤　千夏 中国
THE 18th ARAHE BIENNIAL
INTERNATIONAL CONGRESS 2015に
参加し，研究発表を行うため

平成27年８月３日～
平成27年８月８日

外国出張

8 教授 志村　　喬 アメリカ

2015年全米地理教育学会
（NCGE:National Conference on
Geographic Education）100周年
記念大会に参加するため

平成27年８月５日～
平成27年８月10日

外国出張

9 教授 大庭　重治 カナダ
アメリカ心理学会において研究発
表及び資料収集を行うため

平成27年８月５日～
平成27年８月11日

外国出張

10 准教授 井上　久祥 カナダ
The 123rd Annual APA
Convention への参加及び資料収
集のため

平成27年８月５日～
平成27年８月11日

外国出張

11 准教授 角谷　詩織 カナダ
The 2015 APA Annual Convention
への参加のため

平成27年８月５日～
平成27年８月11日

外国出張

12 准教授 森口　佑介 カナダ

8/6-8/9にトロントで開催される
アメリカ心理学会に参加し研究発
表を行うため。その後トロント大
学にてLee教授と脳機能発達に関
わる解析技術などについての研究
打合せを行うため

平成27年８月５日～
平成27年８月14日

外国出張

13 助教 池田　吉史 カナダ アメリカ心理学会に参加のため
平成27年８月５日～
平成27年８月11日

外国出張

14 教授 時得　紀子 オーストラリア

科研の国際比較研究のため。修士
課程の教育プログラムにおける創
作表現活動の成果と課題に焦点を
あて，現地研究者の協力を得て調
査に取り組むため

平成27年８月６日～
平成27年８月13日

外国出張

○海外渡航  
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15 准教授 宮川　　健 フランス
カリキュラム開発における数学教
師と研究者の協働に関する研究の
情報収集のため

平成27年８月18日～
平成27年８月27日

外国出張

16 講師 河野麻沙美 キプロス共和国

学会参加（16th Biennial EARLI
Conference for Research on
Learning and Instruction）のた
め

平成27年８月23日～
平成27年８月31日

外国出張

17 准教授 森口　佑介 タイ
マヒドン大学に幼児期の脳機能発
達についての招待講演を行うため

平成27年８月23日～
平成27年８月26日

外国出張

18 准教授 林田　秀一 ドイツ

Aloys Krieg 教授（RWTH
Aachen）,Bernhard Heim 教授
（GUtech）と共に“直交群上の保
型形式”について共同研究を行う
ため

平成27年８月25日～
平成27年９月２日

外国出張

19 教授 山縣耕太郎 ケニア

「地球温暖化による熱帯高山の氷
河縮小が生態系や地域住民意及ぼ
す影響の解明」に関わる野外調査
のため

平成27年８月26日～
平成27年９月14日

外国出張

20 教授 黎　　子椰 中国
中国小中学校及び労働技術教育実
践センターの技術教育についての
調査のため

平成27年８月30日～
平成27年９月11日

海外研修

21 准教授 辻野けんま
スイス
ドイツ

国際学会
（Schulleitungssymposium）に参
加し，研究発表および情報収集，
研究交流を図るため

平成27年８月31日～
平成27年９月14日

外国出張

22 准教授 辻村　貴洋 スイス

Education Symposium
Switzerland and International
School Leadership Symposium
2015（含：Preconference）に参
加，研究発表及び情報収集のため

平成27年８月31日～
平成27年９月６日

外国出張

23 教授 釜田　　聡 中国

平成27年度科学研究費補助金（基
盤研究（C））研究課題名：「東
アジアの未来を選択する国際理解
教育のカリキュラム・教材開発－
日韓関係を中心に」の研究推進に
関する現地調査及び資料収集を行
い，研究交流の基盤を構築するた
め

平成27年９月２日～
平成27年９月５日

外国出張

24 教授 北條　礼子 ドイツ
ドイツの小学校英語教育等の授業
参観と小学校英語並びにCLIL関連
資料収集のため

平成27年９月５日～
平成27年９月13日

外国出張

25 准教授 周東　和好 ドイツ
ドイツの教育システムに関する現
地聞き取り調査などのため

平成27年９月７日～
平成27年９月17日

外国出張

26 准教授 松尾　大介 イタリア

文部科学省科学研究費補助金によ
る「日伊の交流を通した蝋型ブロ
ンズ彫刻の新しい表現の研究」に
おける研究の一環として

平成27年９月７日～
平成27年９月15日

外国出張

27 講師 野澤　有希 香港

科研「香港のカリキュラム改革に
おける校本課程開発と校内の開発
研究組織の実態に関する研究」資
料収集と調査のため

平成27年９月７日～
平成27年９月19日

外国出張

28 教授 梅野　正信 韓国

平成27年度科学研究費補助成事業
（学術研究助成基金助成金（基盤
研究（B））
研究課題名：戦前期における中等
諸学校（師範学校生徒のアジア認
識に関する総合的研究）における
資料調査・収集のため

平成27年９月12日～
平成27年９月15日

外国出張

29 教授 時得　紀子 アメリカ

連合大学院プロジェクト研究の課
題である，芸術表現教育にかかわ
る大学のプログラムに関する調査
及び資料収集のため

平成27年９月14日～
平成27年９月21日

外国出張
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30 教授 中村　雅彦
マダガスカル共
和国

マダガスカル共和国において，同
国特産鳥類であるオオハシモズ類
の生態および進化に関する野外調
査を行うため（サバティカル制度
の利用）

平成27年９月15日～
平成27年12月８日

海外研修

31 准教授 野地　美幸 オーストラリア

大学院授業科目「海外教育特別研
究Ａ」，「海外教育実践研究Ａ」
及び学部授業科目「海外教育研究
Ａ」の引率のため

平成27年９月20日～
平成27年９月29日

外国出張

32 講師 白岩　広行 オーストラリア

大学院授業科目「海外教育特別研
究Ａ」，「海外教育実践研究Ａ」
及び学部授業科目「海外教育研究
Ａ」の引率のため

平成27年９月20日～
平成27年９月29日

外国出張

33 教授 黎　　子椰 中国
短期海外研修プログラムの引率の
ため

平成27年９月21日～
平成27年９月28日

外国出張

34 講師 野澤　有希 中国
短期海外研修プログラムの引率の
ため

平成27年９月21日～
平成27年９月28日

外国出張

35 教授 時得　紀子 オーストラリア

全豪音楽教育学会 第20回大会及
び，日本音楽教育学会 第46回大
会に参加し，科研成果発表を行う
と共に国内と豪州の音楽教育の最
新情報を収集するため

平成27年９月27日～
平成27年10月３日

外国出張

36 教授 大場　浩正 デンマーク

国際協同教育学会
（International Association
for the Study of Cooperation
in Education）に参加し，研究発
表を行うため

平成27年９月30日～
平成27年10月５日

外国出張

37 教授 石野　正彦 香港 香港教育事情視察調査のため
平成27年10月１日～
平成27年10月６日

外国出張

38 准教授 清水　雅之 香港 香港教育事情視察調査のため
平成27年10月１日～
平成27年10月６日

外国出張

39 准教授 中野　博幸 香港 香港教育事情視察調査のため
平成27年10月１日～
平成27年10月６日

外国出張

40 准教授 渡辺　径子 香港 香港教育事情視察調査のため
平成27年10月１日～
平成27年10月６日

外国出張

41
特任教
授

加藤　誠雄 香港 香港教育事情視察調査のため
平成27年10月１日～
平成27年10月６日

外国出張

42
特任教
授

佐藤　賢治 香港 香港教育事情視察調査のため
平成27年10月１日～
平成27年10月６日

外国出張

43
特任准
教授

佐藤　人志 香港 香港教育事情視察調査のため
平成27年10月１日～
平成27年10月６日

外国出張

44
特任准
教授

倉澤　秀典 香港 香港教育事情視察調査のため
平成27年10月１日～
平成27年10月６日

外国出張

45
特任准
教授

長沼　智之 香港 香港教育事情視察調査のため
平成27年10月１日～
平成27年10月６日

外国出張

46 学長 佐藤　芳德 韓国
第８回日・韓教育大学学長懇談会
出席のため

平成27年10月14日～
平成27年10月16日

外国出張

47
理事兼
事務局
長

太田　惠雄 韓国
第８回日・韓教育大学学長懇談会
出席のため

平成27年10月14日～
平成27年10月16日

外国出張

48 教授 梅野　正信 韓国
第８回日・韓教育大学学長懇談会
出席のため

平成27年10月14日～
平成27年10月16日

外国出張

49 准教授 吉田　昌幸 ブラジル
3rd International Conference
on Social and Complementary
Currencies参加のため

平成27年10月25日～
平成27年11月１日

外国出張

50 教諭 中野　博史 アメリカ
アイオワ大学との連携協力の打合
せのため

平成27年10月30日～
平成27年11月７日

外国出張

51 教諭 濁川　朋也 アメリカ
アイオワ大学との連携協力の打合
せのため

平成27年10月30日～
平成27年11月７日

外国出張

20



52 教授 釜田　　聡
韓国
アメリカ

科研費「東ｱｼﾞｱの未来を選択する
国際理解教育のｶﾘｷｭﾗﾑ・教材開
発」の研究推進のため。また，韓
国の国際理解教育学会に参加し，
研究推進に必要な資料・収集のた
め

平成27年10月30日～
平成27年11月７日

外国出張

53 教授 加藤　雅啓
チェコ
ベルギー
オランダ

チェコ語の焦点化構文に関する文
献調査，及び二言語併用（英語・
仏語）における焦点化構文の指
導・研究と関係資料収集のため

平成27年10月31日～
平成27年11月７日

外国出張

54 教授 五十嵐透子 アメリカ
国際交流研究者訪問交流：協定校
間交流推進，研究，附属中学校生
徒間交流プロジェクト関連のため

平成27年10月31日～
平成27年11月９日

外国出張

55 教授 髙石　次郎 イギリス

発達障害者の施設「Ruskin Mill
College」の設備・教育内容の調
査及び英国の陶芸展・美術館にお
ける資料収集及び陶芸作家・建築
修復家との研究交流のため

平成27年10月31日～
平成27年11月10日

外国出張
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■大学
事　　　　　　　　　　項

７月１日 （水） 第４回入学試験委員会 
第４回衛生委員会

７月３日 （金） 第２回教員免許状更新講習実施委員会
第１回男女共同参画推進委員会

７月５日 （日） 台湾国立嘉義大学附属小学校教員の招へい（～24日（金））
７月８日 （水） 第96回役員会

第174回教育研究評議会
７月11日 （土） 平成27年度上教大・看護大連携公開講座
７月13日 （月） 第４回学生委員会
７月14日 （火） 第１回上越市学校教育支援協議会

第３回国際交流推進センター運営委員会
７月15日 （水） 第４回教務委員会
７月17日 （金） 第３回教育実習委員会
７月21日 （火） 第11回（平成27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
第１回大学教員学校現場研修委員会

７月22日 （水） 第195回教授会
平成27年度構内クリーンデー
第５回研究倫理審査委員会

７月23日 （木） 近隣町内会と上越教育大学との懇談会
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

７月24日 （金） 第２回辰野千壽教育賞実行委員会
７月25日 （土） 博士課程上越Ｄ１セミナー
７月27日 （月） 第１回国立大学法人上越教育大学出版会出版企画委員会
７月28日 （火） 第１回保健管理センター運営委員会
７月29日 （水） 第76回大学改革委員会
７月31日 （金） オープンキャンパス2015
８月３日 （月） 第３回学術研究委員会
８月５日 （水） 第175回教育研究評議会

第５回衛生委員会
８月６日 （木） 平成27年度上越教育大学研究プロジェクト成果発表会

第２回附属図書館運営委員会（書面審議）（～18日（火））
８月７日 （金） 第５回入学試験委員会
８月12日 （水） 第２回総合学生支援室会議
８月20日 （木） 平成28年度大学院入試（前期募集）
８月21日 （金） 第３回辰野千壽教育賞実行委員会

第５回教務委員会
８月26日 （水） 第176回教育研究評議会

第196回教授会
８月27日 （木） 第58回カリキュラム企画運営会議
８月28日 （金） 第４回国際交流推進センター運営委員会
８月31日 （月） 第２回附属学校運営委員会

第２回大学教員学校現場研修委員会
９月２日 （水） 第２回ボランティア支援室会議兼教務委員会学校ボランティア運営部会

議
第６回衛生委員会

９月３日 （木） 第６回教務委員会
第２回国立大学法人上越教育大学出版会出版企画委員会
第77回大学改革委員会

９月４日 （金） 第８回（平成27年度）辰野千壽教育賞選考会議
第６回入学試験委員会
第５回学生委員会

月　日

 主 要 日 誌
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事　　　　　　　　　　項
９月５日 （土） 大学院入学相談会（東京会場）
９月７日 （月） 第197回教授会

第１回国立大学法人上越教育大学出版会運営会議
９月９日 （水） 第177回教育研究評議会
９月13日 （日） 大学院説明会（上越会場）
９月16日 （水） 科学研究費助成事業説明会

第７回教務委員会
第３回附属図書館運営委員会

９月18日 （金） 第２回地域連携推進室会議
第２回ファカルティ・ディベロップメント委員会

９月25日 （金） 第８回研究倫理審査委員会
９月26日 （土） 大学院入学相談会（東京会場）
９月30日 （水） 平成27年度（前期）学位記授与式

平成27年度（前期）卒業証書・学位記授与式
第198回教授会
第43回連合大学院委員会
第78回大学改革委員会

10月１日 （木） 第178回教育研究評議会
10月２日 （金） 第８回（平成27年度）辰野千壽教育賞授与式

教員養成課程学生合宿研修（～３日（土））
10月３日 （土） 大学院入学相談会（仙台会場）
10月４日 （日） 大学院入学相談会（東京会場）
10月７日 （水） 第７回衛生委員会
10月14日 （水） 第７回入学試験委員会

第３回配分予算検討委員会
10月16日 （金） 第３回総合学生支援室会議
10月19日 （月） 第31回学長選考会議

第97回役員会
第48回経営協議会

10月20日 （火） 第２回就職委員会
第８回教務委員会

10月21日 （水） 山屋敷地区防災訓練
10月26日 （月） 第６回学生委員会
10月27日 （火） 第４回教育実習委員会

第１回知的財産本部会議
10月28日 （水） 第199回教授会

研究費不正使用防止研修会
10月29日 （木） 第２回国立大学法人上越教育大学教育諮問会議

赤倉地区防災訓練
10月30日 （金） 平成27年度上越市立小学校・中学校等への大学教員等の学校訪問

第33回大学祭（～11月１日（日））
10月31日 （土） ミニ・オープンキャンパス2015

市民のための図書館案内ツアー

月　日
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■附属幼稚園
事　　　　　　　　　　項

７月１日 （水） 七夕まつり
第４回園開放デー

７月10日 （金） うみ組宿泊保育（～11日（土））
７月21日 （火） 第１学期終業式
８月26日 （水） 預かり保育試行（～27日（木））
８月29日 （土） 夏の園開放デー
８月31日 （月） 第２学期始業式
９月２日 （水） 第３回避難訓練
９月16日 （水） 第２回研究保育
10月７日 （水） 第23回幼児教育研究会
10月17日 （土） 休日保育参観
10月19日 （月） 平成28年度入園選考（～20日（火））
10月26日 （月） 預かり保育試行（～30日（金））
10月30日 （金） 入園選考結果発表

■附属小学校
事　　　　　　　　　　項

７月８日 （水） 自由参観日
３年ＰＴＡ試食会
学校評議員会

７月13日 （月） 台湾嘉義大学附属小学校教員交流授業（２年）
７月14日 （火） 台湾嘉義大学附属小学校教員交流授業（１年）
７月16日 （木） ふれあいデー（集会）

台湾嘉義大学附属小学校教員交流授業（３年）
７月17日 （金） 台湾嘉義大学附属小学校教員交流授業（４年）
７月24日 （金） 第１学期終業式
７月25日 （土） 夏季休業（～８月31日（月））
８月31日 （月） 第２回附属学校運営委員会
９月１日 （火） 第２学期始業式

教育実地研究Ⅲ（初等教育実習）開始（～24日（木））
９月11日 （金） ふれあいデー（集会）
９月25日 （金） 個別懇談
９月28日 （月） 個別懇談
９月30日 （水） 個別懇談
10月１日 （木） 創立記念日
10月25日 （日） ポプラ祭（文化祭）

■附属中学校
事　　　　　　　　　　項

７月16日 （木） ２年森小屋体験（～17日（金））
７月17日 （金） １年地域学習（～18日（土））
７月23日 （木） 第１学期終業式
７月27日 （月） わくわく大学デー（～31日（金））
８月26日 （水） 第２学期始業式
９月６日 （日） 桜城体育祭
９月24日 （木） 第２回避難訓練
10月９日 （金） 教育研究協議会
10月21日 （水） １年地層観察

２年松代大本営跡地訪問

月　日

月　日

月　日
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