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学 事

○大学院入試（中期募集）

平成28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126人（学校教育専攻52人，教科・領域教育専攻74人）に対し，応募者

80人，合格者67人であった。

専門職学位課程（教職大学院）は，募集人員50人（教育実践高度化専攻50人）に対し，応募者

32人，合格者30人であった。

出 願 期 間 平成27年10月21日（水）～10月30日（金）

試 験 日 平成27年11月28日（土）

合 格 発 表 平成27年12月10日（木）

○大学入試センター試験

平成28年度大学入試センター試験を平成28年１月16日（土）・17日（日）に実施した。本学を

試験場とする志願者は，806人であった。

○学部推薦入試

平成28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142人，合格者50人であった。

出 願 期 間 平成27年12月10日（木）～12月16日（水）

試 験 日 平成28年１月29日（金）

合 格 発 表 平成28年２月10日（水）

○学部一般入試（前期日程）

平成28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299人，合格者89人であった。

出 願 期 間 平成28年１月25日（月）～２月３日（水）

試 験 日 平成28年２月25日（木）

合 格 発 表 平成28年３月７日（月）
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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28年１月27日（水）

場 所 学長室

（表彰式終了後，学長とともに記念撮影する被表彰者）

・被表彰者

被表彰者氏名 表 彰 事 由

学校教育研究科２年 「第46回北信越学生陸上競技選手権大会」三段跳 優勝

櫻井 大幹



○人事異動 

発令年月日 発令事項等

大学教員 　

H27.11.1 昇　　任 准教授（芸術・体育教育学系） 長谷川　正　規 講師（芸術・体育教育学系）

H28.2.22 育児休業 （２８．２．２２～２８．３．３１） 橋　本　暁　子 准教授（人文・社会教育学系）

事務系職員

H28.1.1 昇　　任 総務課人事・労務チーム主任（文部科学省行政実
務研修生）

齊　藤　正　信 総務課人事・労務チーム（文部科学省行政実務研
修生）

異　動　事　項 氏　　　　名 現　・　旧　職

　人　　　　事　

3
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一般通報事項

○役員会

■第98回役員会

期 日 平成28年１月13日（水）

議 題

１ 第３期中期目標原案及び中期計画案

２ マイナンバー制度への対応

■第99回役員会

期 日 平成28年１月26日（火）

議 題

１ 平成27年度学内補正予算

２ 平成28年度学内予算編成方針

３ 教職大学院の認証評価結果案

■第100回役員会

期 日 平成28年２月10日（水）

議 題

１ 障害学生支援組織・体制の整備

○経営協議会

■第49回経営協議会

期 日 平成28年１月26日（火）

議 題

１ 第３期中期目標原案及び中期計画案

２ 平成27年度学内補正予算

３ 平成28年度学内予算編成方針

４ 教職大学院の認証評価結果案

○教育研究評議会

■第179回教育研究評議会

期 日 平成27年11月11日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 平成28年度大学院学校教育研究科（修士課程）履修基準単位表の改正
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■第180回教育研究評議会

期 日 平成27年12月９日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 大学院担当教員の審査手続

３ 教育研究組織規則の一部改正等

４ 国立大学法人上越教育大学利益相反マネジメントポリシーの制定

■第181回教育研究評議会

期 日 平成28年１月13日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 第３期中期目標原案及び中期計画案

３ 教職大学院の学生に対する教育職員免許取得プログラムの適用

４ 大学改革戦略会議の設置

５ 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

６ 総合学生支援室規程の一部改正

７ 就職委員会規程の一部改正

８ 教員人材評価実施要項の一部改正

９ 平成26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

■第182回教育研究評議会

期 日 平成28年２月10日（水）

議 題

１ 障害学生支援組織・体制の整備

２ 教員人事

３ 経営協議会学外委員の選考

４ 教職大学院の認証評価結果案

５ 佐渡市教育委員会との連携協力に関する協定

○教授会

■第200回教授会

期 日 平成27年11月25日（水）

議 題

１ 教員人事
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■第201回教授会

期 日 平成27年12月８日（火）

議 題

１ 平成28年度大学院入試（中期募集）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28年度教職大学院教育経営コース１年制プログラム履修者の判定

■第202回教授会

期 日 平成27年12月16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

■第203回教授会

期 日 平成28年１月20日（水）

議 題

１ 学生の懲戒

２ 教員人事

■第204回教授会

期 日 平成28年２月９日（火）

議 題

１ 平成28年度推薦入試合格者の判定

２ 教員人事

■第205回教授会

期 日 平成28年２月26日（金）

議 題

１ 平成27年度学位論文等提出者に係る学位論文等総合審査

２ 学生懲戒規程等の一部改正

３ 教員人事
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○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27年11月４日

（水）講義棟301教室において次のとおり講演会を開催した。

演 題 食からはじめる体と心の健康づくり

講 師 野口 孝則

（臨床・健康教育学系 教授）

○叙位・叙勲

平成27年11月12日に死去された石毛 フミ子名誉教授に対し，同氏の生前の功績により，従四

位に，平成28年１月20日に死去された辰野 千壽元学長に対し，同氏の生前の功績により，従三

位に，平成28年２月６日に死去された加藤 章元学長に対し，同氏の生前の功績により，正四位

に叙された。

○都道府県等教育委員会との連携協議会

平成27年11月15日（日）及び16日（月）に本学において「平成27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，本学大学院における研究・教育の在り方について情報交換を行い，カリキ

ュラム編成の教育成果・効果の検証に資することなどを目的としている。11月15日は，学長等本

学関係者と岩手県，仙台市，福島県，群馬県，埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県，新潟県，新

潟市，富山県，石川県，長野県，静岡県，浜松市，和歌山県，大阪府，兵庫県，鳥取県，長崎県

及び鹿児島県の21都府県市教育委員会の関係者が出席し，大学院教育等について意見を交換した。

11月16日は，学校支援フィールドワークの授業視察を行った。
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○平成27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27年11月17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，各教育委員会から現在取り組んでいる事業及び大学への要望について意

見があり，組織的・継続的に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。

○高井新潟県教育委員会教育長による本学視察

平成27年11月18日（水）に，新潟県教育委員会の高井盛雄教育長が本学を視察された。

今回の視察は，本学で学ぶ大学院生及び学部生との懇談や授業等の視察を通して，現職教員再

教育や教員養成等の現状を把握するとともに，今後の教員の資質向上施策に資することを目的と

して行われた。

はじめに佐藤学長と，教員の資質向上のための教育委員会と大学との連携等について懇談が行

われ，その後，学部３・４年生との懇談，教職大学院の授業（学校支援プロジェクト科目「学校

支援リフレクション」）及び修士課程の特別支援教育コースの臨床指導等（言語障害教育臨床実

習，特別支援教育実践研究セミナーⅠ）を見学するとともに，それぞれの見学の後，教育委員会

から派遣されている現職教員の院生や学部卒の院生との懇談が行われた。高井教育長と懇談した

学生にとっては大いに刺激となり，大変有意義な懇談となった。

視察には，新潟県教育委員会から大野雅人義務教育課長が同行された。

学部生との懇談 教職大学院授業視察

「Ｗｅ」のポーズで学生と記念撮影 特別支援教育コース院生との懇談
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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27年11月24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。

井上 久祥 教授（学校教育学系）

杉浦 英樹 教授（学校教育学系）

増井 晃 教授（臨床・健康教育学系）

渡部洋一郎 准教授（人文・社会教育学系）

上野 正人 准教授（芸術・体育教育学系）

塚田 正敏 財務課経理・契約チーム自動車運転手

○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本学の主催により，昨年度に引き続き，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。

「日本の作曲家による金管五重奏の新しい世界」と題して，演奏する全曲が委嘱作品であるな

ど，趣向を凝らしたプログラムにより，最後まで聴衆を飽きさせることがなかった。

日 時 平成27年11月29日（日）14：00～16：15

会 場 リージョンプラザ上越 コンサートホール

参加者 約230人

○平成27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27年12月３日（木），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，両大学の来年度の主な活動計画について意見交換し，地域社会に貢献す

ることを目的とした様々な協議が行われた。
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○第２回報道機関との懇談会

平成27年12月４日（金），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等の新聞，テレビ，通信関係から９社が出席，本学からは佐藤学

長をはじめ10名が出席した。

懇談会は，学長から大学の概要説明，就職支援，教学支援，地域連携，大学改革の現状などの

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。

○ハラスメント防止研修

教職員及び学生に対して，ハラスメントに関する理解を深めるための研修を行い，ハラスメ

ントの未然防止と快適なキャンパス環境の向上に資することを目的として，平成27年12月16日

（水）講義棟301教室において研修を実施した。

講 師 浅賀 聖斗 氏

（株式会社フォーブレーン）

○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12月19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28年１月９日（土）

会 場 本学東京サテライトオフィス

参加者 14人
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○第12回（平成27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28年２月２日（火），新潟県庁を会場として「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

７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20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。

○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，関係する教

育委員会及び大学等と「アクティブ・ラーニングに向けたプロフェッショナルな教員養成」と題

した教師の専門職化フォーラムを日本大学商学部で開催した。

３回目となる本フォーラムは，文部科学省初等中等教育局教職員課の茂里課長を講師とした基

調講演，ポスターセッション，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，文部科学省，読売新聞東京本社調査研究本部の主任研究員，実

習を受け入れる学校，教育ジャーナリスト，教職大学院在籍の現職大学院生などの様々な立場の

パネリストより，アクティブ・ラーニングを進めるために求められる教師の役割や今後の教職大

学院の方向性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28年２月11日（木）13:00～17:00

場 所 日本大学商学部

参加者 250名
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○平成27年度上越市学校教育支援協議会

平成28年２月15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。

本協議会では，それぞれの機関の支援状況を共有し，来年度の学校での課題解決及び教

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。

○韓国教員大学校短期留学プログラム（受入れ）の実施

平成28年２月16日（火）から19日（金）までの４日間，協定校の韓国教員大学校の学生10名と

引率者２名が，上越教育大学を訪れ，本学の学生達と交流をし，附属中学校で授業実践を行った。

２日目に辻野けんま准教授による特別講義や時得紀子教授による交流ディスカッションが行わ

れ，本学の学生と積極的に意見を交わしていた。

また，３日目には附属中学校で授業実践を行い，韓国の文化施設や伝統的なゲームを紹介し，

午後にはアクティブ・ラーニングの概念や役割などについて教員と意見交換を行い，異文化理解

を深めるよい機会となった。

このほか，茶道部やアカペラサークルJADE，ストリートダンス部との体験交流も実施し，本学

の学生達と様々な形で異文化交流できたことに満足していた様子であった。
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○救急（応急手当）講習会

平成28年２月17日（水）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。

気道の異物除去について学ぶ参加者

○赤倉地区防災訓練

平成28年２月18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，宿泊者がケガを負った場合を想定した応急手当の訓練を

行った。



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

1 教授 梅野　正信 台湾

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
研究に関する報告及び研究打ち合
わせ

平成27年11月12日～
平成27年11月16日

外国出張

2 教授 土田　了輔
ニュージーラン
ド

2015 Game Sense for Coaches
and Teachers Conferesce参加

平成27年11月14日～
平成27年11月19日

外国出張

3 講師 河野麻沙美 タイ

世界授業研究学会年会　Annual
Conference of World
Association of Lesson Study in
Thiland への参加，及び研究発表

平成27年11月22日～
平成27年11月29日

外国出張

4 教授 水落　芳明 中国
台北日本人学校における外国語活
動の実施視察

平成27年12月２日～
平成27年12月６日

外国出張

5 副学長 林　　泰成 オーストラリア
「The Asia-Pacific NetWork for
Moral Education, 10th
Anniversary Conference」に出席

平成27年12月３日～
平成27年12月８日

外国出張

6 教授 川村　知行 中国
中国の史跡と博物館の調査及び資
料収集

平成27年12月５日～
平成27年12月12日

海外研修

7 教授 梅野　正信 台湾
人権教育に関する授業開発のため
翁麗芳教授との研究打ち合わせ及
び資料収集・複写等

平成27年12月６日～
平成27年12月８日

外国出張

8 講師 野澤　有希 香港
香港のカリキュラム改革における
校本課程開発に関する調査研究

平成27年12月９日～
平成27年12月21日

外国出張

9 教授 釜田　　聡 中国

グローバル時代における東アジア
の学校教育の研究（大学教育と初
等中等教育学校におけるグローバ
ル人材育成の取り組みに関する調
査）

平成27年12月26日～
平成27年12月30日

外国出張

10 教授 河合　　康 中国

中国上海市における特別な教育的
ニーズがある児童生徒への対応と
パートナーシップ原理の実情に関
する資料・情報収集

平成27年12月26日～
平成27年12月30日

外国出張

11 教授 志村　　喬 イギリス
The Geography Teacher
Educators' (GTE) Conference
2016に参加

平成28年１月21日～
平成28年１月26日

外国出張

12 教授 松本　健吾 スウェーデン

ミッタグ・レフラー数学研究所で
の国際研究プロジェクト
「Classification of Operator
Algebras: Complexity,
rigidity, and dynamics」に参加

平成28年２月14日～
平成28年３月15日

外国出張

○海外渡航  
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■大学
事　　　　　　　　　　項

11月２日 （月） 第１回修了生・卒業生に対する研究助成選考委員会
11月４日 （水） 健康保持増進講演会

第８回衛生委員会
11月６日 （金） 第59回カリキュラム企画運営会議
11月９日 （月） 第２回教員免許状更新講習実施委員会
11月11日 （水） 第179回教育研究評議会

第79回大学改革委員会
11月13日 （金） 第８回入学試験委員会
11月15日 （日） 都道府県等教育委員会との連携協議会（～16日（月））
11月17日 （火） 平成27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９回教務委員会

11月18日 （水） 高井新潟県教育委員会教育長による本学視察
11月19日 （木） 第４回情報戦略室会議
11月20日 （金） 第４回総合学生支援室会議
11月24日 （火） 永年勤続者表彰状授与式

第５回学術研究委員会
11月25日 （水） 第200回教授会

第44回連合大学院委員会
11月28日 （土） 平成28年度大学院入試（中期募集）
11月29日 （日） 金管五重奏団「Brass Collection」コンサート
11月30日 （月） 日本臨床心理士資格認定協会実地視察
12月２日 （水） 第80回大学改革委員会

第５回教育実習委員会
第８回学生委員会
第９回衛生委員会

12月３日 （木） 平成27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
12月４日 （金） 第２回上越教育大学と報道機関との懇談会

第５回情報戦略室会議（書面審議，～18日（金））
第２回教育実習連絡会

12月７日 （月） 第９回入学試験委員会
第10回教務委員会

12月８日 （火） 第201回教授会
12月９日 （水） 第180回教育研究評議会

第２回教育実習協力校（園）会議
12月14日 （月） 第６回情報戦略室会議

科学研究費助成事業実地検査
12月15日 （火） 第81回大学評価委員会

第11回教務委員会
12月16日 （水） 第202回教授会

ハラスメント防止研修
第３回就職委員会

12月17日 （木） 第12回研究倫理審査委員会
第４回附属図書館運営委員会（書面審議，～18日（金））

12月18日 （金） 第60回カリキュラム企画運営会議
12月19日 （土） 大学院入学相談会（東京会場）
12月21日 （月） 第２回研究活動の不正行為対策委員会

第３回ファカルティ・ディベロップメント委員会
12月22日 （火） 第10回入学試験委員会

第１回動物実験委員会
第６回国際交流推進センター運営委員会

１月５日 （火） 第81回大学改革委員会
１月６日 （水） 第９回学生委員会

月　日

 主 要 日 誌
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事　　　　　　　　　　項
１月７日 （木） 第７回学術研究委員会
１月９日 （土） 大学院入学相談会（東京会場）
１月12日 （火） 第７回情報戦略室会議
１月13日 （水） 第98回役員会

第181回教育研究評議会
第11回入学試験委員会
第10回衛生委員会

１月16日 （土） 平成28年度大学入試センター試験（～17日（日））
１月18日 （月） 第12回教務委員会
１月20日 （水） 第203回教授会

平成27年度第３回全学教職員集会
１月22日 （金） 第61回カリキュラム企画運営会議
１月25日 （月） 第８回情報戦略室会議

第６回教育実習委員会
１月26日 （火） 第32回学長選考会議

第99回役員会
第49回経営協議会
第７回国際交流推進センター運営委員会

１月27日 （水） 学生表彰授与式
第14回研究倫理審査委員会

１月29日 （金） 平成28年度学部推薦入試
２月２日 （火） 第12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年度保育実習連絡会
平成27年度特別支援学校教育実習連絡会

２月３日 （水） 第82回大学改革委員会
第４回教員免許状更新講習実施委員会
第10回学生委員会
第11回衛生委員会

２月８日 （月） 第12回入学試験委員会
２月９日 （火） 第204回教授会

第３回学校ボランティア支援室会議
２月10日 （水） 第100回役員会

第182回教育研究評議会
２月11日 （木） 教師の専門職化フォーラム
２月15日 （月） 平成27年度上越市学校教育支援協議会
２月16日 （火） 韓国教員大学校短期留学プログラム（受入れ）の実施（～19日（金））
２月17日 （水） 救急（応急手当）講習会

第９回情報戦略室会議
第13回教務委員会
第１回上越教育大学第一種学資金返還免除候補者選考委員会

２月18日 （木） 赤倉地区防災訓練
第13回入学試験委員会
情報システム企画運用委員会（書面審議，～25日（木））

２月19日 （金） 第62回カリキュラム企画運営会議
２月20日 （土） 第７回学校支援プロジェクトセミナー
２月22日 （月） 平成27年度留学生スキーのつどい（～23日（火））
２月23日 （火） 第５回附属図書館運営委員会
２月25日 （木） 平成28年度学部一般入試（前期日程）
２月26日 （金） 第205回教授会

平成27年度ファカルティ・ディベロップメント研修会
２月29日 （月） 第14回教務委員会

月　日
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■附属幼稚園
事　　　　　　　　　　項

11月11日 （水） 保育について語る会
11月20日 （金） 祖父母保育参観
11月26日 （木） 第４回避難訓練
12月24日 （木） 第２学期終業式
１月７日 （木） 第３学期始業式
１月15日 （金） 第５回避難訓練
１月24日 （日） 冬の園開放デー
２月３日 （水） 豆まき会
２月16日 （火） 第６回避難訓練
２月19日 （金） お楽しみ発表会
２月22日 （月） 預かり保育試行（～26日（金））
２月24日 （水） 第２回学校評議員会

■附属小学校
事　　　　　　　　　　項

11月４日 （水） 入学募集要項配布開始
11月12日 （木） ふれあいデー（ふれあい集会２年）
11月13日 （金） 消防施設点検
11月15日 （日） 休日参観日
11月16日 （月） 振替休業日
11月17日 （火） 入学願書受付開始
11月19日 （木） 歯科検診
11月25日 （水） ６年生宿泊体験活動（関東方面）（～27日（金））
12月３日 （木） ふれあいデー（ふれあい集会１年）
12月５日 （土） 平成28年度第１学年児童入学選考試験
12月10日 （木） 平成28年度第１学年児童入学選考試験合格発表
12月17日 （木） 第３回附属学校運営委員会
12月22日 （火） 第２学期終業式
12月24日 （木） 冬季休業（～１月７日（木））
１月８日 （金） 第３学期始業式
１月28日 （木） 自由参観日

避難訓練
２月３日 （水） ３・４年生スキー教室
２月９日 （火） ５・６年生スキー教室（～10日（水））

１年生スケート教室
２月16日 （火） 冬の音楽集会
２月18日 （木） 新１年生入学説明会
２月22日 （月） 個別懇談（～23日（火））
２月25日 （木） ふれあいデー（６年生を送る会）
２月26日 （金） 個別懇談
２月29日 （月） ５・６年生ＰＴＡ

７限活動参観

■附属中学校
事　　　　　　　　　　項

11月３日 （火） 桜城文化祭
12月９日 （水） 第２回大学教員人材評価委員会
12月12日 （土） 平成28年度新１学年生徒入学選考
12月15日 （火） 平成28年度新１学年生徒合格発表
12月21日 （月） 第２学期終業式
１月７日 （木） 第３学期始業式

生徒会三役任命式
１月９日 （土） 新入生・保護者入学説明会
１月13日 （水） ２学年スキー合宿（～15日（金））
１月14日 （木） １学年スキー合宿（～15日（金））
１月18日 （月） 第３回避難訓練

月　日

月　日

月　日
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