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学 事

○平成28年度（春期）教育実習

・学校教育学部１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受講者

６月15日（水）柏崎市立中学校（８校）で教育実地研究Ⅰ（観察・参加）実習を行った。

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受講者

５月20日（金）～５月30日（月）（うち５日間）上越市，妙高市及び糸魚川市の中学校（59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受講者

５月９日（月）～５月31日（火）（うち15日間）上越市，妙高市及び糸魚川市等の中学校

（31校）並びに附属中学校で中等教育実習を行った。

○平成28年度就職試験受験者激励会（出陣式）

平成28年６月15日（水），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301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，学長からの激励の言葉，後輩の応援パフォーマン

ス，地元プロマジシャンによる「メンタリズムパフォーマンス」，受験学生の決意表明などで目

前に迫った教員採用選考試験等の受験学生を激励した。
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○学生宿舎等火災避難訓練（世帯用学生宿舎，国際学生宿舎）

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，避難及び誘導並びに初期消火の訓練を実施した。

実 施 日 平成28年６月８日（水）

訓練内容 ①通報

②避難及び誘導

③消火器による初期消火

参加人員 25人

○学生宿舎防災訓練（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，地震に伴う火災発生

時の通報，避難及び誘導並びに初期消火の避難訓練を実施した。

実 施 日 平成28年６月29日（水）

訓練内容 ①通報

②避難及び誘導

③消火栓及び消火器による初期消火

参加人員 77人



○人事異動 

発令年月日 発令事項等

大学教員

H28.5.1 復　　帰 准教授（学校教育学系） 原　　　瑞　穂 （育児休業）

事務系職員

H28.6.1 休　　職 （２８．６．１～２８．９．２） 松　尾　　　瞳 入試課入試チーム

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

渡辺　弘之 学長指名（学外学識経験者） - - - 28.6.1～30.3.31

法人に置かれる委員会

研究倫理審査委員会
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一般通報事項

○役員会

■第103回役員会

期 日 平成28年６月６日（月）

議 題

１ 平成27事業年度決算

２ 大学改革

３ 平成29年度概算要求

■第104回役員会

期 日 平成28年６月22日（水）

議 題

１ 平成27事業年度及び第２期中期目標期間に係る業務実績に関する評価

○経営協議会

■第51回経営協議会

期 日 平成28年６月６日（月）

議 題

１ 学長選考会議委員及び同予備委員の選出

２ 平成27事業年度決算

３ 大学改革

４ 平成29年度概算要求

○教育研究評議会

■第186回教育研究評議会

期 日 平成28年５月11日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 名誉教授の選考

３ 上越教育大学学則の一部改正

４ 魚沼市教育委員会との連携協力に関する協定

■第187回教育研究評議会

期 日 平成28年６月１日（水）

議 題
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１ 平成28年度競争的教育研究資金の配分に係る基準

２ 教員人事

■第188回教育研究評議会

期 日 平成28年６月22日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 平成27事業年度及び第２期中期目標期間に係る業務実績に関する評価（経営に関する部

分を除く。）

○教授会

■第210回教授会

期 日 平成28年５月25日（水）

議 題

１ 平成29年度学部入学者選抜方法の概要

２ 教員人事

■第211回教授会

期 日 平成28年６月22日（水）

議 題

１ 教員人事

○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28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28年５月15日（日）

会 場 本学講義棟202教室 他

参加者 81人

【東京会場】

期 日 平成28年５月29日（日）

会 場 サンシャインシティコンファレンスルーム

参加者 58人

○ギークラボ上越キックオフイベントの開催

情報メディア教育支援センターでは，21世紀型スキル育成の一環として，地域の子どもを主な
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対象とした，プログラミングやデジタルものづくり等のICT スキルに関する教育や体験活動プロ

グラムの提供を「ギークラボ（GeekLab）上越」として今年度から開始した。その第一回目とし

て，キックオフイベントを以下のとおり開催した。

期 日 平成28年５月21日（土）

場 所 人文低層棟２Ｆ

参加者 子どもたちと保護者約50人

体験活動（ハンズオン）

１）自立型ロボットで遊ぼう！

２）Scratch2.0によるゲームプログラムの制作

３）オリジナルＴシャツをデザインしよう！

４）話題の“Ｐ”ロボットをプログラミングしよう！

５）いま流行のクラウドコンピューティングで自分だけのカードゲームをつくろう！

その他活動

３Ｄプリンタやゴーグル型VR機器のデモ
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○「上越教育大学出版会」による書籍刊行に伴う記者発表

上越教育大学出版会からの書籍『生者と死者を結ぶネットワーク～日本的死生観に基づく生き

方に関する考察～』刊行に伴い，５月31日（火）に記者発表を実施し，報道陣が取材に訪れた。

記者発表では，天野副学長より上越教育大学出版会から刊行することとした経緯について説明

が行われた後，著者の郷堀ヨゼフ氏（本学非常勤講師）より書籍についての説明が行われた。

（記者発表後，報道機関の写真撮影に応じる郷堀氏）

○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28年度大学院入学相談会を東京，仙台，名

古屋の３地区４会場で，次のとおり実施した。

【仙台会場】

期 日 平成28年６月11日（土）

会 場 ＴＫＰ仙台西口ビジネスセンター

参加者 ５人

【東京会場】

期 日 平成28年６月12日（日）

会 場 本学東京サテライトオフィス

参加者 ６人

【名古屋会場】

期 日 平成28年６月25日（土）

会 場 Time Office 名駅

参加者 ４人

【東京会場】
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期 日 平成28年６月26日（日）

会 場 表参道・新潟館ネスパス

参加者 10人

○平成28年度留学生が語る／留学生と語る会（市民向け）

外国人留学生に対する理解や関心を高め，異文化理解マインドを育てるため，留学生が自国の

紹介などを行う，留学生が語る／留学生と語る会を６月22日（水）に実施した。

「恋愛」と「結婚」－国による家族観の違いを語ろう－をテーマに留学生４名と日本人学生２

名の語りを糸口に，「理想の結婚相手」「結婚の現状」について語り合った。

市民の方々にもお越しいただき，教職員，学生などを含め，約50名の参加があった。参加者か

らは「いろいろな方の考え方を聞いて，自分にとって恋愛観や結婚について考え直す機会になっ

た。」「日本の恋愛観にとらわれていてはだめだと思えた。」「オーディエンスの意見が反映され

るシステムが素晴らしい。」などの感想があった。機械を使って意見を募るなど，来場者も参加

でき，他国への関心を高める充実した時間となった。

○文部科学省 柳澤教員養成企画室長の講演会

平成28年６月29日（水），文部科学省 柳

澤 好治教員養成企画室長を招き，「今後の

教員養成系大学の在り方について」と題し

た講演会を開催した。

この講演は，本学が取り組んでいる大学

改革に関連し，現在の文部科学行政の状況

や教員養成系大学の置かれている状況につ

いて理解を深めるため，全学教職員を対象

に開催されたもので，教職員約150名が参加し，
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講演内容に熱心に耳を傾けた。

講演は,全国的な教職大学院の設置状況等から始まり,今後の教職大学院に求められる役割

や,本学の大学改革に求めることなどについての説明があった。

その後,今後の教職大学院制度等についての質疑応答が行われ,本学教職員の大学改革へ向

けての理解がより一層深まった。



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

1 准教授 石川　　真 アメリカ
EDRAでの共同研究発表，参加と関
連研究の情報収集

平成28年５月16日～
平成28年５月23日

海外研修

2 准教授 辻野けんま ドイツ

ドイツ連邦共和国で急増している
難民への対応について，公教育の
範疇においていかなる取り組みが
なされ，その実情および課題がど
のようであるか調査を行う

平成28年５月27日～
平成28年６月５日

外国出張

3 講師 野澤　有希 香港

香港の校本過程開発と構内の研究
開発組織の進行状況を研究するた
めに校長と教育課程統籌主任，教
員にインタビューを実施し，授業
参観も実施する

平成28年５月31日～
平成28年６月８日

外国出張

4 教授 下里　俊行 ポーランド
ロシア保守思想に関する国際会議
での発表および資料調査

平成28年６月３日～
平成28年６月13日

外国出張

5 副学長 天野　和孝 ポーランド
冷湧性及び関連した化石群集に関
する第１回国際ワークショップに
参加するため

平成28年６月13日～
平成28年６月18日

外国出張

6 准教授 斎藤　敏夫 韓国

国際研究集会「2016
International Conference of
the Honam Mathematical
Society」における招待講演

平成28年６月15日～
平成28年６月18日

外国出張

7 講師 河野麻沙美
スイス
ドイツ

Earli SIGIIの参加，及び校内研
修，授業研究に関する調査

平成28年６月18日～
平成28年６月30日

外国出張

8 准教授 濤﨑　智佳 オーストリア

Hotel Hilton Danube Vienna
Waterfront で開催される ALMA
４ Proposal Reviewのface-to-
face meetingに参加し，Proposal
の審査を行うため

平成28年６月19日～
平成28年６月25日

外国出張

9 准教授 斎藤　敏夫 アメリカ

Martin Scharlemann氏（UCSB）と
「曲面に付随する無限複体をもち
いた３次元多様体の研究」に係わ
る集中討議

平成28年６月20日～
平成28年８月17日

外国出張

10 教授 加藤　哲文 オーストラリア
第８回国際認知行動療法会議に出
席のため

平成28年６月21日～
平成28年６月26日

外国出張

11 講師 田中　圭介 オーストラリア
８th world Congress of
Behavioural and Cognitive
Therapies 2016 参加のため

平成28年６月21日～
平成28年６月26日

外国出張

12 教授 梅野　正信 韓国

植民地被統治民衆子弟生徒のアジ
ア認識及び日本認識の返遷に関す
る聞き取り調査対象者の選定や資
料調査・複写等に向けての打合せ
を行う

平成28年６月25日～
平成28年６月27日

外国出張

○海外渡航  
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■大学
事　　　　　　　　　　項

５月10日 （火） 第２回学生委員会
第１回情報・広報委員会

５月11日 （水） 第186回教育研究評議会
第２回衛生委員会

５月12日 （木） 第83回大学評価委員会
第１回ファカルティ・ディベロップメント委員会

５月15日 （日） 大学院説明会（上越会場）
５月16日 （月） 第１回総合学生支援室会議
５月18日 （水） 第１回情報戦略室評価部門会議

第２回入学試験委員会
留学生の語学教室（中国語）（～６月29日（水））

５月19日 （木） 第１回地域連携推進室会議
５月20日 （金） 第２回教務委員会
５月21日 （土） ギークラボ上越キックオフイベントの開催
５月23日 （月） 第１回附属図書館運営委員会
５月25日 （水） 第210回教授会

第２回研究倫理審査委員会
第２回大学改革戦略会議

５月26日 （木） 第１回就職委員会
第１回学術研究委員会
留学生等の交通安全教室

５月29日 （日） 大学院説明会（東京会場）
５月31日 （火） 第１回ハラスメント等人権侵害対策委員会
６月１日 （水） 第187回教育研究評議会

第３回衛生委員会
第65回カリキュラム企画運営会議

６月２日 （木） 第84回大学評価委員会
第２回男女共同参画推進委員会

６月６日 （月） 第103回役員会
第51回経営協議会
第33回学長選考会議
授業公開週間（前期）（～17日（金））

６月７日 （火） 第１回学校支援プロジェクト連絡会
６月８日 （水） 学生宿舎等火災避難訓練（世帯用学生宿舎，国際学生宿舎）

第２回国際交流推進センター運営委員会
６月10日 （金） 第１回附属学校運営委員会
６月11日 （土） 大学院入学相談会（仙台会場）
６月12日 （日） 大学院入学相談会（東京会場）
６月13日 （月） 第２回教育実習委員会
６月14日 （火） 第１回心理教育相談室運営委員会
６月15日 （水） 第３回教務委員会

就職試験受験者激励会（出陣式）
第３回入学試験委員会

６月20日 （月） 第３回大学改革戦略会議
６月21日 （火） 第２回教員免許状更新講習実施委員会

第１回大学教員学校現場研修委員会
６月22日 （水） 第211回教授会

第47回連合大学院委員会
第188回教育研究評議会
第104回役員会
第１回研究費不正使用防止計画推進室会議
第１回学校支援プロジェクト連携協力校会議
留学生が語る／留学生と語る会（市民向け）

６月25日 （土） 大学院入学相談会（名古屋会場）
６月26日 （日） 大学院入学相談会（東京会場）
６月28日 （火） 第１回特別支援教育実践研究センター運営委員会

魚沼市教育委員会と国立大学法人上越教育大学との連携協力に関する協定　調
印式

月　日

 主 要 日 誌
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■大学
事　　　　　　　　　　項

６月28日 （火） 第２回総合学生支援室会議
６月29日 （水） 第66回カリキュラム企画運営会議

文部科学省 柳澤教員養成企画室長の講演会
第２回学校教育実践研究センター運営委員会
学生宿舎防災訓練（単身用学生宿舎）

６月30日 （木） ハラスメント等人権侵害相談員等研修会

■附属幼稚園
事　　　　　　　　　　項

５月12日 （木） 第２回園開放デー
５月17日 （火） ふぞくフォーラム（保護者学習会）
５月18日 （水） 第１回学校評議員会
５月19日 （木） 春のなかよし遠足
５月23日 （月） 第１回避難訓練
６月１日 （水） 第１回研究保育
６月２日 （木） 第３回園開放デー
６月12日 （日） 運動会
６月15日 （水） 第２回避難訓練

■附属小学校
事　　　　　　　　　　項

５月６日 （金） 安全の日
心臓検診（１年）

５月９日 （月） 個別懇談（～11日(水））
５月12日 （木） 春の音楽集会
５月16日 （月） ５月21日の振替休日
５月17日 （火） 教育実習生オリエンテーション
５月18日 （水） 第２回運営指導委員会
５月20日 （金） 尿検査（２次）
５月21日 （土） ポプラオリンピック前日準備
５月22日 （日） ポプラオリンピック
５月23日 （月） ５月22日の振替休日
５月26日 （木） 耳鼻科検診

プール清掃
６月１日 （水） 第２回研究協力者会
６月２日 （木） １年給食試食会
６月７日 （火） ５年給食試食会
６月９日 （木） 眼科検診
６月10日 （金） 安全の日
６月16日 （木） ふれあいデー（初夏の音楽集会）
６月24日 （金） 2016年研究会(１日目）
６月25日 （土） 2016年研究会(２日目）

夏の音楽集会
６月27日 （月） ６月25日の振替休日
６月28日 （火） 水泳授業開始
６月29日 （水） 救急法講習会

■附属中学校
事　　　　　　　　　　項

５月９日 （月） 中等教育実習（～27日）
５月10日 （火） ２年演劇鑑賞教室
５月12日 （木） 歯科検診
５月14日 （土） 春の合唱コンクール

オープンスクール
６月６日 （月） １学年ＰＴＡ
６月８日 （水） 第１回学校評議員会
６月16日 （木） 眼科検診
６月20日 （月） ２学年ＰＴＡ

月　日

月　日

月　日

月　日
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