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学 事

○平成28年度保育実習

・学部２年次

平成28年８月９日（火）～９月６日（火）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９施設）で,保育実習Ⅱを行った。

・学部４年次

平成28年８月18日（木）～９月14日（水）の間の10日間

上越市立保育園（上越市東本町保育園他７保育園）で,保育実習Ⅲを行った。

平成28年９月１日（木）～９月14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29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195人（学校教育専攻94人，教科・領域教育専攻101人）に対し，応募者

148人，合格者134人であった。

専門職学位課程（教職大学院）は，募集人員45人（教育実践高度化専攻45人）に対し，応募者

28人，合格者28人であった。

出 願 期 間 平成28年７月14日（木）～７月27日（水）

試 験 日 平成28年８月25日（木）

合 格 発 表 平成28年９月14日（水）

○平成28年度（秋期）教育実習

・学部１年次及び免Ｐ１年次

平成28年９月１日（木）～７日（水）（いずれかの日の半日間）

上越市の幼稚園・こども園（８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28年９月５日（月）～９日（金）（いずれか１日）

小規模小学校（11校）で１日間の観察・参加を行った。

平成28年９月５日（月）～９日（金）（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。

・学部３年次,免Ｐ２年次及び科目等履修生

平成28年８月29日（月）～９月27日（火）の間の15日間

上越市,妙高市及び糸魚川市の小学校（58校）並びに附属小学校で初等教育実習（本実習）
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を行った。

○平成28年度（前期）卒業証書・学位記授与式

平成28年度（前期）の卒業証書・学位記授与式が平成28年９月30日（金）14時30分から学長室

で挙行され，学校教育学部教科・領域教育専修社会系コースの卒業生１名に卒業証書・学位記が

授与された。

○平成28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28年９月30日（金）・10月１日（土）

場 所 講堂・国立妙高青少年自然の家

参加人員 ３年次学生 155人

教職員 24人
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○第34回大学祭（越秋祭）

期 日 平成28年10月28日（金）～10月30日（日）

テ ー マ 「 ３４（みよ）！これが越秋祭！

～みんなは越秋祭の為に，越秋祭はみんなの為に～ 」

参加人数 ３日間延べ約2,700人（一般市民含む）

本部企画 オープニングパレード（10月９日（日））

体育祭（10月23日（日））

前夜祭（10月28日（金））

中夜祭（10月29日（土））

お笑いライブ等（10月29日（土））

アルコ＆ピース／磁石／ニッチロ―’

後夜祭（10月30日（日））

一般企画数 44団体（模擬店 他）



○人事異動 

発令年月日 発令事項等

大学教員

H28.7.1 昇　　任 教授（自然・生活教育学系） 髙　橋　　　等 准教授（自然・生活教育学系）

昇　　任 教授（芸術・体育教育学系） 上　野　正　人 准教授（芸術・体育教育学系）

昇　　任 准教授（学校教育学系） 白　神　敬　介 講師（学校教育学系）

H28.10.1 昇　　任 教授（学校教育学系） 松　井　千鶴子 准教授（学校教育学系）

昇　　任 教授（自然・生活教育学系） 濤　﨑　智　佳 准教授（自然・生活教育学系）

昇　　任 准教授（学校教育学系） 城　間　祥　子 講師（学校教育学系）

昇　　任 准教授（自然・生活教育学系） 稲　田　結　美 講師（自然・生活教育学系）

採　　用 教授（人文・社会教育学系） 松　崎　邦　守 北海道教育大学教育学部教授（釧路校）

事務系職員

H28.9.1 研修出向 文部科学省行政実務研修生 佐　野　雄　一 総務課人事・労務チーム

配 置 換 総務課人事・労務チーム主査（主に共済担当） 畔　上　雅　子 財務課財務チーム主査（主に出納担当）

配 置 換 総務課人事・労務チーム 上　野　貴　之 教育支援課教務支援チーム

配 置 換 財務課財務チーム主査（主に予算管理担当） 松　﨑　富　江 総務課人事・労務チーム主査（主に共済担当）

配 置 換 財務課財務チーム主査（主に出納担当） 岩　井　　　洋 学術情報課学術情報チーム主査（主に情報企画担
当）

担当命免 施設課施設チーム主査（主に施設管理担当） 保　坂　一　成 施設課施設チーム主査（主に施設担当）

昇　　任 施設課施設チーム主査（主に建築担当） 伊　部　秀　子 施設課施設チーム主任

配 置 換 教育支援課教務支援チーム 工　藤　浩　暢 広報課広報チーム

配 置 換 学術情報課学術情報チーム主査（主に情報企画担
当）

木　村　康　司 財務課財務チーム主査（主に予算管理担当）

H28.9.3 休職期間更新 （２８．９．３～２８．１２．２） 松　尾　　　瞳 入試課入試チーム

　人　　　　事　

異  動  事  項 氏　　　　名 現　・　旧　職
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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

高橋　知己 先端課題実践開発連合講座 准教授

渡部　洋一郎 言語系教育連合講座 教授

小川　佳宏 自然系教育連合講座 准教授

尾﨑　祐司 芸術系教育連合講座 准教授

周東　和好 生活・健康系教育連合講座 教授

28.10.1付け連合研究科担当

28.10.1付け連合研究科担当

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

28.10.1付け連合研究科担当

28.10.1付け連合研究科担当

28.10.1付け連合研究科担当

5
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一般通報事項

○役員会

■第105回役員会

期 日 平成28年７月13日（水）

議 題

なし ※報告事項のみであった。

■第106回役員会

期 日 平成28年10月20日（木）

議 題

１ 給与制度の改正

○経営協議会

■第52回経営協議会

期 日 平成28年10月20日（木）

議 題

１ 給与制度の改正

○教育研究評議会

■第189回教育研究評議会

期 日 平成28年７月13日（水）

議 題

１ 教員人事

■第190回教育研究評議会

期 日 平成28年８月３日（水）

議 題

１ 大学改革

２ 教員人事

３ 一般社団法人ジャパン・シンフォニック・ウインズ及び上越文化会館との協定

■第191回教育研究評議会

期 日 平成28年９月14日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 大学院改革
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■第192回教育研究評議会

期 日 平成28年10月５日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 大学院改革

３ 大学院改革に伴う準備組織

○教授会

■第212回教授会

期 日 平成28年７月27日（水）

議 題

１ 教員人事

■第213回教授会

期 日 平成28年８月24日（水）

議 題

１ 平成28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

■第214回教授会

期 日 平成28年９月12日（月）

議 題

１ 平成29年度大学院入試（前期募集）合格者の判定

２ 平成29年度教育職員免許取得プログラム受講者の判定

３ 平成29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

４ 平成28年度学部前期卒業判定

５ 平成28年度大学院前期修了判定

６ 教員人事

■第215回教授会

期 日 平成28年９月28日（水）

議 題

１ 学生の懲戒

■第216回教授会

期 日 平成28年10月26日（水）

議 題

１ 教員人事
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○平成28年度第１回上越市学校教育支援協議会

平成28年７月８日（金）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，本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。

○平成28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，「女性のダイエットと健康」をテーマとして，４人の講師から，思春期や妊娠中の無

理なダイエットによる身体への影響やダイエットに走ってしまう心理などについて講演があっ

た。

当日は，幅広い年代の方が参加し，参加者からは無理なダイエットを予防するための方法を知

りたいなどの声が聞かれ，今回のテーマについて，関心の高さが伺えた。

日 時 平成28年７月９日（土）13:30～15:30

場 所 新潟県立看護大学

テーマ 「女性のダイエットと健康」

講 師 境原 三津夫 氏（新潟県立看護大学 教授）

髙島 葉子 氏（新潟県立看護大学 教授）

増井 晃 氏（本学教授）

留目 宏美 氏（本学准教授）

参加者 71人
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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28年７月９日（土）

会 場 表参道・新潟館ネスパス

参加者 17人

【東京会場】

期 日 平成28年９月10日（土）

会 場 本学東京サテライトオフィス

参加者 13人

【東京会場】

期 日 平成28年10月１日（土）

会 場 本学東京サテライトオフィス

参加者 10人

【東京会場】

期 日 平成28年10月11日（火）

会 場 本学東京サテライトオフィス

参加者 12人

○名誉教授称号授与式

本学名誉教授称号授与式が平成28年７月11日（月）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。

立屋敷 かおる（前理事兼副学長）

加藤 雅啓（元大学院学校教育研究科教授）

川村 知行（元大学院学校教育研究科教授）

土谷 良巳（元大学院学校教育研究科教授）

野村眞木夫（元大学院学校教育研究科教授）

（加藤名誉教授は欠席）
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前列左から 小杉理事，野村名誉教授，川村名誉教授，佐藤学長，立屋敷名誉教授，

土谷名誉教授，西村理事

後列左から 梅野学系長，天野副学長，廣瀬副学長，大庭学系長

○北朝鮮による拉致問題を考えるパネル展

平成28年７月11日（月）から27日（水）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，「横田めぐみさんのご両親が若かった頃の写真に，年月の経過

を感じた。ご家族の気持ちを思うと本当に切ない。早く再会してほしい。」などの声が聞かれた。
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展示内容は，次のとおり。

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

○第13回（平成28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28年７月12日，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」を目的として開催し

ているもので，今回は新潟県教育委員会から８名，新潟市教育委員会から６名，本学からは佐藤

学長をはじめ18名が出席した。

協議会は，議長である佐藤学長の進

行により，まず教育委員会と本学が連

携・協働し，現在取組を進めている各

種事業等の状況や今後の計画につい

て，情報の共有が行われた。その後，

協議事項である教員制度の一体改革に

向けての取組及び大学改革の方向につ

いての活発な意見交換が行われ，有意

義な協議会となった。

○博士課程上越Ｄ１セミナー

平成28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，磯部征尊氏（平成16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セミナーを実施した。

期 日 平成28年７月23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13人
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○近隣町内会と上越教育大学との懇談会

平成28年７月26日（火）に「平成28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６町内会から13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。

○平成28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28年７月27日

（水）の15時20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，

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。

中庭等の落葉やゴミを集める参加者
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○平成28年度研究プロジェクト成果発表会

平成28年８月１日（月）に「平成28年度上越教育大学研究プロジェクト成果発表会」を第２講

義棟113教室にて実施した。

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35名が参

加した。

○オープンキャンパス2016

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，昨年度より103人増の902人となり，また，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，「学長・副学長の話，卒業生で現職教員の話，在学生の話などあらゆ

る目線で上越教育大学のことを知ることができた。」，「参加してみて，インターネットで調べたこと以外のた

くさんの新しいことを知れたのでよかった。」などの声が寄せられた。

期 日 平成28年８月５日（金）

会 場 講堂ほか

参 加 者 902人

内 容 全体会（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，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）



14

○国立嘉義大学（台湾）訪問団の来訪

本学の交流協定校である国立嘉義大学の教員及び大学院学生ら20名が平成28年８月18日(木）

に本学を訪れ，附属小学校の視察及び上越市内の見学を行った。

また，大学において佐藤学長及び林副学長が本学及び本学教員養成プログラム，就職状況等の

概要説明を行い，その後は本学大学院学生と意見交換により交流を深めた。

○平成28年度小学校教育実習宣誓式

平成28年８月24日（水），教員養成大学として，小学校教育実習は卒業要件や免許要件の必修

科目であることから，教育実習に向けて，学生の気持ちを向上させることを目的とし，新たに小

学校教育実習宣誓式を講堂で行った。

宣誓式には，教育実地研究Ⅲ（初等教育実習）履修者と教職員が参加し，学生代表が学長を前

に宣誓を行い，学生には教育実習で活用できるよう，チョークを入れたチョークケースが渡され

た。
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○赤倉地区防災訓練

平成28年９月９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，消防署及び大学への通報訓練を実施するとともに，消火器を使

った初期消火訓練を行った。

また，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。

「初期消火訓練」を行う参加者

○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29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28年９月21日（水）13：30～14：30

場 所 人文棟113教室

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

学校教育学系 教授 水落 芳明

臨床・健康教育学系 助教 池田 吉史

３．研究活動の不正行為の防止及び研究倫理

天野副学長

４．研究費の不正使用防止

監査室

参 加 者 33人
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○平成28年度「海外教育（特別）（実践）研究Ｃ」

平成28年度授業科目「海外教育（特別）（実践）研究Ｃ」を平成28年９月23日（金）から９月 30

日（金）までの８日間，韓国において次のとおり実施した。

【訪問先】新龍山小学校，韓国教員大学校

※参加学生は，新龍山小学校で授業参観や授業実践を行い，韓国教員大学校では学生交流

・大学内の視察を行った他，ソウル市内で文化研修を行った。

【参加学生】大学院学生 ９人

【引率者】

時得 紀子 教授（芸術・体育教育学系）

藤谷 元子 准教授（国際交流推進センター専任教員）

○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28年９月24日（土）

会 場 第２講義棟202教室 他

参 加 者 46人

○第９回辰野千壽教育賞授与式

平成28年９月30日（金）に，辰野千壽教育賞選考会議に学外有識者として参画いただいた一般

財団法人教育調査研究所理事長の新井郁男様及び新潟工科大学教授の髙田喜久司様から御出席を

いただき，第９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藤澤憲氏（和歌山県立和歌山さくら支援学校教諭）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。優秀賞は，加藤司氏（秋田県立横手清陵学

院高等学校教諭）が受賞した。
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前列左から，髙田喜久司様，佐藤学長，藤澤憲氏，加藤司氏，新井郁男様，西村理事

後列左から，松沢教授，中山教授，小杉理事，松田教授，石野教授

○第３回国立大学法人上越教育大学教育諮問会議

平成28年10月11日，「第３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名の構成員で，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答申し，その質の向上に資するため，平成26年度に設置

されたもので，今回が第３回の開催となる。

当日は，佐藤学長から，「修士課程

の機能を取り入れた新教職大学院の

構築について」の諮問があった後，

本学に対する期待や要望を含め，教

科教育や教材開発など主として修士

課程で担ってきた教育課程，特に教

科指導力の育成を強化した教職大学

院の在り方及び学校現場の諸課題を

解決し，学校支援にもつながり，学

生の実践力も高めることのできる学

校実習の在り方等について活発な意

見交換が行われた。
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○山屋敷地区防災訓練

平成28年10月19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した防災訓練を実施した。

また，粉末消火器を使った初期消火訓練や屋内消火栓を使った放水訓練を実施した。

大学に備蓄しているポータブルトイレを設置し，参加者から「見て・触って・体感して」もら

うことにより，より一層の防災に対する意識向上が図られた。

「屋内消火栓を使った放水訓練」を体験する参加者 「消火器を使った初期消火訓練」を行う防災隊隊員

○附属図書館見学会及び学生食堂体験会

平成28年10月22日（土），上越教育大学振興協力会と本学の主催により，上越教育大学振興協

力会会員と会員のご家族等を対象とした附属図書館見学会及び学生食堂体験会を開催した。

この見学会等は，本学の教育研究等の発展・充実に寄与くださる振興協力会会員に，本学をよ

り身近に感じていただくことを目的として開催した。

○ミニ・オープンキャンパス2016

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28年10月29日（土）

会 場 講義棟201教室

参 加 者 74人

内 容 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,個別相談会（入試情報，カリキュラム・教育実習，奨学金・授業料

免除・学生宿舎，教員就職情報）
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職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

1 准教授 竹野　欽昭 オーストリア
「21st Annual Congress of the
European College of Sport
Science」参加

平成28年７月５日～
平成28年７月11日

外国出張

2 教授 時得　紀子 イギリス

国際音楽教育学会グラスゴー大会
（ISME2016）における連合プロ
ジェクト研究成果の口頭発表と資
料収集及び，ロンドン大学教育研
究所における資料収集

平成28年７月18日～
平成28年８月１日

外国出張

3 教授 布川　和彦 ドイツ
ICME13（第13回国際数学教育会
議）への参加および研究発表

平成28年７月23日～
平成28年８月１日

外国出張

4 准教授 宮川　　健
ドイツ
ハンガリー

ICME13（第13回数学教育国際会
議）及びPME40（国際数学教育心
理学会第40回年会）に参加し，教
師教育に関する研究の成果を発表
するととも，情報収集

平成28年７月24日～
平成28年８月８日

外国出張

5 教授 得丸　定子 韓国
国際家政学会（IFHE）国際大会
2016に参加するため

平成28年８月１日～
平成28年８月６日

外国出張

6 准教授 佐藤ゆかり 韓国
国際家政学会（IFHE）国際大会
2016（XXIII IFHE World
Congress 2016）に参加するため

平成28年８月１日～
平成28年８月５日

外国出張

7 准教授 吉澤　千夏 韓国
国際家政学会（IFHE）国際大会
2016（XXIII IFHE World
Congress 2016）に参加するため

平成28年８月１日～
平成28年８月５日

外国出張

8 教授 大庭　重治 アメリカ
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28年８月３日～
平成28年８月９日

外国出張

9 助教 池田　吉史 アメリカ
アメリカ心理学会において研究発
表及び資料収集

平成28年８月３日～
平成28年８月９日

外国出張

10 教授 髙石　次郎 タイ
タイ国聾教育の造形ワークショッ
プ指導のため

平成28年８月11日～
平成28年８月18日

外国出張

11 教授 志村　　喬
シンガポール
中国

国際地理学連合（IGU）地理教育
委員会（CGE）大会参加発表のた
め

平成28年８月14日～
平成28年８月20日

外国出張

12 教諭 小山明希恵 オーストラリア
ウエストミンスター・スクールと
の交流プログラム（訪問）引率の
ため

平成28年８月20日～
平成28年８月25日

外国出張

13 教諭 二上　昌基 オーストラリア
ウエストミンスター・スクールと
の交流プログラム（訪問）引率の
ため

平成28年８月20日～
平成28年８月25日

外国出張

14
指導教
諭

南雲　民人 オーストラリア
ウエストミンスター・スクールと
の交流プログラム（訪問）引率の
ため

平成28年８月20日～
平成28年８月25日

外国出張

15
指導教
諭

伊藤　良枝 オーストラリア
ウエストミンスター・スクールと
の交流プログラム（訪問）引率の
ため

平成28年８月20日～
平成28年８月25日

外国出張

16
養護教
諭

猪又　智子 オーストラリア
ウエストミンスター・スクールと
の交流プログラム（訪問）引率の
ため

平成28年８月20日～
平成28年８月25日

外国出張

17 校長 越　　良子 オーストラリア
ウエストミンスター・スクールと
の交流プログラム（訪問）引率の
ため

平成28年８月20日～
平成28年８月25日

外国出張

18 教授 周東　和好 オーストラリア
附属小学校におけるウエストミン
スター・スクールとの交流プログ
ラム（訪問）引率のため

平成28年８月20日～
平成28年８月25日

外国出張

○海外渡航                                                                                    

20



19 講師 河野麻沙美 イギリス

「授業研究」の国際比較（文教地
区事例における談話分析から）に
関する研究活動及び国際学会（世
界授業研究学会WALS）での発表の
ため

平成28年８月31日～
平成28年９月13日

外国出張

20 教授 桐生　　徹 台湾

ipadを用いた授業研究会における
授業参観とその指導助言並びに日
本人学校における研究体制の研究
のため

平成28年９月１日～
平成28年９月６日

外国出張

21 教授 水落　芳明 台湾
CSCLによる実践研究に関する情報
収集及び連合大学院代議委員会及
び教授会出席のため

平成28年９月１日～
平成28年９月６日

外国出張

22 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，バッ
ターリア鋳造所，マフ鋳造所等の
調査行う

平成28年９月２日～
平成28年９月13日

外国出張

23 教授 梅野　正信 韓国

釜山大学師範大学附属高校におい
て社会文化の授業（高2）参観，
収録，授業検討，研究打合せ並び
に連合学校教育学研究科代議委員
会（第4回）及び連合学校教育学
研究科教授会（第2回）出席のた
め

平成28年９月４日～
平成28年９月６日

外国出張

24 准教授 尾﨑　祐司 ドイツ
後期サバティカル期間の研究打合
せ，滞在先（ダルムシュタット
市）の情報収集等を行うため

平成28年９月５日～
平成28年９月10日

海外研修

25 教授 志村　　喬 カザフスタン
「アラル海の生態的諸問題」に関
する地理教育内容の収集・教材開
発のため

平成28年９月９日～
平成28年９月17日

外国出張

26 教授 時得　紀子 アメリカ

研究計画に基づき，米国における
能動的な音楽活動を支援するプロ
グラム，創作を軸とした授業実践
への参与観察とその分析，及び資
料収集を行う

平成28年９月９日～
平成28年９月21日

外国出張

27 教授 下里　俊行 ロシア
ロシア哲学史に関する国際会議へ
の参加と資料調査・収集

平成28年９月11日～
平成28年９月24日

外国出張

28 准教授 辻野けんま ドイツ

科研最終調査として，州文部省－
学校監査庁－地区学校監査当局－
学校という各機関間における教育
政策の受け止めや反応について明
らかにする

平成28年９月11日～
平成28年９月26日

外国出張

29 教授 時得　紀子 韓国
平成28年度「海外教育（特別）
（実践）研究C（韓国）」実施に
際しての参加学生引率のため

平成28年９月23日～
平成28年９月30日

外国出張

30 准教授 藤谷　元子 韓国
平成28年度「海外教育（特別）
（実践）研究C（韓国）」実施に
際しての参加学生引率のため

平成28年９月23日～
平成28年９月30日

外国出張

31 教授 浅倉　有子 ロシア アイヌ漆器の調査のため
平成28年９月25日～
平成28年10月２日

外国出張

32 准教授 尾﨑　祐司 ドイツ
ドイツにおける音楽の早期教育，
大学入学の準備コースがある教育
機関の教育内容の研究のため

平成28年10月２日～
平成28年12月28日

外国出張
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33 教授 松沢　要一 シンガポール

シンガポールにおける教育事情
（小学校教育，中学校教育，高等
教育，ICT教育，教育研修など）
を視察調査し，教員養成に反映さ
せる

平成28年10月３日～
平成28年10月７日

外国出張

34 教授 石野　正彦 シンガポール

海外における教育事情（小学校教
育，中学校教育，高等教育，ICT
教育，教育研修など）を視察調査
し，教員養成カリキュラムに反映
させる

平成28年10月３日～
平成28年10月７日

外国出張

35 准教授 渡辺　径子 シンガポール

海外における教育事情（小学校教
育，中学校教育，高等教育，ICT
教育，教育研修など）を視察調査
し，教員養成カリキュラムに反映
させる

平成28年10月３日～
平成28年10月７日

外国出張

36 准教授 清水　雅之 シンガポール

海外における教育事情（小学校教
育，中学校教育，高等教育，ICT
教育，教育研修など）を視察調査
し，教員養成カリキュラムに反映
させる

平成28年10月３日～
平成28年10月７日

外国出張

37
特任准
教授

菊地　雅樹 シンガポール 海外教育事情調査のため
平成28年10月３日～
平成28年10月７日

外国出張

38
特任准
教授

佐藤　人志 シンガポール 海外教育事情調査のため
平成28年10月３日～
平成28年10月７日

外国出張

39
特任准
教授

長沼　智之 シンガポール 海外教育事情調査のため
平成28年10月３日～
平成28年10月７日

外国出張

40
特任准
教授

鈴木　善士 シンガポール 海外教育事情調査のため
平成28年10月３日～
平成28年10月７日

外国出張

41 講師 河野麻沙美 シンガポール 海外教育事情調査のため
平成28年10月３日～
平成28年10月７日

海外研修

42 准教授 堀　　健志 マレーシア

アジア地域の社会的トラッキング
研究に関する予備調査（郊外住居
エリアの視察，国立博物館の見
学）

平成28年10月７日～
平成28年10月10日

海外研修

43 学長 佐藤　芳德 中国
第11回東アジア教員養成国際シン
ポジウムに参加のため

平成28年10月16日～
平成28年10月19日

外国出張

44 副学長 林　　泰成 中国
第11回東アジア教員養成国際シン
ポジウムに参加のため

平成28年10月16日～
平成28年10月19日

外国出張

45 教授 黎　　子椰 中国
第11回東アジア教員養成国際シン
ポジウムに参加のため

平成28年10月16日～
平成28年10月19日

外国出張

46 准教授 稲田　結美 アメリカ

アメリカの科学教育におけるジェ
ンダー問題を探るために，NSTAの
Area Conferenceに参加し，アー
カンソー大学の研究者と懇談し，
アーカンソー州内の学校の授業を
参観するため

平成28年10月26日～
平成28年11月５日

外国出張
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■大学
事　　　　　　　　　　項

７月６日 （水） 第４回入学試験委員会
第３回学生委員会
第４回衛生委員会

７月７日 （木） 第４回大学改革戦略会議
７月８日 （金） 平成28年度第１回上越市学校教育支援協議会
７月９日 （土） 平成28年度上教大・看護大連携公開講座

大学院入学相談会（東京会場）
７月11日 （月） 名誉教授称号授与式

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12日 （火） 第13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
７月13日 （水） 第105回役員会

第189回教育研究評議会
７月20日 （水） 第４回教務委員会

第３回教育実習委員会
７月22日 （金） 第２回辰野千壽教育賞実行委員会
７月23日 （土） 博士課程上越Ｄ１セミナー
７月26日 （火） 近隣町内会と上越教育大学との懇談会

第１回保健管理センター運営委員会
７月27日 （水） 第212回教授会

第５回大学改革戦略会議
平成28年度構内クリーンデー
第48回連合大学院委員会

７月29日 （金） 留学説明会
８月１日 （月） 平成28年度研究プロジェクト成果発表会

第３回男女共同参画推進委員会
８月２日 （火） 第67回カリキュラム企画運営会議
８月３日 （水） 第190回教育研究評議会
８月４日 （木） 第３回国際交流推進センター運営委員会
８月５日 （金） オープンキャンパス2016
８月９日 （火） 平成28年度留学生の日本文化に関する研修（～10日（水））
８月10日 （水） 第５回入学試験委員会
８月18日 （木） 第３回辰野千壽教育賞実行委員会

第５回教務委員会
国立嘉義大学（台湾）訪問団の来訪

８月23日 （火） 短期外国人留学生成果発表会
８月24日 （水） 第213回教授会

平成28年度小学校教育実習宣誓式
８月25日 （木） 平成29年度大学院入試（前期募集）
８月30日 （火） 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
９月２日 （金） 第９回（平成28年度）辰野千壽教育賞選考会議

第１回国立大学法人上越教育大学出版会運営会議
９月５日 （月） 第６回大学改革戦略会議

短期外国人留学生修了証書授与式
９月６日 （火） 第６回教務委員会
９月７日 （水） 第６回入学試験委員会

第５回衛生委員会
９月９日 （金） 赤倉地区防災訓練（第１回）

第４回学生委員会
９月10日 （土） 大学院入学相談会（東京会場）
９月12日 （月） 第214回教授会

第３回総合学生支援室会議

 主 要 日 誌

月　日
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事　　　　　　　　　　項
９月14日 （水） 第191回教育研究評議会

第１回創立40周年記念行事準備委員会
平成29年度大学院入試（前期募集）合格者発表

９月20日 （火） 第７回大学改革戦略会議（書面審議）
９月21日 （水） 科学研究費助成事業応募説明会

第７回教務委員会
第３回学校ボランティア支援室会議

９月23日 （金） 平成28年度海外教育（特別）（実践）研究Ｃ（韓国）の実施（～９月30
日（金））

９月24日 （土） 大学院説明会（上越会場）
９月26日 （月） 第２回地域連携推進室会議
９月28日 （水） 第215回教授会

第８回大学改革戦略会議
第49回連合大学院委員会

９月29日 （木） 第68回カリキュラム企画運営会議
９月30日 （金） 第９回（平成28年度）辰野千壽教育賞授与式

平成28年度（前期）卒業証書・学位記授与式
教員養成課程学生合宿研修（～10月１日（土））
第２回附属図書館運営委員会

10月１日 （土） 大学院入学相談会（東京会場）
10月５日 （水） 第192回教育研究評議会

第６回衛生委員会
10月11日 （火） 第３回国立大学法人上越教育大学教育諮問会議

大学院入学相談会（東京会場）
10月12日 （水） 第２回就職委員会

第７回入学試験委員会
第１回ＣＳＴ養成事業実施委員会
留学生オリエンテーション

10月14日 （金） 第１回情報戦略室 ＩＲ部門会議
第４回国際交流推進センター運営委員会

10月17日 （月） 第２回情報戦略室 ＩＲ部門会議
10月19日 （水） 山屋敷地区防災訓練
10月20日 （木） 第106回役員会

第52回経営協議会
第34回学長選考会議

10月21日 （金） 第８回教務委員会
10月22日 （土） 附属図書館見学会及び学生食堂体験会
10月25日 （火） 第２回ファカルティ・ディベロップメント委員会
10月26日 （水） 第216回教授会

第４回教育実習委員会
10月28日 （金） 第34回大学祭（～30日（日））
10月29日 （土） ミニ・オープンキャンパス2016
10月31日 （月） 第９回大学改革戦略会議

■附属幼稚園
事　　　　　　　　　　項

７月６日 （水） 七夕まつり
第４回園開放デー

７月８日 （金） うみ組宿泊保育（～９日（土））
７月19日 （火） 第１学期終業式
８月27日 （土） 夏の園開放デー
９月１日 （木） 第２学期始業式
９月７日 （水） 第３回避難訓練
９月14日 （水） 第２回研究保育
10月５日 （水） 第24回幼児教育研究会
10月15日 （土） 休日保育参観
10月17日 （月） 平成29年度入園選考（～18日（火））
10月28日 （金） 入園選考結果発表

月　日

月　日
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■附属小学校
事　　　　　　　　　　項

７月１日 （金） 附属幼稚園との交流（１年）
７月６日 （水） 学校評議員会
７月８日 （金） 安全の日
７月14日 （木） ふれあいデー（ふれあい集会４年）
７月19日 （火） 学期末クリーン活動
７月20日 （水） 学期末クリーン活動
７月21日 （木） 学期末クリーン活動

給食最終日
７月22日 （金） 第１学期終業式
７月25日 （月） 夏季休業（～８月３１日）
８月８日 （月） 安全の日
９月１日 （木） 第２学期始業式

教育実地研究Ⅲ（～２３日）
９月２日 （金） 給食開始
９月６日 （火） 避難訓練
９月７日 （水） 発育測定
９月８日 （木） 発育測定
９月９日 （金） 安全の日
９月15日 （木） ふれあいデー（ポプライベント）
９月16日 （金） ３校園養護教諭部会
９月23日 （金） 教育実地研究Ⅲ最終日
９月26日 （月） 個別懇談（１～５年）
９月27日 （火） 個別懇談（１～５年）
９月28日 （水） 個別懇談（１～５年）
10月７日 （金） ＰＴＡ環境整備作業
10月11日 （火） 安全の日

ふれあいデー（ふれあい集会３年）
10月18日 （火） ポプラステージ体育館
10月19日 （水） ポプラステージ体育館
10月20日 （木） ポプラステージリハーサル
10月21日 （金） ポプラステージ体育館
10月22日 （土） ポプラ祭前日準備
10月23日 （日） ポプラ祭

■附属中学校
事　　　　　　　　　　項

７月14日 （木） １年ドキドキキャンプ（～１５日)
２年サバイバルキャンプ（～１５日）

７月21日 （木） １学期終業式
８月24日 （水） ２学期始業式
８月25日 （木） １年妙高キャンプ（～２６日）
８月29日 （月） ワクワク大学デー
９月３日 （土） 桜城体育祭
９月20日 （火） 第２回避難訓練
10月24日 （月） 教育研究協議会

月　日

月　日
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