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学 事

○大学院入試（中期募集）

平成29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114人（学校教育専攻47人，教科・領域教育専攻67人）に対し，応募者

77人，合格者66人であった。

専門職学位課程（教職大学院）は，募集人員46人（教育実践高度化専攻46人）に対し，応募者

30人，合格者28人であった。

出 願 期 間 平成28年10月19日（水）～10月28日（金）

試 験 日 平成28年11月26日（土）

合 格 発 表 平成28年12月８日（木）

○大学入試センター試験

平成29年度大学入試センター試験を平成29年１月14日（土）・15日（日）に実施した。本学を

試験場とする志願者は，745人であった。

○学部推薦入試

平成29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158人，合格者50人であった。

出 願 期 間 平成28年12月12日（月）～12月16日（金）

試 験 日 平成29年１月27日（金）

合 格 発 表 平成29年２月８日（水）

○学部一般入試（前期日程）

平成29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251人，合格者88人であった。

出 願 期 間 平成29年１月23日（月）～２月１日（水）

試 験 日 平成29年２月25日（土）

合 格 発 表 平成29年３月８日（水）
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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12月21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一同）

・被表彰者

被表彰者氏名 表 彰 事 由

大学院学校教育研究科３年 「第38回北日本学生陸上競技対校選手権大会」男子三段跳 優勝

櫻井 大幹 「第60回全国教育系大学陸上競技大会」男子三段跳 優勝

「2016日本学生陸上競技個人選手権大会」男子三段跳 ５位入賞

学校教育学部４年 「平成28年度日本善行会春季善行表彰青少年善行表彰」受賞

鏑木 沙月

学校教育学部１年 「第60回全国教育系大学陸上競技大会」女子円盤投 優勝

髙辻 紀乃
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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２９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２９年３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 上越教育大学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 上越教育大学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 上越教育大学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

H29.1.1 任　　命 理事 西　村　俊　夫 理事

部局長等

H28.11.30 免 田　中　弘　邦 経営協議会委員

H28.12.1 任　　命 経営協議会委員 髙　橋　信　雄 上越商工会議所会頭

H29.1.1 兼　　務 副学長 西　村　俊　夫 理事

任　　命 経営協議会委員 西　村　俊　夫 理事

任　　命 教育研究評議会評議員 西　村　俊　夫 理事

大学教員

H29.1.1 昇　　任 准教授（臨床・健康教育学系） 近　藤　孝　司 講師（臨床・健康教育学系）

採　　用 助教（臨床・健康教育学系） 宮　﨑　球　一 早稲田大学人間科学学術院助手

兼　　務 心理教育相談室相談員 宮　﨑　球　一 助教（臨床・健康教育学系）

附属学校教員

H29.1.1 休　　職 （２９．１．１～２９．３．３１） 歌　川　浩一郎 附属小学校教諭

事務系職員
H28.11.22 命 入試課長事務代理 田　上　　　隆 事務局次長

H28.12.3 休職期間更新 （２８．１２．３～２９．３．２） 松　尾　　　瞳 入試課入試チーム

H29.2.1 免 入試課長事務代理 田　上　　　隆 事務局次長

H29.2.10 命 入試課長事務代理 田　上　　　隆 事務局次長

異　動　事　項 氏　　　　名 現　・　旧　職
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一般通報事項

○役員会

■第107回役員会

期 日 平成28年11月９日（水）

議 題

なし ※報告事項のみであった。

■第108回役員会

期 日 平成28年12月７日（水）

議 題

なし ※報告事項のみであった。

■第109回役員会

期 日 平成29年１月23日（月）

議 題

１ 平成29年度学内予算編成方針

２ 監事監査規則の一部改正

■第110回役員会

期 日 平成29年２月８日（水）

議 題

１ 情報セキュリティ対策基本計画

２ 教育諮問会議規則の一部改正

○経営協議会

■第53回経営協議会

期 日 平成29年１月23日（月）

議 題

１ 平成29年度学内予算編成方針

２ 職員給与規程の一部改正

○教育研究評議会

■第193回教育研究評議会

期 日 平成28年11月９日（水）

議 題

１ 任期付教員の再任手続
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２ 教員人事

３ 経営協議会委員の選考

４ 独立行政法人教員研修センターとの協定

５ 大学改革の進め方

■第194回教育研究評議会

期 日 平成28年12月７日（水）

議 題

１ 副学長の選考

２ 教員人事

３ 新潟工科大学との協定

■第195回教育研究評議会

期 日 平成29年１月11日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 大学改革の進め方

３ 平成27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196回教育研究評議会

期 日 平成29年１月18日（水）

議 題

１ 部局長等の選考

２ 教員人事

■第197回教育研究評議会

期 日 平成29年２月８日（水）

議 題

１ 大学改革に関する教職員との意見交換

２ 教員人事

３ 情報セキュリティ対策基本計画

４ ディプロマ・ポリシー，カリキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポリシーの改正

５ 教育諮問会議規則の一部改正

６ カリキュラム企画運営会議規程の一部改正

○教授会

■第217回教授会

期 日 平成28年11月30日（水）

議 題
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１ 教員人事

■第218回教授会

期 日 平成28年12月６日（火）

議 題

１ 平成29年度大学院入試（中期募集）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

■第219回教授会

期 日 平成28年12月21日（水）

議 題

なし ※報告事項のみであった。

■第220回教授会

期 日 平成29年１月18日（水）

議 題

１ 教員人事

■第221回教授会

期 日 平成29年２月７日（火）

議 題

１ 平成29年度推薦入試合格者の判定

■第222回教授会

期 日 平成29年２月22日（水）

議 題

１ 学生の懲戒

２ 平成28年度学位論文等提出者に係る学位論文等総合審査

３ 教員人事

４ 教員選考における投票方法
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○平成28年度ファカルティ･ディベロップメント研修会

平成28年11月２日（水），愛媛大学学長特別補佐の小林直人教授（教育企画室長）を講師とし

て「平成28年度ファカルティ・ディベロップメント研修会」を開催した。

この研修会は，授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図ることを目的として開催され，ま

ず講師による「アクティブラーニングによる授業改善，その考え方と具体的な手法ー医学部での

実践を通じてー」をテーマとした講演の後，講演内容を踏まえたグループ討議及びその討議結果

の共有と講師からの助言等の流れで進められた。

研修会には，ファカルティ・ディベロップメントの一環としてアクティブラーニングの積極的

な導入に取り組む教職員30人，ティーチング・アシスタントを中心とする学生14人が出席した。

参加者からは，「この研修により，他分野の実践例も参考に，これからの授業への効果的な活

用方法などを考える良い機会とすることができた」或いは「実際にアクティブラーニングを体験

しながらアクティブラーニングについて考えることができた」等の感想が寄せられた。

（グループ討議） （講師による講演）

○須川展也サクソフォンスペシャルコンサートwith小柳美奈子（ピアノ）

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

流の芸術鑑賞の場を設けようと開催した。

コンサートには日本が世界に誇るサクソフォン奏者の須川展也氏と上越市出身ピアノ奏者の小

柳美奈子氏を招き，委嘱作品など趣向を凝らした一流のプログラムにより，最後まで聴衆を飽き

させることがなかった。

日 時 平成28年11月２日（水）19：00～21：15

会 場 本学講堂

参加者 約500人
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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28年11月２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 消化管のがんと検診について

講 師 船越 和博

（新潟県立中央病院 内視鏡センター長）

○昇降機緊急時救出訓練

平成28年11月８日（火）に人文棟昇降機（エレベータ）を利用して，「災害時の昇降機におけ

る救出訓練」を実施した。

今回の訓練では，災害，故障等により昇降機内に乗客が閉じ込め状態になった際の救出手順を

確認した。

救出の操作手順を確認する参加者

○都道府県等教育委員会と上越教育大学との連携協議会

平成28年11月13日（日）に本学において「平成28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13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，長野県，岐阜県，静岡県，浜松市，愛知県，長崎県，鹿児島県の18都県市教育委

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。
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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28年11月29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。

林 泰成 副学長

安藤 知子 教授（学校教育学系）

上野 光博 教授（臨床・健康教育学系）

得丸 定子 教授（自然・生活教育学系）

黎 子椰 教授（自然・生活教育学系）

大森 康正 准教授（自然・生活教育学系）

下村 博志 講師 （自然・生活教育学系）

大橋奈希左 准教授（芸術・体育教育学系）

髙松 宏幸 総務課人事・労務チーム 主査

○平成28年度情報セキュリティオンデマンド講習の実施

情報メディア教育支援センターでは，情報通信システム及び情報資産の安全を確保し，情報

セキュリティ対策を推進するため，教職員及び学生を対象にした情報セキュリティオンデマンド

講習を次の期間に行った。

実施期間 平成28年12月１日（木）～平成29年３月31日（金）

実施方法 クラウドサービス（Goocus 3）を利用したオンデマンド方式

実施内容 情報処理推進機構（IPA）作成の情報セキュリティ啓発ビデオ

①組織の情報資産を守れ！（視聴時間：10分）

②そのメール本当に信用してもいいんですか？（視聴時間：10分）

○平成28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28年12月２日（金），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。
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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12月17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29年１月７日（土）

会 場 本学東京サテライトオフィス

参加者 ８人

【東京会場】

期 日 平成29年１月21日（土）

会 場 本学東京サテライトオフィス

参加者 ７人

○平成28年度情報セキュリティに係る自己点検の実施

情報メディア教育支援センターでは，情報セキュリティの重要性に鑑み，情報セキュリティ対

策の一環として，教職員を対象にした情報セキュリティに係る自己点検を次の期間に行った。

実施期間 平成28年12月20日（火）～平成29年３月31日（金）

実施方法 クラウドサービス（Googleフォーム）を利用したアンケート方式

○上越市議会による上越教育大学学生との意見交換及び施設見学

平成28年12月21日（水），上越市議会議員23名が若者の意見を議会活動に生かすことを目的に

本学を訪問した。

はじめに，佐藤学長から本学の概要や本学の取組などについて説明を受け，その後，施設見学

を行った。午後からは，留学生を含む学部・大学院学生10名との意見交換が行われ，教育現場の

課題や上越市の課題について活発な議論が交わされた。

参加した学生からは，「議員と顔を合わせて話ができて良かった」「小学校の教師になり上越

市を活性化できるよう頑張りたい」などの声が聞かれた。
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○平成28年度関東甲信越地区図書館職員研修会兼上越教育大学読み聞かせに関する研修会

関東甲信越地区図書館職員と本学学生・職員等を対象に「子どもへの読み聞かせに関する研修

会－読み聞かせにチャレンジ－」をテーマに，大学図書館において，子どもへの読み聞かせ会の

開催を始めるために必要な基本的な理論や技術を習得することを目的に研修会を開催した。

期 日 平成29年１月10日（火）

場 所 第２講義棟104教室

参加人数 14人

講 師 白神 敬介 氏（本学准教授）

朝日 仁美 氏（糸魚川市立糸魚川小学校学校司書，JPIC読書アドバイザー，絵本

専門士）

○第14回（平成28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29年１月19日（木），「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12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，活発な意見交換を行

った。
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○平成28年度第２回留学生が語る／留学生と語る会

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／留学生と語る会の第２回を２月７日（火）に実施した。

「上越の食」－つくって・食べて・語ろう－をテーマに，生活・健康系教育実践コース（家庭

）と連携し，スキー汁及びサメカツの調理や試食を通して交流を深めた。

上越の食文化に詳しい「料理研究家・井部真理さん」をお呼びして，留学生８名と学生・教職

員15名が参加した。井部さんに調理方法を教わりながら上越の食を学び，それぞれの生活と文化

の交流につながるきっかけとなる充実した時間となった。

○上越教育大学情報セキュリティ対策基本計画の策定

情報メディア教育支援センターでは，本法人における「情報資産に関する，重要度による分類

と相応の管理の徹底」，「情報資産に対する侵害からの防御」，「情報資産に対する加害行為の防

止」及び「セキュリティ侵害等の早期検出と迅速な対応の実現」を目指し，必要な対策を講じる

ため，平成29年２月８日に情報セキュリティ対策基本計画を策定した。

○第２回平成28年度上越市学校教育支援協議会

平成29年２月14日（火）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。
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○第３回報道機関との懇談会

平成29年２月18日（土），本学人文棟114教室において「上越教育大学と報道機関との懇談会」

を開催した。

過去２回は上越教育大学の現状や改革の取組について情報提供を行い，意見交換を行うことに

より，連携強化を図ってきたところであるが，今回は教職大学院の中核となるカリキュラムであ

る「学校支援プロジェクト」の取組や成果を発表し，学生の学びを一層深め，かつ，広くこの活

動を紹介するために実施する「学校支援プロジェクトセミナー」を中心に，教職大学院のカリキ

ュラムを理解していただくことを目的とした。

当日は，報道機関６社が出席し，大学院生が

７会場に分かれて行う発表や，連携協力校も参

加して「学校支援プロジェクトの質を高めるた

めの連携協力校とチームの協働」をテーマにし

たシンポジウムを取材し，引き続き行われた意

見交換会では，教職大学院の取組や成果につい

ての活発な意見交換が行われた。

○教育諮問会議答申

平成29年２月21日（火），教育諮問会議の山西潤一議長から佐藤芳德学長あてに答申文が手渡

された。これは，平成28年10月11日（火），同諮問会議に対してなされた，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を受け，審議を行い，まとめたものである。

答申は，「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」の観点で取りまとめられたものであ

る。

答申に際し山西議長から，「上越教育大学は新構想の教員養成系大学であり，全国の大学のト

ップを走っていただくことを期待してい

ます。」との激励の言葉をいただいた。

これに対し佐藤学長から，「お忙しい中，

答申をまとめていただき感謝申し上げま

す。いただいた答申の内容も踏まえ，今

後も大学改革に邁進してまいります。」

と謝辞を述べた。

その後，今後の教員養成系大学の在り

方や，育成する人材像等に関して，国の

情勢を交えての意見交換を行った。
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○平成28年度ファカルティ・ディベロップメント講演会

平成29年２月22日（水），京都大学高等教育研究開発推進センターの松下佳代教授を講師とし

て「平成28年度ファカルティ・ディベロップメント講演会」を開催した。

この講演会は，授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図ることを目的として開催され，ま

ず，同大学におけるファカルティ・ディベロップメント活動の現状や問題点などを共有した後，

これらを踏まえて講師による「ディープ・アクティブラーニングの考え方と方法Ⅱ－初等中等教

育での取り組みの成果と課題－」をテーマとした講演を実施するという流れで進められた。

講演会には，同大学の教職員及び学生約150人が出席した。

参加した教員からは，「自分の授業の進め方を工夫するヒントとなった」や「内容が具体的で，

授業に活かせるものであった」等の感想が，また，学生からも「より実践的で自分が教壇に立っ

たときのアイデアが湧いた」や「現場に戻る者としてたくさんのヒントを得ることができ有意義

だった」等の感想が寄せられた。

（講演する講師） （熱心に受講する参加者）

○赤倉地区防災訓練（２回目）

平成29年２月23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。

宿泊者による初期消火（模擬）訓練
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○救急（応急手当）講習会

平成29年２月28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，訓練用人形を用いた心肺蘇生，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。

人工呼吸～胸部圧迫～AEDを使った心肺蘇生を学ぶ参加者



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

1 事務 北村　健一 中国
中日友好青年訪中団としての中国
訪問のため

平成28年11月２日～
平成28年11月９日

外国出張

2 教授 釜田　　聡 韓国

科学研究費の研究「東アジアの未
来を選択する国際理解教育カリ
キュラム・教材」の研究推進の打
合せとフィールドワークを通じて
の資料収集を行うため

平成28年11月９日～
平成28年11月12日

外国出張

3 講師 河野麻沙美 マレーシア

Infrastructure University
Kuala Lumpur主管国際教師教育学
会アジアパシフィック大会への参
加及び発表

平成28年11月19日～
平成28年11月24日

外国出張

4 准教授 辻野けんま マレーシア

国際教師教育学会
（International Scoiety for
Teacher Educatopn: ISfTE)の第
１回アジア・パシフィック地域大
会に参加し，研究発表を行う

平成28年11月21日～
平成28年11月25日

海外研修

5 教授 大場　浩正 シンガポール

第7回 CLS (Center for Language
Studies, National University
of Singapore) 国際学会 (CLaSIC
2016) にて研究発表を行うため

平成28年11月30日～
平成28年12月４日

外国出張

6 教授 梅野　正信 台湾
植民地被統治民衆子弟生徒のアジ
ア認識に関する聞き取り調査及び
研究打ち合わせ

平成28年12月２日～
平成28年12月４日

外国出張

7 講師 野澤　有希 香港
資料収集
研究調査

平成28年12月４日～
平成28年12月11日

外国出張

8 教授 釜田　　聡 中国

科研費基盤研究（C）「東アジア
の未来を選択する国際理解教育カ
リキュラム・教材開発」の研究の
まとめと今後の課題の抽出のた
め，北京師範大学において研究打
合せと授業参観・研究協議を行う
ため

平成28年12月18日～
平成28年12月20日

外国出張

9 准教授 林田　秀一 中国

研究集会「Number Theory and
Modular Forms」に参加し，また
Haigang Zhou氏（Tongji 大学）
Chen Bin氏（Tongji 大学）らと
研究テーマ「ヤコビ形式と保型形
式」について研究討論を行うため

平成28年12月20日～
平成28年12月26日

外国出張

10 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変遷に関し
て，釜山，大邱，ソウルで関係者
の聞き取り及び関係資料の複写等
を行う

平成28年12月25日～
平成28年12月29日

外国出張

11 教授 釜田　　聡 バンコク

「東アジアの学校教育」の研究推
進のため，タイ王国（バンコク）
の教育研究施設を訪問し，教育研
究交流を行い，今後の研究推進の
基板の再構築を行うため

平成28年12月26日～
平成28年12月29日

外国出張

12 准教授 堀　　健志
フランス
イギリス

学校から職業への移行に関する研
究の情報収集，社会的権力への抵
抗様式に関する研究の情報収集

平成28年12月29日～
平成29年１月６日

外国出張

13 教授 梅野　正信 韓国

韓国教員大学校社会科学研究所及
び青藍史学会が主催する2016年度
冬季学術大会における招聘講演の
ため

平成29年１月16日～
平成29年１月18日

外国出張

○海外渡航                                                                                    
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職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

14 准教授 宮川　　健 アイルランド

科研費のテーマである数学の教師
教育に関する研究成果の発表，情
報収集するとともに，アイルラン
ド・ダブリンで開催される第10回
ヨーロッパ数学教育学会に参加
し，情報収集を行う

平成29年１月31日～
平成29年２月６日

外国出張

15 准教授 尾﨑　祐司 ドイツ
ドイツの音楽教育事業についての
情報収集と音楽教育活動の参観

平成29年２月２日～
平成29年３月16日

外国出張

16 教授 髙石　次郎
スペイン
ポルトガル

大学美術教育の情報収集とヨー
ロッパ美術の資料収集のため

平成29年２月14日～
平成29年２月23日

外国出張

17 教授 志村　　喬 イギリス
第20回チャニーマナー初等地理教
育研究大会参加・発表のため

平成29年２月23日～
平成29年２月27日

外国出張

18 教授 五十嵐透子 アメリカ
平成28年度「海外教育（特別）
（実践）研究B」引率のため

平成29年２月28日～
平成29年３月14日

外国出張

19 講師 谷　　友和 アメリカ
平成28年度「海外教育（特別）
（実践）研究B」引率のため

平成29年２月28日～
平成29年３月14日

外国出張
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■大学
事　　　　　　　　　　項

11月１日 （火） 第３回附属図書館運営委員会（書面審議，～７日（月））
11月２日 （水） 須川展也サクソフォンスペシャルコンサートwith小柳美奈子（ピアノ）

留学生等秋の交通安全教室
平成28年度ファカルティ・ディベロップメント研修会
平成28年度健康保持増進講演会
第７回衛生委員会

11月７日 （月） 新潟県内国立大学法人等係長研修（～８日）
11月８日 （火） 昇降機緊急時救出訓練

平成28年度上越市立小学校・中学校等への学校訪問
11月９日 （水） 第107回役員会

第193回教育研究評議会
11月10日 （木） 第３回情報戦略室ＩＲ部門会議

第69回カリキュラム企画運営会議
第３回教員免許状更新講習実施委員会

11月11日 （金） 第８回入学試験委員会
11月13日 （日） 都道府県等教育委員会と上越教育大学との連携協議会
11月15日 （火） 第２回協定校交流推進専門部会
11月16日 （水） 第５回学生委員会
11月24日 （木） 第35回学長選考会議

第９回研究倫理審査委員会
11月25日 （金） 第４回総合学生支援室会議

第９回教務委員会
11月26日 （土） 平成29年度大学院入試（中期募集）
11月29日 （火） 平成28年度永年勤続者表彰状授与式
11月30日 （水） 第217回教授会

研究費不正使用防止のための研修会
第５回教育実習委員会

12月１日 （木） 情報セキュリティオンデマンド講習（～３月31日（金））
12月２日 （金） 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

第10回教務委員会
第２回教育実習連絡会
第２回学校支援プロジェクト連絡会
第９回入学試験委員会
平成28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

12月６日 （火） 第218回教授会
平成28年度国立大学法人上越教育大学と公立大学法人新潟県立看護大学
との連携推進協議会
第４回附属図書館運営委員会（書面審議，～９日（金））

12月７日 （水） 第108回役員会
第194回教育研究評議会
第２回教育実習協力校（園）会議
第８回衛生委員会

12月８日 （木） 第６回学生委員会
「海外教育（特別）（実践）研究Ｃ（韓国）」報告会
平成29年度大学院入試（中期募集）合格者発表

12月12日 （月） 第３回地域連携推進室会議
12月13日 （火） 第２回学術研究委員会
12月14日 （水） 第３回就職委員会

外国人留学生との意見交換会
第11回教務委員会

月　日

 主 要 日 誌
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事　　　　　　　　　　項
12月17日 （土） 大学院入学相談会（東京会場）
12月19日 （月） 第５回総合学生支援室会議

第３回障害学生支援室会議
12月20日 （火） 第85回大学評価委員会

平成28年度情報セキュリティに係る自己点検の実施（～３月31日（金）
）

12月21日 （水） 第219回教授会
第40回情報・広報委員会（書面審議，～27日（火））
学生表彰授与式
第50回連合大学院委員会
第70回カリキュラム企画運営会議
第10回入学試験委員会
上越市議会による上越教育大学学生との意見交換及び施設見学

12月22日 （木） 第５回国際交流推進センター運営委員会
１月７日 （土） 大学院入学相談会（東京会場）
１月10日 （火） 平成28年度関東甲信越地区図書館職員研修会兼上越教育大学読み聞かせ

に関する研修会
１月11日 （水） 第195回教育研究評議会

第９回衛生委員会
１月13日 （金） 第３回情報戦略室評価部門会議
１月14日 （土） 平成29年度大学入試センター試験（～15日（日））
１月16日 （月） 第12回教務委員会

第４回学校ボランティア支援室会議
１月17日 （火） 第６回施設安全・環境委員会

第41回情報・広報委員会（書面審議，～23日（月））
１月18日 （水） 第196回教育研究評議会

第220回教授会
第51回連合大学院委員会
第11回入学試験委員会
第２回大学教員人材評価委員会

１月19日 （木） 第14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

１月21日 （土） 大学院入学相談会（東京会場）
１月23日 （月） 第109回役員会

第53回経営協議会
第36回学長選考会議

１月25日 （水） 第71回カリキュラム企画運営会議
第６回教育実習委員会

１月27日 （金） 平成29年度学部推薦入試
１月30日 （月） 平成28年度第３回附属学校運営委員会
１月31日 （火） 第４回男女共同参画推進委員会
２月１日 （水） 第10回大学改革戦略会議

第７回学生委員会
第10回衛生委員会

２月６日 （月） 平成28年度保育実習連絡会
第12回入学試験委員会

２月７日 （火） 第221回教授会
留学生が語る／留学生と語る会

２月８日 （水） 第110回役員会
第197回教育研究評議会
第２回研究費不正使用防止計画推進室会議
平成29年度学部推薦入試合格者発表
上越教育大学情報セキュリティ対策基本計画を策定

２月９日 （木） 第４回教員免許状更新講習実施委員会
平成28年度特別支援学校教育実習連絡会

２月14日 （火） 第２回平成28年度上越市学校教育支援協議会

月　日
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事　　　　　　　　　　項
２月15日 （水） 第13回教務委員会

第３回大学教員人材評価委員会
２月16日 （木） 第42回情報・広報委員会（書面審議，～21日（火））
２月17日 （金） 第４回就職委員会

第13回入学試験委員会
２月18日 （土） 第３回上越教育大学と報道機関との懇談会
２月20日 （月） 留学生成果発表会
２月22日 （水） 第222回教授会

平成28年度ファカルティ・ディベロップメント講演会
第２回保健管理センター運営委員会

２月23日 （木） 赤倉地区防災訓練（第２回目）
２月25日 （土） 平成29年度学部一般入試（前期日程）
２月27日 （月） 第72回カリキュラム企画運営会議
２月28日 （火） 第86回大学評価委員会

救急（応急手当）講習会
　 　

■附属幼稚園
事　　　　　　　　　　項

11月９日 （水） 保育について語る会
11月18日 （金） 祖父母保育参観
11月24日 （木） 第４回避難訓練
12月22日 （木） 第２学期終業式
１月10日 （火） 第３学期始業式
１月16日 （月） 第５回避難訓練
１月22日 （日） 冬の園開放デー
２月３日 （金） 豆まき会
２月14日 （火） 第６回避難訓練
２月17日 （金） お楽しみ発表会
２月22日 （水） 第２回学校評議委員会

■附属小学校
事　　　　　　　　　　項

11月４日 （金） 入学募集要項配布開始
11月７日 （月） 個別懇談（６年）（～９日）
11月10日 （木） 安全の日
11月13日 （日） 休日参観日・学校説明会
11月14日 （月） 振替休業日
11月15日 （火） 入学願書受付開始
11月16日 （水） ６年宿泊体験学習（～18日）
11月25日 （金） 入学願書受付締切
12月１日 （木） 自由参観日

ふれあい集会２年
12月８日 （木） 歯科検診
12月13日 （火） 冬休み用図書貸出開始
12月16日 （金） 冬休み用図書貸出終了
12月19日 （月） 学期末クリーン活動（～21日）
12月21日 （水） 給食最終日
12月22日 （木） 第２学期終業式
12月24日 （土） 冬季休業日（～１月６日）
１月４日 （水） 平成29年度入学児童選考２次検査出願書類配布開始
１月10日 （火） 第３学期始業式

安全の日
入学児童選考２次検査出願（～16日）

１月11日 （水） 発育測定（５・６年）　給食開始
１月12日 （木） 発育測定（１・２年）
１月13日 （金） 発育測定（３・４年）
１月16日 （月） 入学児童選考２次検査出願締切日

月　日

月　日

月　日
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事　　　　　　　　　　項
１月24日 （火） 学力テスト（国語・理科）
１月25日 （水） 学力テスト（算数・社会）
１月27日 （金） ふれあい集会１年
２月８日 （水） 安全の日
２月16日 （木） 新１年生入学説明会
２月20日 （月） 個別懇談（～22日）
２月24日 （金） ふれあいデー（６年生を送る会）

■附属中学校
事　　　　　　　　　　項

11月24日 （木） 桜城文化祭
11月26日 （土） 桜城文化祭
12月10日 （土） 平成29年度新１学年生徒入学選考
12月13日 （火） 平成29年度新１学年生徒合格発表
12月22日 （木） 第２学期終業式
１月６日 （金） 第３学期始業式

生徒会三役任命式
１月７日 （土） 新入生・保護者入学説明会
１月11日 （水） ２学年スキー合宿（～13日（金））
１月12日 （木） １学年スキー合宿（～13日（金））
１月16日 （月） 第３回避難訓練

月　日

月　日
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