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学 事

○平成29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14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19日(金)～５月30日(火)（うち５日間）上越市，妙高市及び糸魚川市の小学校（62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８日(月)～５月26日(金)（うち15日間）上越市，妙高市及び糸魚川市等の中学校

（27校）並びに附属中学校で中等教育実習を行った。

○平成29年度就職試験受験者激励会（出陣式）

平成29年６月14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，プレイスメントプラザ室長の直原副学長から激励

の言葉と夢想神伝流の型による四方露払いの儀式の披露，地元の「越後上越 上杉おもてなし武

将隊」による演武の披露，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29年６月７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 15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29年６月28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 54人



○人事異動 

発令年月日 発令事項等

部局長等

H29.5.18 免 早　川　義　裕 経営協議会委員

H29.5.19 任　　命 経営協議会委員 大　野　雅　人 新潟県小学校長会会長・上越市立大手町小学校校長

大学教員

H29.5.1 採　　用 特任教授 佐　藤　芳　德

H29.6.1 採　　用 講師（人文・社会教育学系） 鯨　井　綾　希 東北大学大学院文学研究科専門研究員他

事務系職員

H29.5.31 退　　職 松　尾　　　瞳 入試課入試チーム

H29.6.22 命 監査室長事務代理 鈴　木　秀　樹 事務局次長

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 職　名 任　期 備　考

下里　俊行 教授 29.5.10～31.3.31
茨木委員と
交代

氏　　　名 職　名 任　期 備　考

茨木　智志 教授 29.5.10～30.3.31
下里委員と
交代

長谷川　正規 准教授 29.4.1～31.3.31
29.10.1～30.3.31
玉村恭准教授に
交代

企画・実施部門等の構成員名簿

名　称 室員等氏名 備　　考

直原　幹 29.6.1追加

濤﨑　智佳 29.6.1追加
情報戦略室

教授会に置かれる委員会

教務委員会

入学試験委員会

委員会組織における職名又は組織等

教科・領域教育専攻
社会系教育実践コース

委員会組織における職名又は組織等

教科・領域教育専攻
社会系教育実践コース

教科・領域教育専攻
芸術系教育実践コース
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一般通報事項

○役員会

■第113回役員会

期 日 平成29年６月21日（水）

議 題

１ 平成28事業年度の業務実績に関する評価

２ 平成28事業年度決算

３ 平成30年度概算要求

４ 附属学校学級定員の見直し

○経営協議会

■第55回経営協議会

期 日 平成29年６月21日（水）

議 題

１ 学長選考会議委員及び同予備委員の選出

２ 平成28事業年度の業務実績に関する評価（経営に関する部分）

３ 平成28事業年度決算

４ 平成30年度概算要求

５ 附属学校学級定員の見直し

６ 大学改革

○教育研究評議会

■第203回教育研究評議会

期 日 平成29年５月10日（水）

議 題

１ 名誉教授の選考

２ 平成29年度大学教員人事計画

３ 経営協議会委員の選考

４ 教授会に置かれる委員会委員の委嘱

５ 創立40周年記念行事に係る実施計画

６ 大学改革

■第204回教育研究評議会

期 日 平成29年５月24日（水）
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議 題

１ 大学改革

２ 教員選考委員会委員長の変更

■第205回教育研究評議会

期 日 平成29年６月７日（水）

議 題

１ 平成29年度競争的教育研究資金の配分に係る基準

２ 教員人事

３ 教授会に置かれる委員会委員の委嘱

４ 平成28事業年度に係る業務の実績に関する評価（経営に関する部分を除く。）

５ 附属学校学級定員の見直し

６ 共同研究の受入れ

■第206回教育研究評議会

期 日 平成29年６月28日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 教授会に置かれる委員会委員の委嘱

３ 競争的教育研究資金の配分に係る基準の改正

○教授会

■第227回教授会

期 日 平成29年５月24日（水）

議 題

１ 平成30年度学部入学者選抜方法の概要

２ 教員人事

■第228回教授会

期 日 平成29年６月28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29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。
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【上越会場】

期 日 平成29年５月13日（土）

会 場 本学講義棟202教室 他

参加者 74人

【東京会場】

期 日 平成29年５月27日（土）

会 場 サンシャインシティ

コンファレンスルーム

参加者 52人

○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29年度大学院入学相談会を東京，名古屋の

２地区３会場で，次のとおり実施した。

【東京会場】

期 日 平成29年６月２日（金）

会 場 本学東京サテライトオフィス

参加者 ３人

【東京会場】

期 日 平成29年６月３日（土）

会 場 サンシャインシティ文化会館

参加者 ６人

【名古屋会場】

期 日 平成29年６月17日（土）

会 場 Time Office 名古屋

参加者 ９人

【東京会場】

期 日 平成29年６月18日（日）

会 場 サンシャインシティ文化会館

参加者 ９人

【東京会場】

期 日 平成29年６月30日（金）

会 場 本学東京サテライトオフィス

参加者 12人
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○「上越教育大学出版会から書籍を３冊刊行」に伴う記者発表

上越教育大学出版会からの書籍『教育実習ハンドブック：こんな時は，どうするの？実習の不

安，解消します！』，『大学生活と健康：見直そう日々の暮らし』，『「思考力」を育てる－上越教

育大学からの提言１－』の３冊刊行に

伴い，６月19日（月）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，小埜副学長より上越

教育大学出版会の説明及び書籍刊行の

経緯について説明が行われた後，各書

籍の著者の代表から書籍についての説

明が行われた。

（記者発表後，報道機関の写真撮影に応じる著者の代表）

○平成29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21日（水）に実施した。

「町家」と「シェアハウス」－住まいとくらしを語ろう－をテーマに第一部では市内大町にあ

る学生を対象にした「シェアハウス大町」について，上越市職員の方から説明を聞き，見学した。

その後町家の説明を聞きながら第二部の会場である高田を代表する町家建築「旧今井染物屋」に

移動し，留学生の発表をもとにグループディスカッションを行った後，一般社団法人雁木のまち

再生担当者から旧今井染物屋について説明を受けた。

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40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，自分にとって住まいとくらしについて考え直す機会にな

った。」などの感想があった。地域の住文化を見つめ直すとともに他国の生活への関心を高める

充実した時間となった。
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○名誉教授称号授与式

本学名誉教授称号授与式が平成29年６月30日（金）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。

佐藤 芳德（前学長）

西村 俊夫（前理事兼副学長）

下西善三郎（元副学長）

我妻 敏博（元大学院学校教育研究科教授）

髙石 次郎（元大学院学校教育研究科教授）

得丸 定子（元大学院学校教育研究科教授）

松田 愼也（元大学院学校教育研究科教授）

丸山 良平（元大学院学校教育研究科教授）

前列左から

丸山名誉教授，得丸名誉教授，我妻名誉教授，西村名誉教授，川崎学長，佐藤名誉教授，

下西名誉教授，髙石名誉教授，松田名誉教授

後列左から

平野学系長，河合学系長，林副学長，小杉理事，梅野理事，大庭理事，

直原副学長，小埜副学長，山縣学系長



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

1 教授 北條　礼子 チェコ
小学校英語に関する資料収集のた
め

平成29年５月６日～
平成29年５月12日

外国出張

2 准教授 佐藤ゆかり
ニュージーラン
ド

家庭科教員養成の保質証のための
教育内容に関する研究のための調
査

平成29年５月７日～
平成29年５月13日

外国出張

3 准教授 吉澤　千夏
ニュージーラン
ド

The Word Forum on Early Care
and Educationに参加するため

平成29年５月７日～
平成29年５月13日

外国出張

4 准教授 吉田　昌幸 スペイン

IVInternational Conference on
Social and Complementary
Currncies: Money,
Consciousness and Values for
Social Change参加のため

平成29年５月９日～
平成29年５月16日

外国出張

5 教授 布川　和彦 中国

同大で行われる第９回科技・数学
教育国際学術検討会及び数学教育
ワークショップにおける講演のた
め

平成29年５月18日～
平成29年５月22日

外国出張

6 教授 加藤　哲文 アメリカ
国際行動分析学会第43回大会に参
加するため

平成29年５月24日～
平成29年５月30日

外国出張

7 教授 釜田　　聡 韓国
第12回東アジア教師教育国際シン
ポジウムに参加

平成29年６月13日～
平成29年６月15日

外国出張

8
理事兼
副学長

梅野　正信 韓国
第12回東アジア教師教育国際シン
ポジウムに参加

平成29年６月13日～
平成29年６月15日

外国出張

9 教授 濤﨑　智佳 ベルギー

Hotel Hilton Antwerp Old Town
て&#12441；開催される ALMA
Cycle 5 Proposal Reviewのface-
to-face meetingに参加し，
Proposalの審査を行うため

平成29年６月17日～
平成29年６月23日

外国出張

10 助教 宮崎　球一 ルーマニア
国際認知心理療法学会での発表及
びプログラムへの参加

平成29年６月28日～
平成29年７月３日

外国出張

○海外渡航  
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■大学
事　　　　　　　　　　項

５月２日 （火） 第１回大学教員学校現場研修委員会
５月８日 （月） 第１回上越教育大学CSIRT会合
５月９日 （火） 第２回大学改革推進委員会
５月10日 （水） 第203回教育研究評議会

第２回創立40周年記念行事準備委員会
全学教職員集会
第２回衛生委員会

５月11日 （木） 第87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
第１回大学教員人材評価委員会

５月13日 （土） 大学院説明会（上越会場）
５月17日 （水） 第２回入学試験委員会

留学生の語学教室（中国語）（～６月28日（水））
５月18日 （木） 留学生等の交通安全教室

第２回教務委員会
５月19日 （金） 第２回情報戦略室評価部門会議（書面審議，～24日（水））
５月22日 （月） 第２回施設安全・環境委員会

第２回学生委員会
第１回附属図書館運営委員会

５月23日 （火） 学長と平成29年度４月入学留学生との懇談会
第１回地域連携推進室会議

５月24日 （水） 第204回教育研究評議会
第227回教授会
第３回大学改革推進委員会
第２回研究倫理審査委員会

５月25日 （木） 第１回学術研究委員会
５月27日 （土） 大学院説明会（東京会場）
５月29日 （月） 第88回大学評価委員会
５月30日 （火） 第75回カリキュラム企画運営会議
５月31日 （水） 第４回大学改革推進委員会

第１回就職委員会
６月２日 （金） 大学院入学相談会（東京会場）

第１回ハラスメント等人権侵害対策委員会
６月３日 （土） 大学院入学相談会（東京会場）
６月５日 （月） 第１回情報戦略室ＩＲ部門会議

第１回総合学生支援室会議
６月６日 （火） 第１回学校支援プロジェクト連絡会
６月７日 （水） 第205回教育研究評議会

学生宿舎等火災避難訓練（世帯用学生宿舎，国際学生宿舎）
６月９日 （金） 第１回附属学校運営委員会
６月13日 （火） 第１回心理教育相談室運営委員会
６月14日 （水） 第３回入学試験委員会

就職試験受験者激励会（出陣式）
第３回衛生委員会

６月15日 （木） 第１回特別支援教育実践研究センター運営委員会（書面審議，～22日（木））
新潟県内国立大学法人等新採用職員研修（～16日（金））

６月16日 （金） 第44回情報・広報委員会（書面審議，～21日（水））
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（書面審議，～23日
（金））

６月17日 （土） 大学院入学相談会（名古屋会場）
６月18日 （日） 大学院入学相談会（東京会場）
６月19日 （月） 第２回国際交流推進センター運営委員会
６月20日 （火） 第３回教務委員会
６月21日 （水） 第113回役員会

第55回経営協議会
第37回学長選考会議
留学生が語る／留学生と語る会（市民向け）

月　日

 主 要 日 誌
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■大学
事　　　　　　　　　　項

６月21日 （水） 第１回学校支援プロジェクト連携協力校会議
第３回施設安全・環境委員会（書面審議，～26日（月））

６月22日 （木） 第２回情報戦略室ＩＲ部門会議
６月28日 （水） 第228回教授会

第206回教育研究評議会
第３回創立40周年記念行事準備委員会
台湾嘉義大学附属小学校児童等来学（～29日（木））
学生宿舎防災訓練（単身用学生宿舎）

６月29日 （木） 第２回学校教育実践研究センター運営委員会
６月30日 （金） 名誉教授称号授与式

大学院入学相談会（東京会場）

■附属幼稚園
事　　　　　　　　　　項

５月12日 （金） 第１回園開放デー
５月15日 （月） 内科検診
５月16日 （火） 第１回学校評議員会
５月17日 （水） ふぞくフォーラム（保護者学習会）
５月19日 （金） 眼科検診
５月22日 （月） 第１回避難訓練
５月26日 （金） 保育参観・教育相談日
５月31日 （水） 第１回研究保育
６月６日 （火） 身体計測

尿検査
６月８日 （木） 振替休業日
６月11日 （日） 運動会
６月12日 （月） 振替休業日
６月14日 （水） 第２回避難訓練
６月15日 （木） 歯科検診
６月19日 （月） やま組プラネタリウム遠足
６月22日 （木） 耳鼻科検診
６月27日 （火） やま組親子活動（妙高青少年自然の家）
６月30日 （金） うみ組宿泊活動（妙高青少年自然の家）

■附属小学校
事　　　　　　　　　　項

５月１日 （月） 心臓検診
５月８日 （月） 個別懇談（～10日（水））
５月11日 （木） 春の音楽集会
５月16日 （火） 教育実習生オリエンテーション
５月17日 （水） 安全の日

尿検査
５月20日 （土） ポプラオリンピック（運動会）前日準備
５月21日 （日） ポプラオリンピック（運動会）

教育実地研究Ⅲ（～26日（金））
５月23日 （火） 歯科検診
５月25日 （木） 耳鼻科検診
６月２日 （金） 第２回研究協力者会
６月８日 （木） 眼科検診
６月９日 （金） 安全の日
６月14日 （水） 初夏の音楽集会
６月23日 （金） 2017年研究会（～24日（土））
６月28日 （水） 台湾嘉義大学附属小学校交流受入（～29日（木））

月　日

月　日

月　日
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■附属中学校
事　　　　　　　　　　項

５月８日 （月） 中等教育実習（～26日（金））
５月17日 （水） ２年生演劇鑑賞教室
５月19日 （金） 歯科検診
５月20日 （土） 春の合唱コンクール

オープンスクール
５月30日 （火） １・２学年ＰＴＡ
５月31日 （水） 第１回学校評議員会
６月１日 （木） 眼科検診
６月６日 （火） 新潟県教育委員会初任者研修（授業参観研修）
６月19日 （月） 教育研究開発事業（附属中学校）第１回運営指導委員会
６月22日 （木） 耳鼻科検診

月　日
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