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経営協議会における学外委員からの主な意見等への対応状況

※平成29年度開催の経営協議会学外委員からの主な意見等への対応状況は次のとおりです。
経営協議会 学外委員からの主な意見等 対応状況

第55回 【附属学校学級定員】

（平成29年６月21日） 附属中学校の定員減について地域への説明を丁寧に行い，理解 附属中学校の定員減については，あらかじめ検討状況を地域の校

を求めることが必要である。 長会等に情報提供するとともに，決定後には地元教育委員会，関係

機関，附属小学校及び附属中学校の各ＰＴＡに丁寧な説明・情報提

供を行い理解を求めた。

経営協議会 学外委員からの主な意見等 対応状況

第55回 【大学改革】

（平成29年６月21日） 平成31年度大学改革については，本学大学院へ現職教員を多く 大学改革に関しては，新潟県教育委員会及び新潟市教育委員会と

～ 派遣している新潟県教育委員会及び新潟市教育委員会に十分な説 連携し情報交換を緊密に行いながら検討を進め，円滑な改革の実施

第58回 明を行い，円滑な移行に努められたい。 に努めている。

（平成30年３月23日） また，規模を拡大する大学院の学校実習について，実習の場と また，平成30年７月に「学校実習コンソーシアム上越」を設立し，

なる学校現場へ早めの情報提供を行っていく必要がある。 本学大学院の学校実習について，本学と上越地域４市の教育機関が

相互に連携し，本学の学校実習を組織的に管理することで，真に実

質化された実習として円滑な実施を図ることとしている。

平成31年度大学改革において修士課程に学校教育深化コースを 平成31年度大学改革において修士課程では，教職大学院の機能を

新設し，教科教育についてより充実した形で行うが，実践力を高 兼ね備えた先進的な教員養成系修士課程カリキュラムを設定し，教

める観点から強化・充実を図り，それを踏まえ，平成33年度以降 科等の深い理解と高度な専門性を担保する機能を設けることとした。

の在り方を議論できるような教育実践を積み重ねていただきたい。 この改革により教員養成・研修に関わる修士課程の質保証と条件，

水準を具体的に示す新修士課程モデルの実現を目指している。

教職大学院（専門職学位課程）において教育実践は重要である 教科教育について，教職大学院の制度の中で教科の内容を十分に

が，その前提として教科専門性をいかに充実させるかが課題とな 学ぶことができるよう，教育現場の意見も反映しながら，仕組みを

っている。専門職学位課程として培ってきた実践的なやり方も活 検討していく。

かせるような方策を検討してもらいたい。 これまでの教職大学院における「学校支援プロジェクト」の成果

を踏まえ，その質を維持しつつ，教職大学院の拡充を図ることとし

ている。

グローバル化への対応や教養教育を通じて様々な場で活躍でき グローバル化対応等の学校現場における新しいニーズにも対応で

る力を育むこと，他大学の学生との交流を積極的に進めることが きるような組織・カリキュラムとなるよう検討を進めることとして

必要であると思われるので検討願いたい。 いる。

卒業生に教職という選択肢を提供しようとする他大学との間で大

学間連携を推進することとしている。

教養教育は重要であり，単位数等の制約はあるが，今後検討して

いきたい。
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北陸，甲信越，北関東地域を中心とする広域拠点大学を目指し， 地理的なメリットを活かして，北陸新幹線沿線大学との連携や県

上越教育大学が教員養成の専門大学として，いかに魅力的かとい 内大学との連携を遠隔システムも活用しながら進め，北陸，甲信越，

うことをどう創出し発信していくのか検討すべきである。 北関東地域を中心とする広域拠点大学を目指し機能強化・充実を図

るとともに，本学の情報を積極的に発信していくこととしている。
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経営協議会学外委員からの主な意見等への対応状況

※平成28年度開催の経営協議会学外委員からの主な意見等への対応状況は次のとおりです。
経営協議会 学外委員からの主な意見等 対応状況

第51回 【大学改革】

（平成28年６月６日開催） 第３期中期目標期間中の大学改革に関して，修士課 大学改革に関しては，国立教員養成大学・学部，大学院，附属学校の改革に関

～ 程・専門職学位課程どちらの修了者に対しても，課題 する有識者会議の動向も参考に，ニーズ調査を行った上で，十分にその内容を検

第54回 探求力・課題研究の力を身に付けさせるような教育が 討する。

（平成29年３月23日開催） 必要であるといった意見のほか，16件のご意見をいた

だいた。

経営協議会 学外委員からの主な意見等 対応状況

第53回 【平成29年度学内予算編成方針】

（平成29年１月23日開催） 大学の特色・強みを育てていく上で，学長裁量経費 学長裁量経費については，大学の特色・強みが伸ばせるように使い方を改めて

は重要であるが，厳しい財政状況の中で学長裁量経費 検討していく。まず，業務の見直し，効率化を検討し，既定経費全体を見直して，

を増やすことは難しい。このような状況で，学長裁量 予算の適正化を図る。その上で，大学の特色・強みを活かすため，学長裁量経費

経費について，シーズを育て上げて特色・強みを伸ば の在り方を検討していく。

せるような使い方となるように学長裁量経費の在り方

を議論していただきたい。

【平成29年度大学院学校教育研究科入試状況】

大学院定員充足のための方策の一つとして教員免許 教育職員免許取得プログラムについて，受講可否の選考方法を変更し，平成29

取得プログラムを導入し，約15年が経過したが，その 年度入試から，面接のみ（小論文を廃止）で選考することとした。

後新たな策は検討されているのか。 また，教育職員免許取得プログラムの申請対象となるコースについて，平成29

また，学生募集のキャラバンについて，教職員が本 年度入試から，専門職学位課程（教職大学院）の教育臨床コースを追加した。

学の新たな魅力を持ってキャラバンに行ける，あるい 学生募集の大学訪問（通称：キャラバン）に関しては，(１)広報活動の早期化，

は新たな分野にキャラバンを送り込むなど，学生数が (２)これまでの大学院への入学実績を踏まえた訪問先の重点化，(３)教職員の人

減ってきている内容をきちんと分析して，戦略を立て 的ネットワークを活用した広報など，さらに有効な方策となるよう検討を重ねて

ていかなければならないのではないか。 いる。

経営協議会 学外委員からの主な意見等 対応状況

第54回 【平成29年度年度計画】

（平成29年３月23日開催） ＩＲ（Institutional Research）の活用について， ＩＲの活用として，平成29年度には，本学に関するニーズ調査を実施し，大学

中期計画ではＩＲ機能の強化が記載されているが，特 改革に反映させていく予定である。また今後，教育・研究の充実や見直しにも，

別に強化しているものはあるのか。 ＩＲを活用していく。

また，事務系非常勤職員の比率が高まる中で，ＳＤ 事務系職員の能力強化・質の向上については，研修等の充実により努めていく。

も含めて，能力強化・質の向上が課題となるが，基本 ＳＤ研修としては，国立大学協会が主催する実践セミナー等の専門的知識を修得

的な方向性を伺いたい。 する研修や各階層を対象とした研修を受講させるとともに，中堅・若手を中心と

する職員のニーズを踏まえたスタッフ・ディベロップメント研修を開催した。

【平成29年度学内予算】

人件費について，十分な事業経費の確保のため，計 これまで全体の人件費削減を考慮しつつ，大学教員については教員人事に関す
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画的な人件費の削減を行う必要があるとしているが， る方針・計画に基づき採用等を行ってきた。

全体的な考え方を伺いたい。 事務職員については，引き続き，定年退職者・転出者の補充は最小限にとどめ，

再雇用職員（短時間雇用）や非常勤職員（事務補佐員等）を活用し人件費の抑制

に努めている。

また，３月には「年俸制・任期制を活用した大学教員を採用するための基本方

針」を新たに定め，今後，教育課程の改正や大学改革に伴い，若手教員や特任教

員を活用する等，人件費の削減を図ることとしている。
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※平成27年度開催の経営協議会学外委員からの主な意見等への対応状況は次のとおりです。
経営協議会 学外委員からの主な意見等 対応状況

第47回 ［第３期中期目標期間中の大学改革］ 第３期中期目標の前文では，「21世紀を生き抜くための能力」を，基礎力・思

（平成27年６月22日開催） 21世紀型能力というものが国立教育政策研究所から 考力・実践力で構成される汎用的能力と整理し，また「＋α」を教員としての豊

提案されたということは，21世紀型能力を持つ人材に かな教養，使命感，人間愛等と整理している。

ついて，分野を問わずあるいは組織を問わず養成する これらについては，「第３期中期目標期間（平成28～33年度）の主な取組」と

こととなっていて，大学教育すべての前提となってい して，本学ホームページ上にも公表している。

ると思う。教員養成に限ったもので言えば，優れた教 今後具体的な内容について検討を進め，分かりやすい形で説明できるよう努め

育技術，教員としての使命感あるいは国民に対する教 ていく。

育的愛情などを特別に強調することによって，恐らく

教員養成における21世紀型能力が構成されるのではな

いかと感じる。本学では「21世紀型能力＋α」という

形で定義するとのことであり，十分なすり合せをした

上でのことであろうと思うが，社会に対してうまく説

明をしていただきたい。

経営協議会 学外委員からの主な意見等 対応状況

第48回 ［平成28年度概算要求］ 本学では，第３期中期目標期間における機能強化を図るための戦略を定めた。

（平成27年10月19日開催） 新たな課題への取組は，ある程度重点的な資源配分 この戦略を実行するための取組に対し，運営費交付金の機能強化促進経費での充

ということが必要であり，より積極的に目に見える形 当，さらに，学長裁量経費等による学内措置での予算編成を行うなど，重点的に

で対外的にアピールし，是非積極的に取り組んでいた 予算措置を行った。

だきたい。 今後は，この取組の成果を本学ホームページ等を用いて積極的にアピールして

いく。

経営協議会 学外委員からの主な意見等 対応状況

第49回 ［第３期中期目標原案及び中期計画案］ 社会に対し分かりやすくアピールするため，「第３期中期目標期間（平成28～

（平成28年1月26日開催） 中期目標・中期計画は，社会に対する説明責任を果 33年度）の主な取組」を作成し，中期目標・中期計画とあわせ，本学ホームペー

たす役割を持っているので，主として重点的に行う取 ジにて公表した。

組について分かりやすくコンパクトに要約したものを

作成し，中期目標・中期計画とあわせて公表したらよ

いのではないか。
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※平成26年度開催の経営協議会学外委員からの主な意見等への対応状況は次のとおりです。
経営協議会 学外委員からの主な意見等 対応状況

第43回 ［学生の主体的な学習］ 平成25年度シラバスから，「授業時間外の課題等」を独立した項目に変更し，当該科目の到

（平成26年６月23日開催） 能動的な学習なども含めた学生の学習 達目標とともに，授業の回数に応じた授業内容を明示し，授業時間外の課題（予習内容やレポ

意欲をどう高め，学生の学習時間を担保 ート課題）を明示している。

するために，どういう点をどのように改 また，講義支援システムを活用し，授業担当教員が課題を提示し，学生から提出されたレポ

善するのかに関しては学内で議論されて ートを確認の上，フィードバックしている。

いると思うが，共通認識をもって全構成 そのほか，「教職キャリアファイル」を活用し，学生が学びの振り返りや自己評価を行い，

員が協力して進めていただきたい。 それを指導教員が確認し，フィードバックするなど，主体的な学修を行えるようにしている。

さらに，本学では，教職に必要な有意義な経験を積むことができる重要な活動の１つとして，

正規の授業とは別に「学びのひろば」を実施している。「学びのひろば」は，大学による支援

の下，学生が主体となって企画・運営している事業であり，学部学生が地域の子どもたちと年

７回程度，楽しみながら学べる活動を行い，子どもたちとのふれあいを通して子ども理解を深

め，教員として必要な資質の基礎を習得することを目的としている。平成26年度においては学

部学生683人中358人が参加し，学生の自主的・能動的な学修の機会となっている。

［大学改革］ 本学では，これまでも国や文部科学省の方針，教育委員会や教育現場におけるニーズ等を踏

小学校においてもグローバルな教育を まえつつ，次のような取り組みを進めてきたところである。

展開しなければならないし，その教員を 平成16年度：国際交流推進室の設置

養成する大学についても，もう少し組織 平成17年度：「小学校英語教育部門」の設置

面も含めて，グローバルなものにしてい 平成25年度：学部自由科目「海外教育研究Ｄ」（２単位）【新設】

くという努力が必要である。 平成26年度：国際交流推進センターの設置（国際交流推進室を発展改組）

平成27年度：学部必修科目「小学校英語指導法」（２単位）【新設】

学部科目「海外教育研究Ａ」「海外教育研究Ｂ」「海外教育研究Ｃ」「海外教育研

究Ｄ」卒業要件の自由科目から選択科目に変更

上述の他，グローバル化への対応に関して学内で検討を進め，平成28年度には，大学院修士

課程にグローバル・ICT・学習研究コースの設置（学校臨床研究コースの改組）を計画している。

経営協議会 学外委員からの主な意見等 対応状況

第44回 ［大学改革］ 本学では，これまでも近隣の教育委員会との連携協働を中心に以下のような様々な取り組み

（平成26年10月21日開催） 教員の高度専門職業人化に向けて，教 を行ってきたところである。

育委員会と連携協働しながら，現職教員

の再教育機関としての機能が発揮できる ○H22～継続：新潟県，新潟市教育委員会と連携「理数系教員（コア・サイエンス・ティーチャ

ような取り組みを行う必要がある。 ー）養成拠点構築事業」

○H25～継続：新潟県，新潟市，富山県，長野県教育委員会と連携「教師の専門職化をフォロー

する研修体制の構築」

○H26～：上越市，妙高市，糸魚川市，柏崎市教育委員会と連携「学校教職員と大学院生・学生

が共に学ぶ自主セミナー型研修モデルの開発」

○H26～：新潟県教育委員会と連携「ICT活用指導力向上研修プログラムの開発」

○H26～：新潟県教育委員会と連携「『21世紀型能力』モデルを活用した学校管理職養成プログ
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ラム開発のための調査研究」

今後も，教育委員会等における要望を把握し，積極的に連携協働による取り組みを行い，本

学における研究等成果を還元するとともに，これら取り組みの中で得た内容を教育研究活動に

反映するなどしながら，機能強化に努めていきたい。

［大学院の定員充足］ 大学院の定員充足は，本学における重点課題の１つに掲げ，これまでも次のような様々な取

定員充足しない場合には，運営費交付 り組みを進めているところである。

金が削減され教育研究活動に支障等が出 ○教職員による積極的な広報活動（説明会の開催，教員養成課程のない大学への訪問説明等）

るので，学生確保に向けて努力していた ○広報媒体，内容の充実

だきたい。 ○本学学部からの進学者に対する経済的支援方策の充実 など

今後も，これら取り組みを継続して行いつつ，機能強化に向けた大学改革の検討と併せ，現

職教員等が修学しやすい条件の整備，現代的教育課題に対応した教育研究内容の充実など，積

極的に取り組みを進めていく。

経営協議会 学外委員からの主な意見等 対応状況

第45回 ［大学改革］ 本学では，さらに複雑化する現代的諸課題に早急に対応するため，平成28年度に次のような

（平成27年1月26日開催） 教職大学院と修士課程を相互補完的な 骨子による，教職大学院と修士課程の改革を予定している。

関係に捉え，両者の良い面を結び付ける 【教職大学院】

ような工夫が必要ではないかと思う。 地域や学校における指導的役割を果たし得る教員等として不可欠な，確かな指導理論と優

れた実践力・応用力を備えたスクールリーダーを養成するため，機能強化・拡充を図る。

【修士課程】

学校現場における実践的研究を重視し，教科及び教職に係る優れた実践的指導力を備えた

高度専門職業人としての教員を養成するため，学校教育専攻及び教科・領域教育専攻の目的

を再確認するとともに，実践的課題解決に資する教育・研究指導体制の構築を図る。

さらに，平成28年度の改革にとどまらず，新構想の教員養成大学の使命として，社会や教育

現場のニーズを踏まえ更なる機能強化を図っていく必要があると考え，改革構想の検討に着手

したところであり，ポイントの１つとして教職大学院と修士課程の協働を掲げ，検討を進める

こととしている。



- 6 -

※平成25年度開催の経営協議会学外委員からの主な意見等への対応状況は次のとおりです。
経営協議会 学外委員からの主な意見等 対応状況

第39回 <大学改革の方向性>

（平成25年６月24日開催） ミッションの再定義について，教職大学院を含めて上越教育大学 ミッションの再定義では，本学の教職大学院（専門職学位課

の特色は何なのかということを主張していかないと難しいのではな 程）・修士課程について，それぞれの課程の特色ある取組と相

いか。 互の位置付けの差別化を明確にするとともに，本学の理念，歴

また，上越教育大学は大学院を中心とした特徴を積極的にアピー 史，地域の特性や卒業・修了生の教員採用や現職教員研修の受

ルしていただきたい。 入実績等を踏まえたものとした。

<大学改革の方向性>

既存の修士課程と教職大学院を持つ大学院大学として進んできた 第２期中期目標・中期計画期間において「教育職員免許取得

中で，教育職員免許取得プログラムが大学院の性格を少し変えてき プログラムについては，制度発足から10年を超える平成27年度

たものを，どうするかということに方向性を出していただきたい。 をめどに，募集定員や入試方法をも含め，プログラム全体の総

括的な検証を行い，必要に応じて改善する。」と挙げており，

同プログラムの検証を行うとともに，質保証に重点を置きなが

ら改善方策等の検討を進めている。

経営協議会 学外委員からの主な意見等 対応状況

第40回 <ミッションの再定義>

（平成25年10月22日開催） ミッションの再定義が求められている状況のひとつとして，教員 社会の急速なグローバル化の進展に速やかに対応し，戦略的

養成は，もっと国際的な新しい方向性というものを見出していく必 な国際交流を推進するため，平成26年度に「国際交流推進セン

要がある。 ター」を設置することとした。

国際化やＣＯＣ化などを前提として，教育委員会と大学とが新た 同センターが中心となり，本学の国際戦略を定め，海外にお

な連携・協働関係を作り，学校教育を担当する教員がグローバル化 ける教育研究の展開や学術交流及び双方向の学生交流などを推

社会に対応できるようにするためには，それを育てる大学院自体が 進するとともに，学校及び地域社会等との連携により，グロー

国際化していなくてはならない。おそらく教員養成大学・学部はも バルな視野を持った人材養成等の取組みを行っていく。

っとも国際化が進んでいないところであり，国際化を積極的に進め

ていただきたい。

<ミッションの再定義>

これからの社会の進展等を踏まえ，すべての人に求められるサイ 学部において「豊かな科学的素養をそなえた教員の養成」を

エンスリテラシーをどういう形で学生に培っていくのかということ 目的に必修科目として『生活の中の科学』を開設している。本

について，理科教員の養成とあわせ，検討いただきたい。 科目は自然の事象等に目をとめ，その変化に気づいたり，規則

性に気づける優れた感性と観察力とともに問題を科学的に理解

・解決しようとする知性と意志力の習得を目標としている。

また，大学院においては，自ら教育実践を行うとともに，研

修会や教材開発で中心的な役割を果たす理科の指導力に優れた

小・中学校教員の養成を目的に新潟県・新潟市の両教育委員会
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と共同し，地域の理科教育の質を向上させる教員を養成する「理

数系教員（コア・サイエンス・ティーチャー）養成拠点構築事

業」を実施している。

<平成２６年度大学院入試（前期募集）実施状況>

地域的に考えると，長野県とか富山県にもう少し力を入れるとよ 北陸新幹線開業に伴い，近県との移動時間が短縮されること

かったのかなと思う。 から，長野県・富山県の両教育委員会に今まで以上の連携強化

を図るべく働きかけていきたい。

経営協議会 学外委員からの主な意見等 対応状況

第41回 <平成２６年度大学院入試実施状況>

（平成26年１月28日開催） 他県では教員採用合格者について，教職大学院で２年間程度学び， 大学院在学者・進学者に対する特例としての採用候補者名簿

修了後に学校現場に出るという制度がある。優秀な方に現場に入っ の登載期間の延長・採用の延期について，関係教育委員会に働

ていただきたいので，新潟県教育委員会等に校長会等を通して，シ きがけを行っていく。

ステムを検討してもらえないか要望することも考えている。ついて また，本学の教育の質的充実を図ることを目的に新潟県内の

は，教職大学院で学べば現場の教員としての資質能力が高まるとい 公立学校長にアンケートを行った。このアンケート結果を参考

う実績を作ることが大事かと思う。 にしつつ，教員としての資質能力向上を図るための取組を行っ

ていく。

<ミッションの再定義及び国立大学改革プランの公表>

「ミッションの再定義」で，学士課程，修士課程及び専門職学位 学校現場における実践的指導力として「特別な支援を必要と

課程を含め共通に言われているのは「実践的指導力」である。「実 している子どもたちに対する指導や支援を行う力」がきわめて

践的指導力」をもつ高度な専門職業人養成ということが言われてい 重要であることから，学部生には，学校における教育活動への

る。従来の「実践的指導力」を念頭に置いた教員養成だけでは不十 ボランティアを通じて，インクルーシブ教育に関する能力及び

分であり，さらに強化することが問われている。従前とは異なるや コミュニケーション能力を向上させることを目的とした授業科

り方で学生の能力を引き出し育てる方法論を考えないといけない。 目「学校ボランティア」を開講している。

従来と同じ方法では，なかなか評価されないと感じるので，難しい 学部生・大学院生に対して，教職への意欲・経験知の向上を

問題とは思うが是非検討いただきたい。 図ることを目的とした「教育ボランティア」を行っている。

また，「学校ボランティア支援室」を設置し，学校ボランテ

ィアを履修する者への支援及び教育ボランティアに関する相談

とコーディネートを行っている。

さらに，教職大学院（専門職学位課程）では，実習校の教育

課題の解決に向けた計画を改善しようとする活動「学校支援プ

ロジェクト」を行っている。

今後，これらの授業科目等を充実しながら「実践的指導力」

の強化を図っていく。
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※平成24年度開催の経営協議会学外委員からの主な意見等への対応状況は次のとおりです。
経営協議会 学外委員からの主な意見等 対応状況

第35回 <平成２３事業年度の業務実績に関する評価（経営に関する部分））>

（平成24年６月20日開催） 防災教育は学生への教授に限らず，教員に対する研修等の取り組 防災マニュアルを作成し講義室に備え付けると共に，教員に

みも必要だと思う。 対して周知を図っている。また，大震災を教訓として，教員の

授業中等における大地震発生時の対応等について，更に意識を

高めるべく防災訓練を行っており，今後も継続した取り組みを

行っていく。

<平成２５年度概算要求>

新構想教育大学として教員養成の模範となる役割があり，本学の 既に新潟県教育委員会及び新潟市教育委員会との連携推進協

人的・物的資源を用いて創造的・先導的な事業を行う必要がある。 議会を設置し，大学院教育を中心として連携・協働に関する話

中央教育審議会おいて審議がなされている教員養成における修士 し合いの場を設けている。今後も教員の資質・能力及び新潟県

化が進むとするならば，修士化における学びだけではなく，教育委 の教育力向上を図るべく，連携・協働体制の強化に努めると共

員会が行う研修等に修士化の要素を取り入れる必要があり，大学と に，新構想教育大学として努力していきたい。

教育委員会が協働して修士化にふさわしい研修の内容を構想してい

かなければならない。

経営協議会 学外委員からの主な意見等 対応状況

第36回 <その他意見交換>

（平成24年10月17日開催） 復興関連事業について，概算要求の結果にかかわらず支援を継続 これまでも中越地震等での県内における支援，東日本大震災

していただきたい。被災地における学校現場の情報提供がなされて での支援を実施してきたところである。今後も，微力ではある

いるが，未だに大変な状況におかれているので，長期的な支援が必 が，学校ボランティア支援室が中心となり，教育大学として可

要であると考える。 能な支援を継続的に行いたい。

経営協議会 学外委員からの主な意見等 対応状況

第37回 <平成２４年度本学専門職学位課程評価基準による自己点検・評価

（平成25年１月29日開催） 結果（経営に関する部分）>

他大学の教職大学院とは違う本学の特色をＰＲできるよう自己点 本学の教職大学院では学生が長期にわたり近隣の公立学校

検・評価に努めていただきたい。 （連携協力校）に出向く「学校支援プロジェクト」を特色とし

ており，学校現場においても好評である。来年度実施の教育・

研究に係る自己点検・評価書に記載する予定である。

<その他意見交換>

文部科学省は今まで１県１大学あるいは１教員養成学部にとらわ 本学は新構想の教育大学であり，新構想の３教育大学の中で

れずにきた中で，今回のミッションの再定義では，どの程度県に採 も広域から学生を受け入れ，また教員として送り出しており，

用され管理職に登用されているかという，県への貢献に限定して話 東日本をほぼカバーしているという特色がある。その強みを文
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が進んでいることに疑問を感じる。県への貢献も大事ではあるが国 部科学省に強調していく。

への貢献として，国立大学という立場で教員養成を行う観点が基本

的に大事だと思っている。教員養成学部は教員養成のみでなく，社

会教育の分野，広い人材育成を含めた様々な教育課題に対して果た

している役割がミッションの再定義から抜けていると感じる。この

点を含めて是非検討していただきたい。
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※平成23年度開催の経営協議会学外委員からの主な意見等への対応状況は次のとおりです。
経営協議会 学外委員からの主な意見等 対応状況

第31回 <公立小学校３５人学級の実現に伴う附属学校学級定員の見直し>

（平成23年６月15日開催） 新潟県は１０年前から少人数学級を行っているが，小学１・２年 附属小学校において，平成24年度から１年生１学級の児童数

生のみとなっている。ところが，全国学力調査でトップクラスの県 を40人から35人に引き下げ，その後，学年進行で平成29年度に

では，小学３年生や中学生まで少人数学級へと条件整備をしている。 は６年生が35人となることを機関決定した。

パイロットスクールである附属学校の存在として，附属小学校から また，附属小学校の見直しに伴い，附属幼稚園については平

少人数学級をスタートし，是非，附属中学校へ進めて頂き，これに 成24年度から４歳児１学級の幼児数を35人から30人に引き下

より，新潟県教育委員会が公立学校の条件整備を再考することを期 げ，平成25年度に５歳児を30人とすることも機関決定した。

待したい。 なお，附属中学校については，国の動向を踏まえ，今後，検

討することとした。

経営協議会 学外委員からの主な意見等 対応状況

第33回 <平成２３年度学内補正予算>

（平成24年１月12日開催） 上越市におけるＩＣＴの取り組みはとても先進的である。電子情 本学では，平成17年度入学生からノートPCの所持を義務化す

報ボードも相当数導入されている。学生がそういった学校現場での ると共に，学内での授業及び自主学習での活用が可能なように

教育実習に対応出来るように，各種情報機器の授業における活用方 ネットワーク環境等の整備・充実を継続的に行っている。

法を大学で学ぶことは重要なことである。 また，電子情報ボードに関しても，市内の小中学校への導入

と同時期に，本学でも主要な講義室への設置を行っており，こ

れら設備・機器を活用した授業を必修科目として設置し，教員

養成大学の学生にとって必要な基礎的情報リテラシーを身に付

けさせるため，ＩＣＴを用いた校務支援の仕組み及びその具体

事例等を示しながら学習を展開している。

<平成２４年度採用公立学校教員採用試験受験結果等>

本学の設置目的は現職教員の研修機関であることから，現職教員， 現代社会の複雑な諸課題に立ち向かうための総合的な問題解

現職教員以外の大学院学生，学部学生が一体となり教育を受けてい 決能力，及び教育場面における応用力を養うことを目的とした

る特色を活かしてほしい。 学校教育学部の授業科目「実践セミナー」と大学院修士課程の

授業科目「実践場面分析演習」を合同で開講している。

学部学生にとっては，現職教員との交流の中で，より実践的

な視点から学ぶ機会を得，また現職教員にとっては，指導的立

場として，様々な視点から考察する機会を得るなど，互恵的な

授業を実践している。

経営協議会 学外委員からの主な意見等 対応状況

第34回 <平成２４年度年度計画（経営に関する部分）>

（平成24年３月23日開催） 学生及び教職員の心身の健康管理に関する計画について，特に 学生についてはUPI(University personality inventory）の
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「心」の健康管理は現代社会の課題となっているので，状況の把握 調査を実施，また教職員に関しても「心の健康診断」を実施し，

は勿論のこと，適切な対応に努めていただきたい。 必要と思われる学生・教職員について面接を実施している。

また，保健管理センターにアドバイザー，カウンセラー，内

科医，精神科医を配置し，精神保健相談等対応を行っている。

引き続き早期の状況把握に努め，適切な相談対応等を行うべ

く，必要に応じ体制の充実や整備に努めることとしたい。
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※平成22年度開催の経営協議会学外委員からの主な意見等への対応状況は次のとおりです。
経営協議会 学外委員からの主な意見等 対応状況

第27回 <平成23年度概算要求>

（平成22年６月２日開催） 第２期中期目標期間における特別経費（プロジェクト分）で選択 研究経費の確保については，概算要求のほか文部科学省の大

した４つの項目のうち，平成23年度概算要求では「大学の特性を生 学改革推進等補助金（ＧＰ）等や科学研究費補助金，その他外

かした多様な学術研究機能の充実」の項目に関する要求事項は挙が 部機関が公募する競争的資金の獲得に積極的に取り組んでい

っていないが，研究部分の充実は非常に重要であり，教育大学の教 る。

育領域で特性を生かして，卓越した論文を出すのは，上越教育大学

に課せられている今後の最大の課題であると思う。これまでも，地

域に大変貢献し，教育現場に密着した具体的な事業を行ってはいる

が，その中で卓越した研究成果を出すことが次に望まれることであ

るので，是非取り組んでいただきたい。

<その他意見交換>

社団法人上越国際交流協会を通じ，民間の団体とともに地域への 市民が主体となって産業・文化・スポーツ・教育・学術等幅

貢献を行うことはいいことであるので，今後も引き続き連携をお願 広い分野で，国際交流等を積極的に推進する社団法人上越国際

いしたい。 交流協会と国際的視野で教育研究活動等を推進する本学との一

層の連携・協力を推進するために新たに設置した「国立大学法

人上越教育大学と社団法人上越国際交流協会との連携連絡会」

により，これまでの連携・事業の充実に加え，新たな連携・事

業の構築を進めていく。

経営協議会 学外委員からの主な意見等 対応状況

第28回 <車両入構登録証発行手数料の導入>

（平成22年10月20日開催） 有効期間と手数料額について，他大学の状況等を把握し，適正な 有効期間，手数料額については，他大学の状況調査結果及び

金額の設定に努めていただきたい。 支出用途にかかる経費見込みとの収支バランスなどを考慮し，

現時点における適正な期間及び金額の設定を行った。

<平成21事業年度財務諸表の承認>

厳しい財源の中で，教育研究活動を行っていることを教職員及び 財務諸表の内容を解説するために，本学の活動を財務の視点

国民に広く理解いただけるように，分かり易い資料（財務レポート から取りまとめた『財務レポート』を作成し，本学ホームペー

等）を作成し，活用していく必要があると思う。 ジ上で公表した。

また，財務レポートの要点を国民に広く理解いただけるよう

に「教育」「研究」等の活動区分に整理・編集した『財務要覧』

も作成し，本学ホームページ上で併せて公表した。


