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学 事

○大学院入学者選抜試験（中期募集）

平成 22 年度大学院学校教育研究科入学者選抜試験（中期募集）を次のとおり実施し

た。

修士課程は，募集人員 99 人（学校教育専攻 31 人，教科・領域教育専攻 68 人）に

対し，応募者 110 人，合格者 91 人であった。

専門職学位課程（教職大学院）は，募集人員 21 人（教育実践高度化専攻 21 人）に

対し，応募者 33 人，合格者 31 人であった。

入 学 願 書 受 付 平成 21 年 10 月 19 日（月）～ 10 月 29 日（木）

試 験 日 平成 21 年 11 月 28 日（土）

合 格 者 発 表 平成 21 年 12 月 11 日（金）

○大学入試センター試験

平成 22 年度大学入試センター試験を１月 16 日（土）・17 日（日）に実施した。

本学を試験場とする志願者は，813 人であった。

○学部推薦入試

平成 22 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 153 人，合格者 50 人であった。

入 学 願 書 受 付 平成 21 年 12 月 10 日（木）～平成 21 年 12 月 16 日（水）

試 験 日 平成 22 年２月２日（火）

合 格 者 発 表 平成 22 年２月 10 日（水）

○学部一般入試（前期日程）

平成 22 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 238 人，合格者 86 人であった。

入 学 願 書 受 付 平成 22 年１月 25 日（月）～平成 22 年２月３日（水）

試 験 日 平成 22 年２月 25 日（木）

合 格 者 発 表 平成 22 年３月９日（火）
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○人事異動

発令年月日 発令事項等

大学教員

H22.1.1 採　　用 講師（芸術・体育教育学系） 玉　村　　　恭

事務系職員

H21.11.1 昇　　任 総務部附属学校事務室附属学校チーム主任 岡　村　聡　美 総務部附属学校事務室附属学校チーム

昇　　任 学務部教育支援課教務支援チーム主任 髙　松　宏　幸 学務部教育支援課教務支援チーム

昇　　任 学務部学生支援課学生支援チーム主任 志　賀　和　孝 学務部学生支援課学生支援チーム

H21.12.31 退　　職 文部科学省 今　村　大　悟 総務部総務課人事・労務チーム

退　　職 稲　葉　幸　夫 学務部研究連携室研究連携チーム

事務補佐員

H21.11.30 退　　職 竹　田　律　子 学務部学術情報課学術情報チーム

H21.12.1 採　　用 学務部学術情報課学術情報チーム 中　澤　徳　恵

技術補佐員

H21.11.4 採　　用 学務部学生支援課学生支援チーム看護師 本　間　　　梓

H21.12.28 退　　職 （期間満了） 本　間　　　梓 学務部学生支援課学生支援チーム看護師

異　動　事　項 氏　　　　名 現　・　旧　職

人　事
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一般通報事項

○役員会

■第55回役員会

期 日 平成22年１月13日（水）

議 題

１ 第二期中期目標・中期計画

２ 目的積立金の執行計画

３ 平成21年度学内補正予算

４ 平成22年度学内予算編成方針

５ 学内規則の制定等

６ 国立大学法人上越教育大学基本規則の制定

７ 上越教育大学学則の一部改正

８ 役員会規則の一部改正

９ 役員報酬の扱い

○経営協議会

○第25回経営協議会

期 日 平成22年１月12日（火）

議 題

１ 第二期中期目標・中期計画（経営に関する部分）

２ 目的積立金の執行計画

３ 平成21年度学内補正予算

４ 平成22年度学内予算編成方針

５ 学内規則の制定等

６ 国立大学法人上越教育大学基本規則の制定

７ 上越教育大学学則の一部改正

８ 役員報酬の扱い
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○教育研究評議会

■第86回教育研究評議会

期 日 平成21年11月11日（水）

議 題

１ 国立大学法人上越教育大学基本規則の制定

２ 上越教育大学学則の一部改正

３ 平成20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

４ 教員人事

５ 経営協議会委員の選考

６ 平成22年度学部入学生に係る卒業要件単位の変更

７ 大学入試センター試験の出題科目の選択範囲等の変更

■第87回教育研究評議会

期 日 平成21年12月９日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 夏期及び冬期休業日の変更

３ 教授会規則の一部改正

４ カリキュラム企画運営会議規程の一部改正

５ 機関長推薦のある受験者に対する大学院入試方法

■第88回教育研究評議会

期 日 平成21年12月16日（水）

議 題

１ 教員人事

■第89回教育研究評議会

期 日 平成22年１月13日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 第二期中期目標・中期計画（経営に関する部分を除く。）

３ 学内規則の制定等
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■第90回教育研究評議会

期 日 平成22年１月27日（水）

議 題

１ 教員人事

■第91回教育研究評議会

期 日 平成22年２月10日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 部局長等の選考

３ 経営協議会委員の選考

４ 総合学生支援室の設置

５ 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連携推進協議会の設置

○教授会

■第98回教授会

期 日 平成21年11月18日（水）

議 題

１ 長期履修学生の履修期間の変更

２ 上越教育大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規程の制定

３ 平成22年度学部入試及び大学院入試に係る特例措置

４ 教授会の専門委員会における議決を教授会の議決と見なす審議事項

５ 教員人事

■第99回教授会

期 日 平成21年12月９日（水）

議 題

１ 平成22年度大学院入試（中期募集）合格者の判定

２ 平成22年度教育職員免許取得プログラム受講者の判定

３ 平成21年度修士課程修了予定者に係る学位論文等審査委員会及び学位論文等試験委員会の設置

等

４ 平成21年度専門職学位課程修了予定者に係る学修成果審査委員会の設置等

５ 教授会規則の一部改正

６ 教員人事
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■第100回教授会

期 日 平成21年12月16日（水）

議 題

１ 教員人事

■第101回教授会

期 日 平成22年１月27日（水）

議 題

１ 学籍異動

２ 教員人事

■第102回教授会

期 日 平成22年２月９日（火）

議 題

１ 平成22年度推薦入試合格者の判定

２ 学生の表彰

３ 教員人事

■第103回教授会

期 日 平成22年２月24日（水）

議 題

１ 学籍異動

２ 平成21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
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○男女共同参画推進講演会

教職員及び学生を対象に，本学の男女共同参画推進（各種ハラスメント関係を含む。）に向けた取組とし

て，平成21年11月４日（水）講堂において，次の講演会を実施した。

講 師 国立女性教育会館事務局長 久保真季先生

講演内容 「大学における男女共同参画の推進について」

○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21

年11月24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。

阿部 亮太郎准教授（臨床・健康教育学系）

安田 大信 企画室企画・評価チーム主査

畔上 雅子 総務課人事・労務チーム主任

○職員レクリェーション行事（ボウリング大会）

職員の健康保持増進等を積極的に推進することを目的として，平成21年11月25日（水）上越レジャーラ

ンボウルにおいて，ボウリング大会（参加者100名）を実施した。

成績は次のとおりである。

<団体戦> <個人戦>

優 勝 チームＦｅ（財務課） 優 勝 草間 忠明（教育支援課）

準優勝 桃太郎と３太郎（理事・総務課） 準優勝 中村 真吾（総務課）

３ 位 企画室やや甘め（企画室） ３ 位 安田 大信（企画室）

○平成21年度新潟県内国立大学法人等中堅職員研修

新潟県内の国立大学法人等に在職する事務系中堅職員に対し，その職務の遂行に必要な基礎的知識及び

社会的識見を付与することを目的として，平成21年12月15日（火）～12月17日（木）の間，大会議室にお

いて，平成21年度新潟県内国立大学法人等中堅職員研修（受講者18人）を実施した。
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○都道府県教育委員会との情報交換会

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，平成21年12月６日（日）本

学大会議室において，新潟県，新潟市，青森県，福島県，群馬県，埼玉県，千葉県，石川県，長野県，福

岡県の各教育委員会との情報交換会を開催し，主に， 本学大学院における研究・教育の在り方について情

報交換を行った。

○学生選書ツアー

附属図書館では，今年度初めて「学生生活に役立つ本」選書ツアーを実施した。

学生から参加者を募り、市内書店で１人１万円の予算で購入図書を選んで購入し、附属図書館の蔵書と

して利用に供している。各回の実施状況は次のとおりである。

１回目 平成21年12月16日 参加者８名 購入冊数90冊

２回目 平成22年１月20日 参加者７名 購入冊数67冊

３回目 平成22年２月９日 参加者８名 購入冊数64冊

○赤倉地区防災訓練(第２回)の実施

上越地方に強い地震が発生し，それに伴い厨房から出火した場合を想定し，平成22年２月22日（月）

に本年度2回目の赤倉地区防災訓練を実施した。

今回の訓練では，積雪が多い冬季に通報伝達，避難誘導，及び初期消火等の訓練を実施することで，避

難誘導方法の留意点を確認した。
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○救急（応急手当）講習会の実施

平常時はもとより，大規模災害発生時に想定されるけが人に対し，救急車輌等が到着するまでの間，そ

の場に居合わせた者が即応できるための応急手当の知識，技能を取得することを目的として，所轄消防署

による指導の下，平成22年２月22日（月）大会議室において，救命講習，心肺蘇生，止血処置及びAEDを用

いた応急手当に関する講習会（参加者19名）を実施した。
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職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

1 教授 釜田　　聡 韓国

「日韓中の協働による相互理解
のための国際理解教育ｶﾘｷｭﾗﾑ・
教材の開発」三ヵ国会議出席及
び同打合せ

平成21年11月11日～
平成21年11月13日

外国出張

2 教授 梅野　正信 韓国
韓国国際理解教育学会での報
告・資料収集

平成21年11月13日～
平成21年11月15日

外国出張

3 准教授 大前　敦巳 フランス
科研課題に関わるﾌﾗﾝｽ現地継続
調査

平成21年11月15日～
平成21年11月26日

外国出張

4 准教授 五百川　裕 フランス
ｱｼﾞｱ地域のﾏﾒ科植物多様性に関
する研究における標本調査

平成21年11月24日～
平成21年11月29日

外国出張

5 教授 土谷　良巳 イギリス
科学研究費補助金による研究に
係る資料収集及び協議

平成21年12月12日～
平成21年12月18日

外国出張

6 教授 北條　礼子 台湾
小学校英語教育の授業参観なら
びに情報収集

平成21年12月21日～
平成21年12月24日

外国出張

7 教諭 橋本　忍 韓国
平成20-21年度上越教育大学研
究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの推進のための現地
調査

平成21年12月26日～
平成21年12月29日

外国出張

8 教諭 伊藤　貴史 韓国
平成20-21年度上越教育大学研
究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの推進のための現地
調査

平成21年12月26日～
平成21年12月29日

外国出張

9 教諭 柳澤　一輝 韓国
平成20-21年度上越教育大学研
究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの推進のための現地
調査

平成21年12月26日～
平成21年12月29日

外国出張

10 教授 釜田　　聡 韓国
科研の研究推進のための現地調
査と打合せ

平成21年12月26日～
平成21年12月29日

外国出張

11 教授 川村　知行 中国
上海博物館・浙江省博物館にお
ける異文化理解の資料収集

平成21年12月28日～
平成22年１月６日

海外研修

12 教授 梅野　正信 韓国
人権教育に関する資料収集及び
情報収集

平成22年１月９日～
平成22年１月11日

外国出張

13 准教授 宮川　健 スペイン
第3回教授の人間学理論国際会
議における研究発表のため

平成22年１月21日～
平成22年１月31日

外国出張

14 准教授 志村　喬 イギリス
ｲｷﾞﾘｽ地理教師教育者ﾏﾃﾞｨﾝｸﾞﾎｰ
ﾙ大会における研究発表

平成22年１月27日～
平成22年２月１日

外国出張

15 准教授 久保田　善彦 アメリカ
科研に関する現地調査（ｲﾝﾀ
ﾋﾞｭｰ)

平成22年１月29日～
平成22年２月６日

外国出張

16 教授 北條　礼子 オーストラリア 交流事業に伴う現地訪問
平成22年２月25日～
平成22年３月１日

外国出張

17 校長 林　　泰成 オーストラリア 交流事業に伴う現地訪問
平成22年２月25日～
平成22年３月１日

外国出張

18 副校長 柳　　恒雄 オーストラリア 交流事業に伴う現地訪問
平成22年２月25日～
平成22年３月１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

19 教諭 北原　さやか オーストラリア 交流事業に伴う現地訪問
平成22年２月25日～
平成22年３月１日

外国出張

20
特任
准教授

清水　雅之 オーストラリア 交流事業に伴う現地訪問
平成22年２月25日～
平成22年３月１日

外国出張

21 准教授 原　　瑞穂 オーストラリア
海外ﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｽﾀﾃﾞｨの視察及び学
生指導のため

平成22年２月26日～
平成22年３月９日

外国出張

22 特任講師
ﾌﾞﾗｳﾝ･ｱｲｳﾞｧﾝ･
ﾊﾞｰﾅｰﾄﾞ

イギリス
イタリア

①ﾛﾝﾄﾞﾝ大学SOAS,Itesh
Sachdev教授と共同研究につい
て打合せ
②英国図書館の社会言語学に関
する図書を利用
③ｲﾀﾘｱ ﾐﾗﾉにある「Gruppo
Oxford」語学学校の英語指導授
業を観察

平成22年２月26日～
平成22年３月31日

海外研修
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主要日誌

■大学
月　日 事　　　　　　　　　　項

11月４日（水） 男女共同参画推進講演会
11月11日（水） 第86回教育研究評議会

第６回国際交流推進室会議
11月13日（金） 第８回入学試験委員会

第13回ＧＰ支援室会議
第９回教務委員会

11月16日（月） 第３回男女共同参画推進委員会
永年勤続者表彰状授与式

11月18日（水） 第98回教授会
第５回教育実習委員会

11月19日（木） 第4回情報メディア教育支援センター運営委員会
11月24日（火） 永年勤続者表彰状授与式
11月25日（水） 職員レクリエーション行事（ボウリング大会）
11月28日（土） 平成22年度大学院入学者選抜試験（中期募集）
11月30日（月） 第２回施設安全・環境委員会
12月１日（火） 第２回カリキュラム企画運営会議
12月２日（水） 第６回衛生委員会
12月６日（日） 都道府県教育委員会との情報交換会
12月７日（月） 第２回教育実習連絡会12月７日（月） 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10回教務委員会

12月８日（火） 第９回入学試験委員会
第９回留学生が語る／留学生と語る会

12月９日（水） 第99回教授会
第87回教育研究評議会
留学生教育研究会
第２回教育実習協力校（園）会議

12月10日（木） 理事と国費留学生及び短期留学生との懇談会
第６回学生委員会

12月11日（金） 平成22年度大学院入学者選抜試験（中期募集）合格者発表
12月15日（火） 平成21年度新潟県内国立大学法人等中堅職員研修（～12/17（木））
12月16日（水） 第100回教授会

第88回教育研究評議会
第３回就職委員会
平成21年度留学フェア
第１回学生選書ツアー

12月18日（金） 第10回入学試験委員会
12月24日（木） 第７回国際交流推進室会議
１月６日（水） 第７回衛生委員会
１月12日（火） 第25回経営協議会
１月13日（水） 第89回教育研究評議会

第55回役員会
１月16日（土） 平成22年度大学入試センター試験（～1/17日（日））
１月20日（水） 第15回評価支援室会議

第11回入学試験委員会
第２回学生選書ツアー
第６回教育実習委員会
第11回教務委員会

１月25日（月） 第４回男女共同参画推進委員会
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月　日 事　　　　　　　　　　項
１月27日（水） 第15回連合大学院委員会

第101回教授会
第90回教育研究評議会
第33回大学改革委員会
第15回連合大学院委員会

１月28日（木） 第８回国際交流推進室会議
１月29日（金） 第14回ＧＰ支援室会議
２月２日（火） 平成22年度学部推薦入試
２月３日（水） 第８回衛生委員会

第７回学生委員会
２月５日（金） 第３回教育職員免許取得プログラム支援室会議
２月９日（火） 第102回教授会

第12回入学試験委員会
第３回学生選書ツアー

２月10日（水） 第91回教育研究評議会
平成22年度学部推薦入試合格者発表

２月17日（水） 第12回教務委員会
２月22日（月） 第13回入学試験委員会

第１回総合学生支援室会議
留学生スキーのつどい（～2/23日(火)）
赤倉地区防災訓練（第２回）
救急（応急手当）講習会
第１回フレンドシップ事業実行委員会

２月23日（火） 第２回フレンドシップ事業企画運営協議会
２月24日（水） 第103回教授会２月24日（水） 第103回教授会

第５回男女共同参画推進委員会
２月25日（木） 平成22年度学部一般入試（前期日程）
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■附属幼稚園
月　日 事　　　　　　　　　　項

11月２日（月） 平成22年度入園児選考検査結果発表
11月30日（月） 避難訓練
12月18日（金） 祖父母保育参観・もちつき大会
12月22日（火） 第２学期終業式
１月８日（金） 第３学期始業式
１月21日（木） 避難訓練１月21日（木） 避難訓練
１月24日（日） 園開放デー
２月３日（水） 豆まき会

第２回学校評議員会
２月10日（水） お楽しみ発表会

保育について語る会
２月23日（火） 避難訓練

■附属小学校■附属小学校
月　日 事　　　　　　　　　　項

11月15日（日） 学校説明会  休日授業参観日  秋の音楽集会
12月１日（火） 自由参観日
12月12日（土） 平成22年度新１年生入学選考
12月17日（木） 平成22年度新１年生入学選考合格発表
12月24日（木） 第２学期終業式
１月８日（金） 第３学期始業式
１月26日（火） 第３回避難訓練１月26日（火） 第３回避難訓練
２月１日（月） １年生スキー教室
２月２日（火） ２年生スケート教室
２月３日（水） ２年生スケート教室
２月４日（木） ５・６年生スキー宿泊教室
２月５日（金） ５・６年生スキー宿泊教室
２月９日（火） １年生スケート教室
２月10日（水） ２年生スケート教室
２月12日（金） ３ ４年生スキ 教室２月12日（金） ３・４年生スキー教室
２月17日（水） 個別懇談
２月18日（木） 冬の音楽集会　個別懇談
２月19日（金） 個別懇談
２月22日（月） １・２年生スキー教室
２月24日（水） ６年生を送る会
２月26日（金） 平成22年度新１年生入学説明会

附属中学校■附属中学校
月　日 事　　　　　　　　　　項

11月３日（火） 桜城文化祭／秋の合唱コンクール
12月４日（金） ３年生ミュージカル発表会
12月19日（土） 平成22年度新入生徒選考検査
12月22日（火） 第２学期終業式

平成22年度新入生徒選考検査合格者発表
１月９日（土） 新入生及び保護者入学説明会
１月21日（木） １・２学年スキー合宿（～1/22日（金））
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