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学 事

○大学院入試（中期募集）

平成23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 81人（学校教育専攻 32人，教科・領域教育専攻 49人）に対し，

応募者 144人，合格者 115人であった。

専門職学位課程（教職大学院）は，募集人員 25人（教育実践高度化専攻 25人）に対し，

応募者 28人，合格者 26人であった。

出 願 期 間 平成22年10月19日（火）～10月28日（木）

試 験 日 平成22年11月27日（土）

合 格 発 表 平成22年12月13日（月）

○大学入試センター試験

平成23年度大学入試センター試験を１月15日（土）・16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23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133人，合格者50人であった。

出 願 期 間 平成22年12月９日（木）～平成22年12月15日（水）

試 験 日 平成23年１月27日（木）

合 格 発 表 平成23年２月８日（火）

○学部一般入試（前期日程）

平成23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277人，合格者88人であった。

出 願 期 間 平成23年１月24日（月）～平成23年２月２日（水）

試 験 日 平成23年２月25日（金）

合 格 発 表 平成23年３月８日（火）



○人事異動

発令年月日 発令事項等

大学教員

H23.1.1 昇　　任 教授（自然・生活教育学系） 岩　﨑　　　浩 准教授（自然・生活教育学系）

昇　　任 准教授（臨床・健康教育学系） 藤　井　和　子 講師（臨床・健康教育学系）

事務系職員

H23.1.1 配 置 換 総務部財務課経理・契約チーム 秋　山　裕　輝 総務部財務課財務チーム

配 置 換 学務部教育支援課学校連携チーム主任 村　椿　和　之 総務部財務課経理・契約チーム主任

事務補佐員

H22.12.1 採　　用 学務部教育支援課学校連携チーム 豊　岡　佳　苗

H22.12.28 退　　職 （期間満了） 岩　淵　貴要子 学務部学術情報課学術情報チーム

H23.1.4 採　　用 総務部総務課人事・労務チーム 大　滝　由　美

臨時用務員

H22.12.10 採　　用 総務部附属学校事務室附属学校チーム調理員 水　島　君　恵

H23.1.31 退　　職 （期間満了） 水　島　君　恵 総務部附属学校事務室附属学校チーム調理員

サイエンス
パフォーマンス
アドバイザー

H23.1.5 採　　用 学務部教育支援課学校連携チーム 池　田　定　充

採　　用 学務部教育支援課学校連携チーム 槇　嶋　誠太郎

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61回役員会

期 日 平成23年１月12日（水）

議 題

１ 平成22年度学内補正予算

２ 平成23年度学内予算編成方針

３ 上越教育大学環境方針の制定

■平成22年度第１回臨時役員会

期 日 平成23年１月12日（水）

議 題

１ 職員の懲戒

○経営協議会

○第29回経営協議会

期 日 平成23年１月11日（火）

議 題

１ 平成22年度学内補正予算

２ 平成23年度学内予算編成方針

○教育研究評議会

■第101回教育研究評議会

期 日 平成22年11月10日（水）

議 題

１ 上越教育大学専修研究員制度の導入

２ ＣＡＰ制の導入

３ 「実践セミナー」及び「実践場面分析演習」の改正

４ 教員人事
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■第102回教育研究評議会

期 日 平成22年12月15日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 平成21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

３ 上越教育大学専修研究員制度の導入

■第103回教育研究評議会

期 日 平成22年12月22日（水）

議 題

１ 教員人事

■第104回教育研究評議会

期 日 平成23年１月12日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 情報セキュリティポリシーの改定等

■平成22年度第１回臨時教育研究評議会

期 日 平成23年１月12日（水）

議 題

１ 大学教員の懲戒

■第105回教育研究評議会

期 日 平成23年１月26日（水）

議 題

１ 部局長等の選考

■第106回教育研究評議会

期 日 平成23年２月９日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 大学院入試における本学学部生機関長推薦の取扱い
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○教授会

■第115回教授会

期 日 平成22年11月24日（水）

議 題

１ 長期履修学生の履修期間変更

２ 教員人事

■第116回教授会

期 日 平成22年12月10日（金）

議 題

１ 平成23年度大学院入試（中期募集）合格者の判定

２ 平成23年度教育職員免許取得プログラム受講者の判定

■平成22年度第２回臨時教授会

期 日 平成22年12月10日（金）

議 題

１ 調査特別委員会からの報告に基づく審査

■第117回教授会

期 日 平成22年12月22日（水）

議 題

１ 学籍異動

２ 平成22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

３ 平成22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

４ 教員人事

■第118回教授会

期 日 平成23年１月26日（水）

議 題

１ 学籍異動

■第119回教授会

期 日 平成22年２月７日（月）

議 題

１ 平成23年度推薦入試合格者の判定

２ 教員人事
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■第120回教授会

期 日 平成23年２月23日（水）

議 題

１ 学籍異動

２ 平成22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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○山屋敷地区防災訓練

消防法の改正により，地震災害等に対応した防災体制の整備が義務づけられたことに伴い，平成22年11

月17日（水）に,従来から実施している「避難（誘導）訓練」，「通報訓練」に加え,日本海沖を震源とする

地震により大学構内に被害が発生したとの想定で，「消火訓練」,「災害対策本部の設置訓練」及び「情報

収集訓練」を山屋敷地区で実施し，教職員及び学生併せて約150人が参加した。

また,それらの訓練に先立ち，エレベーター救出訓練も実施した。

「災害対策本部の設置及び情報収集訓練」 「学生も参加して行った消火訓練」

「エレベーター救出訓練」 「避難（誘導）訓練」

○「学生生活に役立つ本」選書ツアー

附属図書館では，「学生生活に役立つ本」選書ツアー第３回・第４回を実施した。

学生・教職員から参加者を募り，市内書店で１人１万円の予算で購入図書を選定し，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。

３回目 平成22年11月17日 参加者 学生５名・教職員３名 購入冊数61冊

４回目 平成23年１月19日 参加者 学生２名・教職員２名 購入冊数72冊

今年度は計４回開催し，合計 209冊の図書を購入した。
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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22

年11月24日（水）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。

加藤 泰樹 副学長

木村 吉彦 教授（学校教育学系）

丸山 良平 教授（学校教育学系）

浅倉 有子 教授（人文・社会教育学系）

茨木 智志 准教授（人文・社会教育学系））

山崎 貞登 教授（自然・生活教育学系）

後藤 渉 総務課人事・労務チーム主任

桐山 泉 財務課経理・契約チーム主任

岡村 和彦 教育支援課教務支援チーム主任

○上越市校長会，上越市教育委員会，国立大学法人上越教育大学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上越市学校教育支援協議会の開催

平成22年11月26日（金）及び平成23年２月22日（火）に，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者における「上越市学校教育支援協議会」

が開催され，学校及び学校組織間における情報の共有化を推進するとともに，学校の課題解決及び教

育活動への支援を推進するための様々な協議がなされた。

○平成22年度関東・甲信越地区及び東京地区職員啓発セミナー

国立大学法人の現状と将来等について学長と意見交換を行い，また他大学の職員との討議等を通して大

学経営についての見識を高めることを目的として，平成22年11月29日（月）・30日（火）の２日間，直江津

駅前のホテルハイマートにおいて関東・甲信越地区及び東京地区職員啓発セミナー（受講者38人）を開催

した。
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○都道府県教育委員会との情報交換会

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，平成22年12月５日（日）大会議室において，新潟県，新潟市，青

森県，福島県，茨城県，群馬県，福井県，長野県，三重県の各教育委員会との情報交換会を開催し，主に，

本学大学院に関する情報交換を行った。

○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に向けた取組として，平成22年12月８日（水）講堂

において，次のとおり講演会を開催した。

講演内容 「性別にとらわれず活躍できる社会へ

～ワーク・ライフ・バランスの視点から～」

講 師 財団法人21世紀職業財団長野事務所所長 宮本 照子 先生

○健康保持増進講演会

教職員及び学生を対象に，「平成22年度上越教育大学健康保持増進計画」基づき，健康保持増進の啓発を

図ることを目的として，平成23年1月19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。

講演内容 Ⅰ「本学における禁煙支援」

講師 保健管理センター所長 上野 光博 教授

Ⅱ「睡眠と健康」

講師 保健管理センター 増井 晃 教授
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○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23年１月25日（火），本学新潟サテライトにおいて「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」ことを目的としており，新潟県教

育委員会からは草間教育次長を始め５名，新潟市教育委員会からは鈴木教育長を始め５名，本学からは若

井学長を始め11名が出席し，様々な協議が行われた。

○平成22年度地域貢献事業講演会

本学地域連携推進事業の一環として，ジャパン・クラウド・コンソーシアム（Japan Cloud Consortium）

のうち，教育クラウドに関する話題提供とその取り組みについて，大学の教育研究活動等の一方策として

活用するため，平成23年２月４日（金）大会議室において，学内関係者，上越市教育委員会及び学校関係

者並びに振興協力会員等を対象に，次のとおり講演会を開催した。

内 容 「クラウドで日本が果たすべき役割とは」

講師 中村 彰二朗 氏（OGC副代表幹事，アクセンチュア（株））

内 容 「教育クラウドの現状と上越市教育クラウド」

講師 池田 昭雄 氏（日本オラクル（株））

参加者 約40名

○平成22年度地域貢献事業講演会「夢と人」

「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」における取組事業として，上

越市，柏崎市，糸魚川市，妙高市の教育委員会との共催により，学校の共通課題の解決や学校教員の資質

向上を目的として，平成23年２月11日（金）講堂において，次のとおり講演会を開催した。

当日は，講師の下地氏が，現役教師として長年真剣に生徒の悩みや学校での問題に取り組んできた経験

をもとに，生徒，教師，保護者それぞれに贈るメッセージを熱く語った。

講 演 「夢と人」

講師 下地 敏雄 氏（久留米市立三潴中学校教諭）

参加者 約220名
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○救急（応急手当）講習会

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

救急隊による指導の下，平成23年２月21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）を開催した。

「AEDを用いた心肺蘇生の実習」

○平成22年度留学生スキーのつどい

スキー発祥の地である上越の地域性を生かし，留学生にスキーを体験させるとともに，スキー実習を通

して留学生相互及び教職員・学生との親睦を図ることを目的として，留学生26名，日本人学生７名，教職

員11名が参加し，平成23年２月21日（月）・22日（火）赤倉観光リゾートスキー場において，留学生スキー

のつどいを実施した。

芸術・体育教育学系の市川教授と補助学生の指導のもと，スキーとスノーボードのレベル別グループに

分かれ，留学生は少しずつ上達した。また，懇親会では，留学生の母国のゲームにより，参加者は親睦を

深めた。

「両日とも晴天に恵まれました！」
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○赤倉地区防災訓練

上越地方に強い地震が発生し，それに伴い厨房からの出火を想定し，平成23年２月24日（木）に赤倉地

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，初期消火等を実施することで，避難誘導方法

の留意点を確認した。

「初期消火活動」



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

1 教授 得丸　定子
ノルウェー
アメリカ

瞑想と生きがい感･ｽﾄﾚｽ軽減に
関する情報収集

平成22年11月２日～
平成22年12月21日

外国出張

2 教授 釜田　聡 韓国
韓国国際理解教育学会参加と研
究打合せのため

平成22年11月12日～
平成22年11月14日

外国出張

3 准教授 河合　康 インドネシア
平成22年度海外との研究交流
（派遣）のため

平成22年11月14日～
平成22年11月21日

外国出張

4 准教授 大前　敦巳 フランス
科学研究費課題に関わる研究発
表及びﾌﾗﾝｽでの現地調査と情報
資料収集

平成22年11月14日～
平成22年11月25日

外国出張

5 教授 北條　礼子 台湾
小学校英語授業視察と小学校英
語関連資料収集

平成22年11月23日～
平成22年11月26日

外国出張

6 准教授 大場　浩正 シンガポール

ClaSIC 2010(国立ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ大学
言語研究ｾﾝﾀｰ主催の外国語教育
に関する国際学会)出席･研究発
表

平成22年12月１日～
平成22年12月５日

外国出張

7 准教授 五十嵐　素子 台湾

防災･減災に関わる教育実践の
調査と関連資料や情報の収集(5
～10日)大阪ﾋﾞﾃﾞｵｴｽﾉｸﾞﾗﾌｨｰ研
究会への参加(11日)

平成22年12月６日～
平成22年12月10日

外国出張

8 准教授 田島　弘司 台湾
嘉義大学で科研費に関する研究
調査を実施するとともに関連資
料や情報の収集

平成22年12月６日～
平成22年12月10日

外国出張

9 准教授 原　　瑞穂 台湾
嘉義大学で科研費に関する研究
調査を実施するとともに関連資
料や情報の収集

平成22年12月６日～
平成22年12月10日

外国出張

10 教授 藤岡　達也 台湾
科研費補助金による研究に関す
る調査及び平成22年度連合研究
科学生研究発表会出席のため

平成22年12月６日～
平成22年12月10日

外国出張

11 准教授 髙本　條治 韓国

1.韓国日語教育学会にてﾊﾟﾈﾗｰ
発表するため
2.ｿｳﾙ市内の大学での日本語教
育の実情を視察するため

平成22年12月10日～
平成22年12月14日

海外研修

12 教授 髙石　次郎 イタリア
ｲﾀﾘｱ美術に関する資料収集のた
め

平成22年12月15日～
平成22年12月22日

海外研修

13
特任准教
授

清水　雅之 韓国
教育の情報化に関する訪問調査
のため

平成22年12月16日～
平成22年12月18日

外国出張

14 教授 石野　正彦 韓国
教育の情報化に関する訪問調査
のため

平成22年12月16日～
平成22年12月18日

外国出張

15
教育支援
課副課長

岡﨑　明弘 韓国
教育の情報化に関する訪問調査
のため

平成22年12月16日～
平成22年12月18日

外国出張

16 教授 梅野　正信 韓国

韓国における教育史及び人権教
育実践の資料収集，植民地にお
ける日本人教師及び人権教育の
資料収集，日韓の人権教育に関
する論文研究・検討会

平成22年12月24日～
平成22年12月30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

17 教授 川村　知行 中国
中国･上海博物館･浙江省博物館
等で漢民族と少数民族との間に
おける異文化理解の資料収集

平成22年12月24日～
平成23年１月１日

海外研修

18 教授 釜田　聡 韓国
科研の研究推進(資料収集と研
究打合せ)

平成22年12月25日～
平成22年12月28日

外国出張

19
特任准教
授

津野　治彦 韓国
｢ESD｣ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究推進のため
(現地調査と資料収集)

平成22年12月26日～
平成22年12月29日

外国出張

20 教諭 柳澤　一輝 韓国
科学研究費の研究推進のため
(資料収集と現地調査)

平成22年12月26日～
平成22年12月29日

外国出張

21 教諭 伊藤　貴史 韓国
科学研究による研究推進のため
(資料収集と現地調査)

平成22年12月26日～
平成22年12月29日

外国出張

22 教諭 橋本　忍 韓国
科学研究による研究推進のため
(資料収集と現地調査)

平成22年12月26日～
平成22年12月29日

外国出張

23 准教授 五十嵐　素子 アメリカ

教育実践の相互行為に関する研
究の学会報告(4-7日)､教育実践
研究方法に関する資料収集(8-9
日)のため

平成23年１月４日～
平成23年１月11日

外国出張

24 教授 得丸　定子 アメリカ
ﾏｲﾝﾄﾞﾌﾙﾈｽｸｰﾙｽﾞ ﾚﾍﾞﾙ②ｶﾘｷｭﾗﾑ
集中ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞに参加するため

平成23年２月４日～
平成23年２月10日

外国出張

25 教授 我妻　敏博 アメリカ 米国聾学校の視察・情報収集
平成23年２月16日～
平成23年２月26日

外国出張

26 助教 小林　優子 アメリカ 米国聾学校の視察・情報収集
平成23年２月16日～
平成23年２月26日

外国出張
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■大学
事　　　　　　　　　　項

11月10日 （水） 第101回教育研究評議会
第７回衛生委員会

11月11日 （木） 第２回施設安全・環境委員会
11月12日 （金） 第８回入学試験委員会

第８回カリキュラム企画運営会議
11月15日 （月） 第４回研究推進支援室会議
11月17日 （水） 山屋敷地区防災訓練

第４回教育実習委員会
第９回教務委員会
第３回「学生生活に役立つ本」選書ツアー

11月24日 （水） 第115回教授会
外国人留学生との意見交換会
永年勤続者表彰状授与式

11月26日 （金） 第１回上越市学校教育支援協議会
11月27日 （土） 平成23年度大学院入試（中期募集）
11月29日 （月）

12月１日 （水） 第５回国際交流推進室会議
第８回衛生委員会

12月５日 （日） 都道府県教育委員会との情報交換会
12月７日 （火） 第57回大学評価委員会

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

12月８日 （水） 第５回学生委員会
男女共同参画推進講演会

12月９日 （木） 第7回情報メディア教育支援センター運営委員会
第９回入学試験委員会

12月10日 （金） 第116回教授会
平成22年度第２回臨時教授会
第10回教務委員会

12月13日 （月） 平成22年度留学説明会
平成23年度大学院入試（中期募集）合格者発表
第５回研究推進支援室会議

12月14日 （火） 第９回カリキュラム企画運営会議
12月15日 （水） 第102回教育研究評議会

平成22年度留学生教育研究会
第２回教育実習協力校（園）会議

12月17日 （金） 学長と短期留学生との懇談会
12月18日 （土） 留学生の他大学及び日本文化に関する研修（～19日(日)）
12月19日 （日） 第２回文化講演会
12月20日 （月） 第５回地域連携推進室会議

第２回総合学生支援室会議
第２回ＣＳＴ養成事業実施委員会

12月21日 （火） 第10回入学試験委員会
第２回特別支援教育実践研究センター運営委員会

12月22日 （水） 第103回教育研究評議会
第117回教授会
第６回国際交流推進室会議
第３回就職委員会

12月24日 （金） 第５回男女共同参画推進委員会
１月６日 （木） 第11回入学試験委員会
１月７日 （金） 第６回地域連携推進室会議
１月11日 （火） 第29回経営協議会
１月12日 （水） 第61回役員会

平成22年度第１回臨時役員会

平成22年度関東・甲信越地区及び東京地区職員啓発セミナー（～11/30
（火））

月　日

主要日誌
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第104回教育研究評議会
平成22年度第１回臨時教育研究評議会
第９回衛生委員会

１月15日 （土） 平成23年度大学入試センター試験（～16日（日））
１月17日 （月） 第19回評価支援室会議
１月19日 （水） 第12回入学試験委員会

第11回教務委員会
第３回学術研究委員会
健康保持増進講演会
第４回「学生生活に役立つ本」選書ツアー

１月21日 （金） 第５回教育実習委員会
１月25日 （火） 平成22年度第２回留学生が語る／留学生と語る会

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

１月26日 （水） 第105回教育研究評議会
第118回教授会
第10回カリキュラム企画運営会議

１月27日 （木） 平成23年度学部推薦入試
１月31日 （月） 第35回大学改革委員会
２月１日 （火） 特別支援学校教育実習打合せ会
２月２日 （水） 第６回学生委員会

保育実習に関する打合せ会
第10回衛生委員会

２月３日 （木） 第３回ファカルティ・ディベロップメント委員会
２月４日 （金） 地域貢献事業講演会
２月７日 （月） 第119回教授会

第３回教員免許状更新講習実施委員会
第13回入学試験委員会

２月８日 （火） 平成23年度学部推薦入試合格者発表
２月９日 （水） 第106回教育研究評議会
２月10日 （木） 第７回国際交流推進室会議
２月11日 （金） 地域貢献事業講演会「夢と人」
２月16日 （水） 第12回教務委員会
２月21日 （月） 救急（応急手当）講習会

平成22年度留学生スキーのつどい（～22日(火)）
２月22日 （火） 第14回入学試験委員会

第２回フレンドシップ事業企画運営協議会
第２回上越市学校教育支援協議会

２月23日 （水） 第120回教授会
第４回心理教育相談室運営委員会

２月24日 （木） 第58回大学評価委員会
赤倉地区防災訓練
第11回カリキュラム企画運営会議

２月25日 （金） 平成23年度学部一般入試（前期日程）
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■附属幼稚園
事　　　　　　　　　　項

11月２日 （火） 平成23年度入園児選考検査結果発表
11月19日 （金） 祖父母保育参観・もちつき大会
11月24日 （水） 保育について語る会
11月26日 （金） 避難訓練
12月22日 （水） 第２学期終業式
１月７日 （金） 第３学期始業式
１月23日 （日） 園開放デー
２月３日 （木） 豆まき会
２月10日 （木） お楽しみ発表会
２月16日 （水） 避難訓練
２月22日 （火） 避難訓練

■附属小学校
事　　　　　　　　　　項

11月８日 （月） 平成23年度１年生児童募集要項配布開始
11月21日 （日） 学校説明会  休日授業参観日  秋の音楽集会
11月24日 （水） ６年生個別懇談
11月25日 （木） ６年生個別懇談
11月26日 （金） ６年生個別懇談
12月１日 （水） 自由参観日
12月３日 （金） 平成23年度１年生児童募集出願〆切
12月11日 （土） 平成23年度１年生入学選考
12月16日 （木） 平成23年度１年生入学選考合格発表
12月24日 （金） 第２学期終業式
１月11日 （火） 第３学期始業式
１月27日 （木） １年生スケート教室
１月28日 （金） 第３回避難訓練　自由参観日
２月８日 （火） ３・４年生スキー教室
２月９日 （水） １年生スケート教室
２月10日 （木） ２年生スケート教室
２月16日 （水） 冬の音楽集会　
２月17日 （木） ５・６年生スキー宿泊教室　　１年生スキー教室　
２月18日 （金） ５・６年生スキー宿泊教室
２月24日 （木） 平成２３年度新１年生入学説明会　　２年生スキー教室
２月28日 （月） 個別懇談

■附属中学校
事　　　　　　　　　　項

11月３日 （水） 桜城文化祭／秋の合唱コンクール
11月17日 （水） 第３回選書ツアー
12月３日 （金） ３年生ミュージカル発表会
12月18日 （土） 平成23年度新入生徒選考検査
12月21日 （火） 平成23年度新入生徒選考検査合格者発表
12月22日 （水） 第２学期終業式
１月８日 （土） 新入生及び保護者入学説明会
１月11日 （火） 第３学期始業式
１月19日 （水） 第４回選書ツアー
１月27日 （木） １・２学年スキー合宿（～28日（金））

月　日

月　日

月　日
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