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学 事

○平成23年度（春期）教育実習

・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学生

５月 30 日（月）～６月３日（金）

上越市，妙高市及び糸魚川市の小学校（66 校）並びに附属小学校で初等教育実習

「観察実習」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プログラム学生

５月 16 日（月）～６月３日（金）

上越市，妙高市及び糸魚川市の中学校（28 校）並びに附属中学校で中等教育実習

を行った。

・大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム１年次学生

５月 25 日（水）

附属小学校で観察・参加を行った。

６月 22 日（水）

附属中学校で観察・参加を行った。

○学生宿舎火災避難訓練

学生宿舎の自治会が組織する自衛消防隊による火災時の通報、避難及び初期消火等の訓

練を行うことにより、入居者の防災意識の高揚を図ることを目的として、世帯用学生宿舎

及び国際学生宿舎において火災避難訓練を実施した。

実 施 日 平成 23 年６月８日（水）

内 容 ①通報、避難・誘導

②消火器による初期消火

③煙の疑似体験（希望者）

参加人員 45 名



○人事異動

発令年月日 発令事項等

大学教員

H23.5.2 休　　職 （２３．５．２～２３．１０．３１） 朝　倉　啓　爾 教授(学校教育学系）

H23.5.21 育児休業 （２３．５．２１～２３．６．２０） 東　原　貴　志 准教授(自然・生活教育学系）

非常勤職員
(ボランティア
コーディネーター)

H23.5.9 採　　用 学務部教育支援課学校連携チーム 吉　井　仁　美

（事務補佐員）

H23.5.16 採　　用 総務部総務課人事・労務チーム 大　島　英　之

採　　用 学務部教育支援課教務支援チーム 田　中　大　介

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64回役員会

期 日 平成23年６月15日（木）

議 題

１ 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

２ 職員給与規程の一部改正

３ 大学学部から大学院へ入学しようとする者の検定料及び入学料

４ 授業料その他の費用に関する特例規程の制定

５ 東日本大震災及び長野県北部の地震に係る学生納付金に関する特別措置

６ 平成23年度学内補正予算

７ 平成22年度決算

８ 平成22事業年度の業務実績に関する評価

９ 平成24年度概算要求

10 「上越市教育の日を定める条例」制定に向けた陳情への同意

○経営協議会

○第31回経営協議会

期 日 平成23年６月15日（水）

議 題

１ 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

２ 職員給与規程の一部改正

３ 本学学部から大学院へ入学しようとする者の検定料及び入学料

４ 授業料その他の費用に関する特例規程の制定

５ 東日本大震災及び長野県北部の地震に係る学生納付金に関する特別措置

６ 平成23年度学内補正予算

７ 平成22年度決算

８ 平成22事業年度の業務実績に関する評価（経営に関する部分）

９ 平成24年度概算要求
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○教育研究評議会

■第111回教育研究評議会

期 日 平成23年５月11日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 名誉教授の選考

３ 本学学部から大学院へ入学しようとする者の検定料及び入学料

４ 平成23年度競争的教育研究資金の配分基準

５ 教育課程の編成方針（カリキュラム・ポリシー）の制定

６ 受託研究の受入れ

■第112回教育研究評議会

期 日 平成23年６月８日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 平成23年度大学教員人事計画

３ 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

４ 平成22事業年度の業務実績に関する評価（経営に関する部分を除く）

５ 平成24年度概算要求

６ 受託研究の受入れ

○教授会

■第125回教授会

期 日 平成23年５月25日（水）

議 題

１ 平成24年度学部入学者選抜方法の概要

２ 学籍異動

３ 教員人事

■第126回教授会

期 日 平成23年６月22日（水）

議 題

１ 学籍異動

２ 平成23年度前期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
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３ 長期履修学生の履修期間の変更

４ 専門職学位課程の実習科目により修得する単位の免除

○第３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５月24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官を始め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。

○EBSCOhost(エブスコホスト)利用説明会

附属図書館では，提供するエブスコホスト（外国雑誌論文データベース）の周知と利用の促進を図

るため，エブスコ社から講師を招き，次のとおり利用説明会を実施した。

期 日：平成23年５月18日（水）

場 所：教育情報訓練室２

参加者：９名

○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23年度大学院説明会を次のとおり，上越会場と東京会場で実施した。

【大会議室】

期 日 平成23年５月21日（土）

会 場 本学第２講義棟202室 他

参加者 55人

【東京会場】

期 日 平成23年６月４日（土）

会 場 サンシャインシティ文化会館

参加者 55人
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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，平成23年度大学院入学相談会を次のとおり，福岡，新潟，

大阪，名古屋の４会場で実施した。

【福岡会場】

期 日 平成23年５月28日（土）

会 場 福岡朝日ビル

参加者 ３人

【新潟会場】

期 日 平成23年６月11日（土）

会 場 本学新潟サテライト

参加者 17人

【大阪会場】

期 日 平成23年６月18日（土）

会 場 キャンパス・イノベーションセンター大阪

参加者 ４人

【名古屋会場】

期 日 平成23年６月19日（日）

会 場 Time Office 名駅

参加者 ９人



7

○平成23年度文化講演会

市民の学習機会の充実を図ることを目的に上越市と上越教育大学の共催により，文化講演会を開催した。

当日は，小学生から大人まで約1,200人の観客を前に，ＪＡＸＡの訓練用制服で登壇した山崎直子氏が，

スペースシャトル内や宇宙ステーションでの作業の映像を交えながら，宇宙から見た地球のすばらしさや

宇宙生活の面白さ，任務の内容を紹介した。「青く輝く地球の美しさは，命があるからこそ。地球自身も生

きていると感じた。」と感慨を語り，会場の子どもたちには，「私は飛行士訓練に10年かかった。一日一日

を大事に生きて，夢に向かってはばたいてほしい。」と呼びかけた。

日 時 5月21日（土）14:00～15:00

場 所 上越文化会館

テーマ 国際宇宙ステーションから見た地球

講 師 山崎 直子 氏（宇宙飛行士）

参加者 約1,200名
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○春日山城跡「土の一袋（つちのひとふくろ）運動」

上杉謙信の居城であった春日山城跡を保全する「土の一袋運動」が，平成23年５月29日（日）から始ま

った。

この活動は，長年の風雨で流出した土を補充するため，春日山を訪れた人に袋に入った土を頂上の本丸

まで運んでもらうものである。

袋は，ゆるキャラ「けんけんず」や未来の春日山を描いたもので，上越教育大学創立30周年記念事業と

して上越教育大学振興協力会の支援により，１万３千枚作成したもの。

当日は，上越市埋蔵文化財センターを会場に，春日中学校，春日小学校，高志小学校の児童生徒，上越

教育大学の学生，各団体等関係者が多数参加し，第１部では袋の贈呈式，第２部では出発式が行われた。

第１部の贈呈式では，若井学長から村山上越市長に土を運ぶ袋の贈呈が行われた。

第２部の出発式は，雨天のため登山は中止となったが，地元の春日中学校生徒会が企画した出発式が実

施され，本学川村教授（上越市文化財調査審議会委員長）ほかが激励の言葉を述べた後，春日中学校部活

動の各部長により，「地域の方々と力を合わせ春日山城跡を守っていく」と決意表明が元気よく行われた。

若井学長（右）から，村山上越市長（左）に袋を贈呈
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○史跡春日山城跡草刈り

本学では，国指定史跡・名勝である春日山城跡の整備・活用に取り組んでおり，今年度３回予定されて

いる春日山城跡の草刈りの１回目が，６月５日（日）に実施された。当日は，学生・教職員の有志約20人

が参加し，地域住民や各種団体関係者約110人とともに汗を流した。

上杉謙信，景勝の居城で知られる春日山城跡は，本学から２キロほどと近い位置にあり，地域貢献とと

もに史跡を活用した教育活動を展開するため，昨年度「上越教育大学春日山城跡整備・活用実施ワーキン

ググループ」を設置し，上越市教育委員会等関連機関と連携して春日山城跡の整備・活用に取り組んでい

る。

参加した学生・教職員
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○平成23年度就職試験受験者激励会

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（第１部：面接対策直前講座，第２部：

出陣式）を６月29日（水）に講義棟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，学長の激励の言葉，受験学生の決意表明，後輩の応援パフ

ォーマンスなどで目前に迫った教員採用試験等の受験学生を励ました。
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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６月７日（火）学長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。

増井 三夫（元副学長）

溝上 武實（元大学院学校教育研究科教授）

左から 川崎副学長，戸北理事，増井名誉教授，若井学長，渡部理事，加藤副学長

（溝上名誉教授は都合により欠席された。）

○職員の改姓

附属中学校

新氏名 大野 洋子

旧氏名 阿部 洋子



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

1 准教授 辻野　けんま ドイツ
平成23年度海外との研究交流
(国際学会等参加)のため

平成23年５月９日～
平成23年５月16日

外国出張

2 教授 得丸　定子 アメリカ
第10回東西哲学者会議(Tenth
East-West Philosopher's
Conference)に参加するため

平成23年５月14日～
平成23年５月23日

外国出張

3 准教授 石川　真 アメリカ

共同研究(協同･協調的な学習活
動場面における学習者の認知ｽﾄ
ﾚｽの関連)の発表及び本年度の
打合せ

平成23年５月24日～
平成23年６月７日

海外研修

4 教授 加藤　哲文 トルコ
国際認知療法学会第7回大会に
出席のため

平成23年６月１日～
平成23年６月７日

外国出張

5 助教 山本　隆一郎 トルコ

7th International Congress
of Cognitive
Psychotherapy(第7回国際認知
療法学会)参加のため

平成23年６月１日～
平成23年６月７日

外国出張

6 理事 戸北　凱惟 韓国
第6回ｱｼﾞｱ教員養成国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳ
ﾑ参加のため

平成23年６月10日～
平成23年６月12日

外国出張

7 准教授 原　瑞穂 韓国
第6回ｱｼﾞｱ教員養成国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳ
ﾑ参加のため

平成23年６月10日～
平成23年６月12日

外国出張

8 教授 得丸　定子 アメリカ

第33回ADEC(Association for
Death Education and
Counseling)年次大会に参加す
るため

平成23年６月18日～
平成23年６月27日

外国出張

9 教授 久保田　喜彦 ポルトガル

ED-MEDIA 2011-World
Conference on Educational
Multimedia,Hypermedia &
Telecommunicationsでの発表お
よび情報収集

平成23年６月27日～
平成23年７月３日

外国出張

10 講師 末松　裕基 イギリス
平成23年度海外との研究交流
(国際学会等参加)のため

平成23年６月29日～
平成23年７月11日

外国出張

○海外渡航  
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■大学
事　　　　　　　　　　項

５月９日 （月） 第60回大学評価委員会
５月11日 （水） 第111回教育研究評議会

第２回衛生委員会
第１回セクシュアル・ハラスメント等人権侵害対策委員会

５月12日 （木） 第１回研究推進支援室会議
５月13日 （金） 第１回附属学校運営委員会
５月16日 （月） 第１回地域連携推進室会議
５月17日 （火） 第１回心理教育相談室運営委員会

第１回学術研究委員会
５月18日 （水） 第１回特別支援教育実践研究センター運営委員会

第２回入学試験委員会
第１回就職委員会
第２回学生委員会
EBSCOhost（エブスコホスト）利用説明会

５月20日 （金） 第２回教務委員会
５月21日 （土） 第１回大学院説明会（上越会場）

文化講演会「国際宇宙ステーションから見た地球」
５月23日 （月） 第14回カリキュラム企画運営会議

５月24日 （火）
第３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

５月25日 （水） 第125回教授会
第18回連合大学院委員会
第１回附属図書館運営委員会

５月26日 （木） 第１回研究倫理審査委員会
第２回国際交流推進室会議
平成23年度第１回上越市学校教育支援協議会

５月28日 （土） 大学院入学相談会（福岡会場）
留学生の上越地域の散策

５月30日 （月） 第61回大学評価委員会
第１回学校支援プロジェクト連絡会

５月31日 （火） 第１回総合学生支援室会議
第１回危機管理室会議
第１回総合企画室会議

６月１日 （水） セクシュアル・ハラスメント等人権侵害相談員等の任務等説明会
第３回衛生委員会

６月４日 （土） 第２回大学院説明会（東京会場）
６月７日 （火） 名誉教授称号授与式
６月８日 （水） 第112回教育研究評議会

第８回情報メディア教育支援センター運営委員会
学生宿舎火災避難訓練
大学院学生協議会との懇談会

６月９日 （木） 第１回学校支援プロジェクト連携協力校会議
６月10日 （金） 第３回学生委員会
６月11日 （土） 大学院入学相談会（新潟会場）
６月14日 （火） 第２回教育実習委員会

第20回学長選考会議
６月15日 （水） 第64回役員会

第31回経営協議会
第３回入学試験委員会
外国人留学生との意見交換会
第３回教務委員会

６月18日 （土） 大学院入学相談会（大阪会場）

月　日

主要日誌
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事　　　　　　　　　　項月　日
６月19日 （日） 大学院入学相談会（名古屋会場）
６月20日 （月） 第１回男女共同参画推進委員会
６月21日 （火） 第２回研究推進支援室会議
６月22日 （水） 第126回教授会

第19回連合大学院委員会
第１回セクシュアル・ハラスメント等人権侵害防止対策専門部会

６月23日 （木）
平成23年度第１回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

６月27日 （月） 第１回知的財産本部会議
第１回ファカルティ・ディベロップメント委員会

６月29日 （水） 就職試験受験者激励会
平成23年度新任職員研修

６月30日 （木） 第１回研究活動の不正行為対策委員会

■附属幼稚園
事　　　　　　　　　　項

５月11日 （水） 春の園開放デー
５月12日 （木） 春の園開放デー
５月16日 （月） 春の園開放デー
５月18日 （水） 第１回学校評議員会
６月１日 （水） 第１回研究保育
６月８日 （水） 第２回避難訓練
６月12日 （日） 運動会

■附属小学校
事　　　　　　　　　　項

５月９日 （月） １年生心臓検診・個別懇談
５月10日 （火） 個別懇談・内科検診
５月11日 （水） 春の音楽集会・個別懇談
５月12日 （木） １，３，５年生耳鼻科検診
５月13日 （金） PTA環境整備作業
５月18日 （水） 教育実習生事前指導
５月22日 （日） ポプラオリンピック（運動会）
５月25日 （水） 免P１年生教育実習
５月26日 （木） 眼科検診
５月30日 （月） 教育実習（観察）
５月31日 （火） 教育実習（観察）
６月１日 （水） 教育実習（観察）
６月２日 （木） 教育実習（観察）
６月３日 （金） 教育実習（観察）
６月10日 （金） 学校評議員会
６月16日 （木） 初夏の音楽集会
６月24日 （金） 2011年研究会（１日目）
６月25日 （土） 2011年研究会（２日目）

■附属中学校
事　　　　　　　　　　項

５月16日 （月） 教育実習（～６／３（金））
５月21日 （土） 春の合唱コンクール
６月14日 （火） 第１回学校評議員会

月　日

月　日

月　日
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