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学 事

○平成23年度保育実習

・学部２年次

８月９日（火）～９月３日（土）の間の10日間

上越市，柏崎市及び糸魚川市の福祉施設（上越市立ひまわり荘外８施設）で，保育実

習Ⅱを行った。

・学部４年次

８月18日（木）～８月31日（水）又は９月５日（月）～９月16日（金）の間の10日間

上越市の市立保育園（東城保育園外９保育園）で保育実習Ⅲを，また，上越市こども

発達支援センターで保育実習Ⅳを行った。

○大学院入試（前期募集）

平成24年度大学院学校教育研究科入学試験（前期募集）を次のとおり実施した。

修士課程は，募集人員 200人（学校教育専攻 96人，教科・領域教育専攻 104人）に対

し，応募者 201人，合格者 174人であった。

専門職学位課程（教職大学院）は，募集人員 40人（教育実践高度化専攻 40人）に対し，

応募者 46人，合格者 45人であった。

出 願 期 間 平成23年７月14日（木）～７月27日（水）

試 験 日 平成23年８月27日（土）

合 格 発 表 平成23年９月14日（水）

○平成23年度（秋期）教育実習

・学部１年次

９月５日（月）～９日（金）

小規模小学校（６校）及び特別支援学校（５校）並びに附属中学校で観察・参加を行

った。

学部２年次

９月５日（月）～８日（木）

９月12日（月）～29日（木）（４日間，日程は実習先による）

上越市及び妙高市の幼稚園（13園）並びに附属幼稚園で観察・参加を行った。

・学部３年次，免Ｐ２年次及び科目等履修生

９月５日（月）～９月27日（火）

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（本

実習）を行った。
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○平成23年度（前期）学位記授与式

平成23年度（前期）の学位記授与式が平成23年９月27日（火）午前10時00分から学長室

で挙行され，学校教育専攻幼児教育コースの修了生１名に修士（教育学）の学位が授与さ

れた。

○平成23年度教員養成課程学生合宿研修

学部３年次学生を対象として，教職に対する理解を一層深めるとともに，就職・進学に

対する適切な態度を養うことを目的とした合宿研修を実施した。

教育実習の経験に基づく学生同士の議論の場や社会人の先輩との交流の場を設定し，併

せて，大学生活最後の集団宿泊活動を企画・運営することを通して，社会人として求め

られる規律や協同，集団における自己のあり方について再確認する機会とした。さらに，

自然とかかわる等，体験活動を行い，指導の基礎を学んだ。

期 日 平成23年10月14日(土)・15日(日)

場 所 国立妙高青少年自然の家

参加人員 ３年次学生 160人

教職員 24人
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○第29回大学祭（越秋祭）

期 日 平成23年10月28日(金)～10月30日(日)

テーマ 「人間，急には止まれない！

げっちゅう♡越秋♡ラブ注入♡にくいアイツに一目惚れ♡」

参加人数 ３日間延べ約2,200人（一般市民含む）

本部企画 オープニングパレード（10月23日（日））

体育祭・前夜祭（10月28日（金））

中夜祭（10月29日（土））

お笑いライブ（10月30日（日））

ゆってぃ・東京０３・Ｓ×Ｌ

後夜祭（10月30日（日））

一般企画数 44団体（模擬店 他）
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○人事異動

発令年月日 発令事項等

部局長等

H23.10.31 退　　任 中　野　敏　明 経営協議会委員

大学教員

H23.9.1 採　　用 准教授（学校教育学系） 堀　　　健　志 東京理科大学理工学部嘱託助教

H23.10.1 昇　　任 教授（自然・生活教育学系） 伊　達　文　治 准教授（自然・生活教育学系）

事務系職員

H23.7.31 退　　職 大  島  和  代
学務部学術情報課学術情報チーム主査（主に情報
管理担当）

H23.8.1 配 置 換
総務部総務課人事・労務チーム主査（主に共済担
当）

細　野　　　学
総務部企画室企画・評価チーム主査（主に企画調
整担当）

担当命免
総務部企画室企画・評価チーム主査（主に企画調
整担当）

藍　木　順　二
総務部企画室企画・評価チーム主査（主に情報企
画担当）

担当命免
総務部企画室企画・評価チーム主査（主に情報企
画担当）

岩　井　　　洋
総務部企画室企画・評価チーム主査（主に情報運
営担当）

担当命免
学務部学術情報課学術情報チーム主査（主に情報
管理担当）

秋　山　裕　子
学務部学術情報課学術情報チーム主査（主に情報
サービス担当）

昇　　任
学務部学術情報課学術情報チーム主査（主に情報
サービス担当）

岡　﨑　敬　子 学務部学術情報課学術情報チーム主任

H23.8.30 休　　職 （２３．８．３０～２３．１０．３１） 畔　上　雅　子 総務部総務課人事・労務チーム主任

H23.9.1 配 置 換
総務部附属学校事務室附属学校チーム主査（主に
附属学校担当）

青　山　博　之
学務部研究連携室国際交流チーム主査（主に国際
交流担当）

配 置 換 総務部財務課財務チーム主査（主に予算担当） 星　野　太　一
総務部財務課経理・契約チーム主査（主に契約担
当）

配 置 換
総務部財務課経理・契約チーム主査（主に契約担
当）

小　山　公　一
学務部学生支援課学生支援チーム主査（主に学生
宿舎担当）

配 置 換
学務部教育支援課学校連携チーム主査（主に教育
実習担当）

小日向　幸　江
総務部附属学校事務室附属学校チーム主査（主に
附属学校担当）

配 置 換
学務部研究連携室国際交流チーム主査（主に国際
交流担当）

高　橋　輝　昭
学務部教育支援課学校連携チーム主査（主に教育
実習担当）

異　動　事　項 氏　　　　名 現　・　旧　職

人　　事
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発令年月日 発令事項等 異　動　事　項 氏　　　　名 現　・　旧　職

配 置 換
学務部学生支援課学生支援チーム主査（主に奨学
支援担当）

竹　内　真　一 総務部財務課財務チーム主査（主に予算担当）

担当命免
学務部学生支援課学生支援チーム主査（主に学生
宿舎担当）

瀧　本　理　恵
学務部学生支援課学生支援チーム主査（主に奨学
支援担当）

配 置 換 総務部企画室企画・評価チーム主任 高　松　宏　幸 学務部教育支援課教務支援チーム主任

配 置 換 学務部教育支援課教務支援チーム 黒　川　将　一 学務部学術情報課学術情報チーム

採　　用 学務部学術情報課学術情報チーム 下　城　陽　介

非常勤職員

（事務補佐員）

H23.8.1 配 置 換 総務部企画室企画・評価チーム 田　中　大　介 学務部教育支援課教務支援チーム

H23.9.1 採　　用 学務部学術情報課学術情報チーム 丸　山　　　恵

H23.9.5 採　　用 総務部附属学校事務室附属学校チーム 栁　澤　　　薫

H23.9.30 退　　職 大　島　英　之 総務部総務課人事・労務チーム

H23.10.1 配 置 換 総務部総務課人事・労務チーム 佐々木　崇　博 総務部総務課総務チーム

H23.10.3 採　　用 総務部総務課総務チーム 川　野　美　香

H23.10.31 退　　職 有　木　千　代 総務部施設マネジメント課施設チーム
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○学内委員会等委員

氏　　　名 委員会組織における職名又は組織等 職　名 任　期 備　考

榊原　　潔 芸術・体育教育学系 准教授 23.10.1～24.3.31
大橋委員と
交代

氏　　　名 委員会組織における職名又は組織等 職　名 任　期 備　考

志村　　喬
教科・領域教育専攻
社会系コース

准教授 23.10.1～24.3.31
茨木委員と
交代

氏　　　名 委員会組織における職名又は組織等 職　名 任　期 備　考

得丸　定子
教科・領域教育専攻
生活・健康系コース

教授 23.10.1～24.3.31
細江委員と
交代

氏　　　名 委員会組織における職名又は組織等 職　名 任　期 備　考

葉石　光一
学校教育専攻
特別支援教育コース

准教授 23.10.1～24.3.31
齋藤委員と
交代

氏　　　名 委員会組織における職名又は組織等 職　名 任　期 備　考

直原　　幹 教科・領域教育専攻 教授 23.10.1～24.3.31
大橋委員と
交代

氏　　　名 委員会組織における職名又は所属等 職　名

生澤　繁樹 学校教育方法連合講座 講師

長谷川　敦司 自然系教育連合講座 准教授

松尾　大介 芸術系教育連合講座 准教授

大学に置かれる委員会

運営の基本組織として置かれる委員会

法人に置かれる委員会

附属施設等に置かれる委員会

教授会に置かれる委員会

教務委員会

大学評価委員会

教育実習委員会

教員免許状更新講習実施委員会

23.10.1付け連合研究科担当

23.10.1付け連合研究科担当

23.10.1付け連合研究科担当

保健管理センター運営委員会

連合大学院委員会

備　考
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一般通報事項

○役員会

■第65回役員会

期 日 平成23年10月18日（火）

議 題

１ 外部評価実施方針

２ 平成23年度学内補正予算

３ 総務省「フューチャースクール推進事業」及び文部科学省「学びのイノベーション事業」の実施

○経営協議会

■第32回経営協議会

○第32回経営協議会

期 日 平成23年10月18日（火）

議 題

１ 平成23年度学内補正予算

２ 総務省「フューチャースクール推進事業」及び文部科学省「学びのイノベーション事業」の実施

○教育研究評議会

■第113回教育研究評議会

期 日 平成23年７月13日（水）

議 題

１ 教員人事

■第114回教育研究評議会

期 日 平成23年８月３日（水）

議 題

１ 上越教育大学附属小学校校則及び附属幼稚園園則の一部改正

２ 上越市ものづくり支援パートナーに関する協定の締結

■第115回教育研究評議会

期 日 平成23年９月14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 大学教員サバティカル制度の充実
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４ 外部評価実施方針

■第116回教育研究評議会

期 日 平成23年10月12日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 経営協議会委員の選考

３ 上越教育大学動物実験等実施規程の制定

４ 上越教育大学くびきの奨学金給付要項等の一部改正

○教授会

■第127回教授会

期 日 平成23年７月27日（水）

議 題

１ 学籍異動

２ 特別聴講学生の受入れ

■第128回教授会

期 日 平成23年８月24日（水）

議 題

１ 学籍異動

２ 平成23年度前期学位論文等提出者に係る学位論文等総合審査

■第129回教授会

期 日 平成23年９月12日（月）

議 題

１ 平成24年度大学院入試（前期募集）合格者の判定

２ 平成24年度教育職員免許取得プログラム受講者の判定

３ 平成23年度大学院前期修了判定

４ 学籍異動

５ 特別聴講学生の受入れ

６ 平成24年度大学入試センター試験成績利用方法の変更

■第130回教授会

期 日 平成23年９月28日（水）

議 題

１ 学籍異動
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２ 学生支援オールインワンカルテシステムの運用

■第131回教授会

期 日 平成23年10月26日（水）

議 題

１ 学籍異動

○職員の改姓

学務部教育支援課学校連携チーム

新氏名 小日向 幸江

旧氏名 新保 幸江

○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，大学院入学相談会を次のとおり実施した。

【東京会場】

期 日 平成23年７月３日（日）

会 場 本学東京サテライトオフィス

参 加 者 24人

【東京会場】

期 日 平成23年９月10日（土）

会 場 表参道・新潟館ネスパス

参 加 者 18人

【東京会場】

期 日 平成23年10月８日（土）

会 場 本学東京サテライトオフィス

参 加 者 25人

【新潟会場】

期 日 平成23年10月８日（土）

会 場 本学新潟サテライト

参 加 者 ２人
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○韓国教員大学校短期留学プログラム（受入れ）の実施

平成23年７月12日（火）から19日（火）までの８日間にわたり，本学交流協定校の韓国教員大学校から

訪問団12人（大学院学生１人，学部学生９人，引率職員２人）を受け入れ，短期留学プログラムによる交

流を実施した。

韓国教員大学校の学生は，ホームステイ，本学学生との意見交換会，附属中学校での授業実践，日本文

化・地域研修など様々なプログラムを体験し，本学学生との交流及び日本文化への理解を深めた。

○平成23年度構内クリーンデー

学生及び全学教職員のキャンパス内の環境美化への意識向上を図るため，７月27日（水）の午後３時30

分から午後４時30分まで約１時間をかけて，山屋敷地区の構内クリーンデーを実施した。

当日は，蒸し暑い気候であったが，学長をはじめとして多数の学生及び教職員の参加があり，オープン

キャンパスに向けクリーンなキャンパスとなった。

中庭で落葉やゴミを集める参加者
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○博士課程上越Ｄ１セミナー

本学に配属された博士課程１年次学生を中心に学生間の交流の場を提供し，研究題目の紹介と意見交換

を通じて，課題研究の進め方や学位論文作成までの過程について共通認識を持たせ，学位取得の円滑化を

図ることを目的として，金子健治氏（平成22年度修了）をアドバイザーとして招き，博士課程上越Ｄ１セ

ミナーを実施するとともに，併せて「学生参加プロジェクト」の研究会を実施した。

期 日 平成23年７月30日（土）

場 所 講義棟302教室

参加者 博士課程学生，アドバイザー，教職員 計10人

○オープンキャンパス2011

高校生，保護者及び高等学校教員等へ本学の特色・魅力を強くアピールするために，「教育と教職の素晴

らしさ」を参加者が体感できる体験型のオープンキャンパスを実施した。

参加者数は，昨年度より85人の増となる727人となり，参加者からのアンケートの回答では，「大学の雰

囲気を感じることができてよかった，参加してよかった」などの声が多く寄せられた。

期 日 平成23年８月５日（金）

会 場 本学講堂ほか

参 加 者 727人

内 容 午前：全体説明（大学概要，入試情報，カリキュラム，就職情報，キャンパスライフ），卒

業生（現職教員）・在学生の体験談発表，課外活動見学，学びのひろば見学

午後：学長ゼミ，保護者説明会，体験授業，質問コーナー，施設見学（学生宿舎，図書館，

ピアノ個人練習室）
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○赤倉地区防災訓練

９月８日（木）に赤倉地区（赤倉野外活動施設）におい

て，非常事態発生時に即応できる避難誘導等の技能向上を

目的とした防災訓練を実施した。

今回の訓練では，大規模地震が発生し，大きな被害が生

じたことを想定として，施設管理人による宿泊者の避難誘

導，安否確認，大学への通報を実施するとともに，同施設

の所在地である妙高市における指定避難所の位置を確認し，

より一層の防災に対する意識向上が図られた。

宿泊者の安否確認を行う施設管理人

○国立大学法人上越教育大学と上越市との「ものづくり支援パートナー協定」締結調印式及び締結記念シ

ンポジウム

平成23年９月13日（火）上越市と「ものづくり支援パートナー協定」を締結した。

本協定は，本学と上越市が相互の特色を尊重し，緊密かつ組織的な連携・協力を推進することにより，

工業振興と産業の発展及び人材育成において寄与するとともに，地域経済の活性化を図り，もって地域社

会に貢献することを目的としている。

はじめに，若井学長と村山上越市長による「ものづくり支援パートナー協定」締結調印式が執り行われ，

引き続き「発酵食品によるまちづくり～地域における発酵産業の今後」と題して，協定締結記念シンポジ

ウムを開催した。

今後は，教員養成大学の人材育成ノウハウを生かした「ものづくり，ひとづくり，まちづくり」を上越

市と推進していく。
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○科学研究費補助金申請説明会

本学教員を対象として，平成24年度科学研究費補助金の応募に向けた説明会を次のとおり実施した。

日 時：平成23年９月15日（木）13：30～14：15

場 所：第２講義棟202教室

説明内容：１．研究計画調書の作成について

・作成上の留意点 ・作成にあたってのアドバイス等の紹介

２．採択者からのアドバイス

参 加 者：34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，今年度３回目の大学院説明会を実施した。

期 日 平成23年９月24日（土）

会 場 本学第２講義棟202室 他

参 加 者 38人

○第４回辰野千壽教育賞授与式

平成23年９月30日（金），第４回辰野千壽教育賞授与式を開催した。当日は，最優秀賞を受賞された山本

靖さん（新潟県立新発田南高等学校教諭）にその栄誉を讃え，賞状を授与するとともに，副賞を贈呈した。

優秀賞は上田郁子さん（長崎県諫早市立北諫早中学校教諭），佐久間奈々子さん（新潟県新潟市立寄居中学

校教諭）が受賞した。

前列左から， 戸北理事，新井郁男（(財)教育調査研究所理事長）様，初代学長の辰野千壽先生，上田郁子さん，山本靖

さん，佐久間奈々子さん，若井学長，髙田喜久司（新潟工科大学教授）様，渡部理事

後列左から，川村教授，西村教授，佐藤副学長，林教授，廣瀬教授
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○アセアン加盟国中学生招聘交流事業の訪問団来訪

平成23年10月５日（水）に，国立妙高青少年自然の家が計画したアセアン加盟国中学生招聘交流事業 の

一環として，訪問団14人（タイ王国の中学生６人，ミャンマー連邦共和国の中学生６人，引率者２人）の

来訪を受けた。

訪問団は，歓迎式，日本語に関する特別講義，大学の幼児教育の授業，英語の授業を参観，学生との交

流会，課外活動（アカペラサークルJADE）を体験し，日本の大学生活を1日体験した。

○山屋敷地区防災訓練

10月５日（水）に、山屋敷地区防災訓練等を実施した。

この訓練は、３月11日に発生した東日本大震災を教訓として，地震発生時における学生・教職員の安全

確保，避難誘導，情報収集・伝達等の訓練をとおして，防災意識の向上と防災体制の充実を目的としてい

る。

今回の訓練では，例年の避難，初期消火訓練に加え，防災備品として保有する「炊き出し用大釜」を用

いた湯沸かし，「簡易トイレ」の組立も取り入れた。

簡易トイレの組立訓練 炊き出し用大釜を用いた湯沸し訓練
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○平成23年度第２回文献の探し方ガイダンス他

附属図書館では，館主催またはゼミ単位や授業単位により文献探索の方法としてのデータベースの

利用，及び他館への文献複写依頼と図書の現物借受の方法に関する説明会を実施した。

期 日 平成23年10月11日（火）～14日(金)，17日(月）

場 所 附属図書館マルチメディアコーナー

参加人数 ８人

※４月～10月の参加累計は144人。（うち附属図書館主催57人，ゼミ及び授業単位87人）

○健康保持増進講演会

教職員及び学生を対象に，「平成23年度上越教育大学健康保持増進計画」に基づき，健康保持増進の啓発

を図ることを目的として，平成23年10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「心の健康診断の意義」

講師 保健管理センター 増井晃教授

Ⅱ「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

○糸魚川市立中学校の大学訪問見学

平成23年10月19日（水）に新潟県糸魚川市立中学校（能生中学校，糸魚川東中学校，青海中学校）の１

年生約130名の生徒の「大学訪問見学」を受け入れた。

糸魚川市では，市内中学生に近隣の大学やそこで主体的に学ぶ姿を見学する機会を提供し，中学生の進

路に対する意識を高め，夢や希望をもって意欲的に学習に取り組もうとする態度を育成することを目的に，

昨年度から実施されている。

今回の「大学訪問見学」では，授業見学や本学学生との懇談などを行うことで，訪れた生徒たちに，上

越教育大学の魅力を存分に感じていただいた。

なお，第２回目が，平成23年11月14日（月）に予定されている。

○ミニ・オープンキャンパス2011

大学祭（越秋祭）の日に高校生，保護者等を対象としたミニ・オープンキャンパスを実施した。参加者

は，普段とは違った活気あふれる学生の姿や大学祭ならではのキャンパスの雰囲気など，オープンキャン

パスにはない新たな発見をしたようである。

期 日 平成23年10月29日（土）

会 場 本学講義棟201室

参 加 者 93人

内 容 午前：大学紹介（学長，副学長，在学生の３者によるフリー・トーキング），在学生の体験

談発表

午後：個別相談（カリキュラム，キャンパスライフ，就職情報，入試情報）



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

1 准教授 時得　紀子 台湾
国際音楽教育学会における科研
成果発表及び台北市立教育大学
との情報交換

平成23年７月３日～
平成23年７月10日

外国出張

2 准教授 五十嵐　素子 スイス
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７月９日～
平成23年７月17日

外国出張

3 准教授 周東　和好 スイス
ｷﾞﾑﾅｽﾄﾗｰﾀﾞ(世界体操祭)におけ
る世界の体操に関する資料収集

平成23年７月９日～
平成23年７月18日

外国出張

4 教授 有澤　俊太郎 イギリス
英国リテラシー学会(UKLA)出席
及び資料収集

平成23年７月13日～
平成23年７月23日

海外研修

5 教授 五十嵐　透子 アメリカ

･現実療法3日ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参加
･ﾛｼﾞｬｰｽﾞ･ﾒﾓﾘｱﾙ病院視察
･国際強迫性障害連盟年次ｶﾝﾌｧﾚ
ｽ参加など

平成23年７月23日～
平成23年８月５日

外国出張

6 教授 大庭　重治 アメリカ
ｱﾒﾘｶ心理学会において研究資料
の収集を行うため

平成23年８月３日～
平成23年８月９日

外国出張

7 准教授 葉石　光一 アメリカ
第119回ｱﾒﾘｶ心理学会での研究
発表及び情報収集

平成23年８月３日～
平成23年８月９日

外国出張

8 准教授 早川　裕隆 アメリカ
日米学校･授業研修交流ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
参加

平成23年８月７日～
平成23年８月13日

外国出張

9 教諭 江谷　和樹 インドネシア
ｶﾞﾑﾗﾝ･ﾊﾞﾗｶﾞﾝｼﾞｭｰﾙの表演特性
に基づくｱｼﾞｱ伝統音楽の教材開
発の資料収集のため

平成23年８月20日～
平成23年８月26日

外国出張

10 教授 平野　絹枝 中国
第16回国際応用言語学会(AILA
2011)大会における発表及び応
用言語学の資料収集

平成23年８月22日～
平成23年８月26日

外国出張

11 教授 下里　俊行 ロシア 資料調査
平成23年８月29日～
平成23年９月６日

外国出張

12 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

University of the West of
England(｢西ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ大学｣)で
行うｲｷﾞﾘｽ応用言語学会におけ
る研究発表，ﾛﾝﾄﾞﾝ大学SOASの
Itesh Sachdev教授と今後の研
究(第二言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能略に関
する社会的な独自性,多言語同
時習得)について打合せ,ｲｷﾞﾘｽ
学校教育現場における教室談話
のﾃﾞｰﾀを集めるため

平成23年８月29日～
平成23年９月26日

海外研修

13 教授 下里　俊行 ロシア
ﾕｰﾗｼｱ史に係る教材用資料調査
のため

平成23年９月８日～
平成23年９月11日

外国出張

14 准教授 五十嵐　素子 イギリス
日英共同ｺﾛｷｱﾑ･第84回日本社会
学会における研究成果発表,研
究打合せ,情報収集等のため

平成23年９月11日～
平成23年９月17日

外国出張

15 教授 我妻　敏博 アメリカ
聾学校，聴覚障害者高等教育機
関の視察及び情報収集

平成23年９月12日～
平成23年９月22日

外国出張

○海外渡航

16



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

16 講師 香曽我部　琢 スイス
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９月14日～
平成23年９月19日

外国出張

17 教授 藤岡　達也 マレーシア
ﾏﾚｰｼｱ工科大学で科研費に関す
る研究調査を実施するとともに
研究資料の収集を行う

平成23年９月16日～
平成23年９月21日

外国出張

18 教授 梅野　正信 韓国

｢韓中日の共通教材を実現する
ための専門家ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ｣(主催:
北東ｱｼﾞｱ歴史財団,成均館大学
東ｱｼﾞｱ歴史研究所,(社)ｱｼﾞｱ平
和と歴史研究所)招聘による発
表

平成23年９月23日～
平成23年９月25日

外国出張

19 教授 中村　雅彦 ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ共和国
科学研究費補助金によるｵｵﾊｼﾓ
ｽﾞ類の生態調査

平成23年９月24日～
平成23年11月29日

外国出張

20 准教授 志村　喬 イギリス
日本地理学会参加発表及び英国
北ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ社会科教育調査のた
め

平成23年９月25日～
平成23年10月２日

外国出張

21 教授 北條　礼子 台湾 台湾國小学校英語関連資料収集
平成23年10月３日～
平成23年10月６日

外国出張

22 准教授 野地　美幸 台湾 言語習得資料収集
平成23年10月３日～
平成23年10月６日

外国出張

23 准教授 洞谷　亜里佐 台湾
大学院定員充足のための大学等
訪問のため

平成23年10月３日～
平成23年10月６日

外国出張

24 教授 天野　和孝 ドイツ
研究計画に沿いｹﾞｯﾁﾝｹﾞﾝ大学に
保管されている北米,ﾖｰﾛｯﾊﾟの
科学合成群集を検討するため

平成23年10月４日～
平成23年11月１日

外国出張

25 教授 下里　俊行 フランス
世界史教材研究のための資料調
査

平成23年10月５日～
平成23年10月10日

外国出張

26 副学長 戸北　凱惟 韓国
第4回日韓教育大学学長懇談会
出席のため

平成23年10月８日～
平成23年10月11日

外国出張

27 教授 小林　辰至 アメリカ
科学ﾘﾃﾗｼｰ育成に関する資料収
集とNAAEE(北米環境教育学会)
への出席と研究発表のため

平成23年10月８日～
平成23年10月13日

外国出張

28 准教授 周東　和好 中国
中国教師教育学会国際学会大会
への出席および研究発表のため

平成23年10月13日～
平成23年10月18日

外国出張

29 教授 得丸　定子 オーストラリア
第26回死と悲嘆の国際ﾜｰｸｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ会議に参加するため

平成23年10月22日～
平成23年10月30日

外国出張

30 講師 森口　佑介 アメリカ

Taylor教授の研究室を訪問し,
幼児の認知機能の発達や脳機能
の発達についてのお互いの研究
を発表し,議論を行う

平成23年10月23日～
平成23年10月30日

外国出張

17



主要日誌（学報№１１８　平成２３年１１月１０日号）

■大学
事　　　　　　　　　　項

７月３日 （日） 大学院入学相談会（東京会場）
７月６日 （水） 第４回入学試験委員会

第３回国際交流推進室会議
第４回衛生委員会
第１回国際交流推進後援会理事会

７月10日 （日） J-TEST実用日本語検定受検
７月12日 （火） 韓国教員大学校短期留学プログラム（受入れ）の実施（～7/19）
７月13日 （水） 第113回教育研究評議会
７月19日 （火） 第３回教育実習委員会
７月20日 （水） 第37回大学改革委員会

第１回情報システム企画運用委員会
第４回教務委員会

７月25日 （月） 第62回大学評価委員会
７月26日 （火） 第15回カリキュラム企画運営会議
７月27日 （水） 第127回教授会

平成23年度構内クリーンデー
７月29日 （金） 第２回総合学生支援室会議

第２回辰野千壽教育賞実行委員会
７月30日 （土） 博士課程上越Ｄ１セミナー

第２回教職大学院フォローアップ研修会
８月１日 （月） 学長と附属学校長との懇談会

第２回学術研究委員会
８月３日 （水） 第114回教育研究評議会

第５回衛生委員会
第２回国際交流推進後援会理事会

８月４日 （木） オープンキャンパス2011
８月５日 （金） 教育実践研究発表会（学教センター）
８月８日 （月） くびきの奨学金授与式
８月９日 （火） 第４回国際交流推進室会議

平成23年度保育実習（学部２年次　～9/3）
８月10日 （水） 第38回大学改革委員会
８月11日 （木） 平成23年度短期留学生成果発表会
８月18日 （木） 第５回入学試験委員会

平成23年度保育実習（学部４年次　～8/31）
８月22日 （月） 第５回教務委員会
８月24日 （水） 第128回教授会
８月25日 （木） 平成23年度短期外国人留学生修了証書授与式
８月26日 （金） 第３回辰野千壽教育賞実行委員会
８月27日 （土） 平成24年度大学院入試（前期募集）
８月29日 （月） 第16回カリキュラム企画運営会議
８月30日 （火） 第５回国際交流推進室会議
９月１日 （木） 平成23年度留学生の日本文化・歴史体験及び地域交流に関する研修
９月２日 （金） 平成23年度短期外国人留学生修了証書授与式

第４回辰野千壽教育賞選考委員会
９月５日 （月） 第６回教務委員会

平成23年度保育実習（学部４年次　～9/16）
平成23年度（秋期）教育実習（学部１年次　～9/9）
平成23年度（秋期）教育実習（学部２年次　～9/8）
平成23年度（秋期）教育実習（学部３年次，免Ｐ２年次及び科目等履修
生　～9/27）

９月７日 （水） 第６回衛生委員会
９月８日 （木） 第１回ＣＳＴ養成事業実施委員会

月　日
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事　　　　　　　　　　項月　日
赤倉地区防災訓練

９月９日 （金） 第６回入学試験委員会
  第４回学生委員会

９月10日 （土） 大学院入学相談会（東京会場）
９月12日 （月） 第129回教授会

平成23年度（秋期）教育実習（学部２年　～9/29）

９月13日 （火）
国立大学法人上越教育大学と上越市との「ものづくり支援パートナー協
定」締結調印式及び締結記念シンポジウム

９月14日 （水） 第115回教育研究評議会
平成24年度大学院入試（前期募集）合格者発表

９月15日 （木） 科学研究費補助金申請説明会
９月21日 （水） 第７回教務委員会
９月24日 （土） 第３回大学院説明会（上越会場）
９月27日 （火） 平成23年度（前期）学位記授与式

第17回カリキュラム企画運営会議
第３回地域連携推進室会議

９月28日 （水） 第130回教授会
第20回連合大学院委員会

９月29日 （木） 第６回国際交流推進室会議
９月30日 （金） 第４回辰野千壽教育賞授与式

国際交流推進後援会奨学金授与式
10月４日 （火） 第３回研究推進支援室会議
10月５日 （水） 山屋敷地区防災訓練

平成23年度第１回施設安全・環境委員会
アセアン加盟国中学生招聘交流事業の訪問団来訪
第７回衛生委員会

10月８日 （土） 大学院入学相談会（東京会場，新潟会場）
10月11日 （火） 第２回文献の探し方ガイダンス（～10/14（金），17(月)）
10月12日 （水） 第116回教育研究評議会

第７回入学試験委員会
10月14日 （金） 教員養成課程学生合宿研修（～10/15（土））
10月18日 （火） 第65回役員会

第32回経営協議会
第21回学長選考会議

10月19日 （水） 第８回教務委員会
健康保持増進講演会
糸魚川市立中学校の大学訪問見学

10月25日 （火） 学長と平成23年度入学留学生の懇談会
10月26日 （水） 第131回教授会

第２回就職委員会
第２回教員免許状更新講習実施委員会
第21回連合大学院委員会

10月28日 （金） 第29回大学祭（～10/30（日））
10月29日 （土） ミニ・オープンキャンパス2011
10月31日 （月） 第１回動物実験委員会

第18回カリキュラム企画運営会議

■附属幼稚園
事　　　　　　　　　　項

７月６日 （水） 園開放デー
七夕まつり

７月11日 （月） 避難訓練
７月15日 （金） うみ組宿泊保育（～16日（土））
７月22日 （金） 第１学期終業式
８月27日 （土） 園見学デー
８月28日 （日） 園開放デー

月　日
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事　　　　　　　　　　項月　日
園見学デー

９月１日 （木） 第２学期始業式
９月７日 （水） 避難訓練
９月14日 （水） 第２回研究保育
９月16日 （金） 入園選考説明会
10月12日 （水） 第19回幼児教育研究会
10月24日 （月） 平成24年度入園選考（～25日（火））

■附属小学校
事　　　　　　　　　　項

７月４日 （月） 自由参観日
４年生給食試食会・茶話会

７月６日 （水） ふれあい集会
７月８日 （金） ２年生親子ＰＴＡ
７月14日 （木） ６年生親子ＰＴＡ
７月15日 （金） ３年生給食試食会・茶話会
７月22日 （金） 第１学期終業式
９月１日 （木） 第２学期始業式
９月２日 （金） ４年生親子ＰＴＡ
９月５日 （月） 教育実習（～27日(火)）
９月８日 （木） ３年生親子ＰＴＡ
９月９日 （金） 避難訓練

環境整備作業
９月13日 （火） １年生親子ＰＴＡ
９月14日 （水） 自由参観日

ふれあい集会
９月27日 （火） 教育実習生を送る会
９月28日 （水） １～５年生個別懇談
９月29日 （木） １～５年生個別懇談
９月30日 （金） １～５年生個別懇談
10月13日 （木） ふれあいデー
10月14日 （金） 環境整備作業
10月23日 （日） 開校30周年記念ポプラ祭

■附属中学校
事　　　　　　　　　　項

７月３日 （日） 学校説明会
７月22日 （金） 第１学期終業式
７月26日 （火） わくわく大学デー（～８／５（金））
８月29日 （月） 第２学期始業式
９月３日 （土） 桜城体育祭
９月28日 （水） 避難訓練
10月18日 （火） 平成23年度教育研究協議会

月　日

月　日
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