
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

(掲載期間：平成 23年 11月 1日～平成 24年２月 29日) 

 
 

目   次 
 
 ◇学 事････････････････････････････････････１ 

■大学院入試（中期募集） 

■大学入試センター試験 

■学部推薦入試 

  ■学部一般入試（前期日程） 

  ■情報セキュリティ講演会 

 
◇人 事････････････････････････････････････２ 

  ■人事異動 

  
◇一般通報事項･･････････････････････････････４ 

■役員会 

■経営協議会 

■教育研究評議会 

■教授会 

■平成 23 年度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 

■附属幼稚園開園 20 周年，附属小・中学校開校

30 周年記念事業の実施 

  ■永年勤続者表彰状授与式 

  ■平成 23年度上越市学校教育支援協議会 

 
■ハラスメント防止講演会 
■都道府県教育委員会との情報交換会 
■平成 23年度上教大・看護大連携公開講座 

■平成 23年度文化講演会（第２回） 

■平成 23年度国立大学法人上越教育大学と新潟 

県立看護大学との連携推進協議会 

■『「隣」の銀河の星の材料，全貌の把握に成功』 

  記者会見を実施 

■赤倉地区防災訓練 

■国際交流講演会「オーストラリアの教育事情」 

■第４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 

■大雪に伴う排雪作業等の実施 

■平成 23年度上越教育大学教職大学院外部評価会 

■救急（応急手当）講習会 

■ファカルティ・ディベロップメント講演会 

■平成 23年度第１回プロジェクト成果発表会 

■海外渡航 

 
◇主要日誌･･････････････････････････････････16

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

学 報 
No.119 

 

平成２４年３月１０日発行 

上 越 教 育 大 学 



1

学 事

○大学院入試（中期募集）

平成24年度大学院学校教育研究科入学試験（中期募集）を次のとおり実施した。

修士課程は，募集人員 94人（学校教育専攻 33人，教科・領域教育専攻 61人）に対し，

応募者 86人，合格者 64人であった。

専門職学位課程（教職大学院）は，募集人員 18人（教育実践高度化専攻 18人）に対し，

応募者 35人，合格者 33人であった。

出 願 期 間 平成23年10月18日（火）～10月27日（木）

試 験 日 平成23年11月26日（土）

合 格 発 表 平成23年12月12日（月）

○大学入試センター試験

平成24年度大学入試センター試験を１月14日（土）・15日（日）に実施した。本学を試

験場とする志願者は，812人であった。

○学部推薦入試

平成24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132人，合格者50人であった。

出 願 期 間 平成23年12月８日（木）～平成23年12月14日（水）

試 験 日 平成24年１月31日（火）

合 格 発 表 平成24年２月８日（水）

○学部一般入試（前期日程）

平成24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225人，合格者87人であった。

出 願 期 間 平成24年１月23日（月）～平成24年２月１日（水）

試 験 日 平成24年２月25日（土）

合 格 発 表 平成24年３月８日（木）

○情報セキュリティ講演会

本学の情報通信システム，情報資産の安全確保のため，情報セキュリティ対策を推進す

るにあたり，啓発活動として全構成員を対象として開催したものであり，今回は特に小中

学校の教育現場における情報セキュリティの問題点を実際の事例をもとに解説するととも

に，その実態を踏まえて必要となる対策をテーマとして実施した。

期 日 平成24年２月１日(水)

場 所 特別講義室（講301）

講 師 教育ネットワーク情報セキュリティ推進委員会（ISEN）委員 青木 崇 氏

参加人員 87人



2

○人事異動

発令年月日 発令事項等

部局長等

H23.11.1 任　　命 経営協議会委員 竹　田　幸　雄 新潟県中学校長会会長（上越市立城北中学校長）

大学教員

H23.11.1 休職期間更新 （２３．１１．１～２４．５．１） 朝　倉　啓　爾 教授（学校教育学系）

H23.12.1 採　　用 講師（学校教育学系） 城　間　祥　子 愛媛大学教育・学生支援機構教育企画室助教

H24.1.1 昇　　任 教授（学校教育学系） 松　沢　要　一 准教授（学校教育学系）

昇　　任 教授（臨床・健康教育学系） 河　合　　　康 准教授（臨床・健康教育学系）

附属教員

H23.12.29 休　　職 （２３．１２．２９～２４．２．１７） 千　原　健　志 附属中学校教諭

事務系職員

H23.11.1 休職期間更新 （２３．１１．１～２３．１２．３１） 畔　上　雅　子 総務部総務課人事・労務チーム主任

昇　　任 総務部施設マネジメント課施設チーム主任 伊　部　秀　子 総務部施設マネジメント課施設チーム

H23.11.30 休　　職 （２３．１１．３０～２４．３．３１） 後　藤　　　渉 総務部総務課人事・労務チーム主任

H23.12.1 担当命免
総務部総務課人事・労務チーム主査（主に給与
担当）

細　野　　　学 総務部総務課人事・労務チーム主査（主に共済担当）

担当命免
総務部総務課人事・労務チーム主査（主に共済
担当）

渡　邊　一　美 総務部総務課人事・労務チーム主査（主に給与担当）

H24.1.1 休職期間更新 （２４．１．１～２４．３．３１） 畔　上　雅　子 総務部総務課人事・労務チーム主任

H24.1.26 免 総務部長事務取扱 渡　部　良　和 事務局長

命 事務局長事務取扱 戸　北　凱　惟 理事

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

命 総務部長事務取扱 戸　北　凱　惟 理事

H24.2.27 免 事務局長事務取扱 戸　北　凱　惟 理事

免 総務部長事務取扱 戸　北　凱　惟 理事

命 総務部長事務取扱 渡　部　良　和 事務局長

非常勤職員

（事務補佐員）

H23.11.1 採　　用 総務部施設マネジメント課施設チーム 阿　部　祐　子

採　　用 学務部学術情報課学術情報チーム 江　島　千　恵

H24.2.29 退　　職 （期間満了） 江　島　千　恵 学務部学術情報課学術情報チーム
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一般通報事項

○役員会

■第66回役員会

期 日 平成23年11月９日（水）

議 題

１ 年度計画の変更

２ 平成23年度補正予算

■第67回役員会

期 日 平成23年12月21日（水）

議 題

１ 東日本大震災等で被災した受験者への特別措置

■第68回役員会

期 日 平成24年１月12日（木）

議 題

１ 業務達成基準を適用する事業計画

２ 平成23年度学内補正予算

３ 平成24年度学内予算編成方針

４ 新潟サテライトキャンパスの廃止

○経営協議会

■第33回経営協議会

期 日 平成24年１月12日（木）

議 題

１ 業務達成基準を適用する事業計画

２ 平成23年度学内補正予算

３ 平成24年度学内予算編成方針

○教育研究評議会

■第117回教育研究評議会

期 日 平成23年11月９日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 年度計画の変更
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■第118回教育研究評議会

期 日 平成23年12月14日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 平成22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 平成23年度本学評価基準による自己点検・評価結果

■第119回教育研究評議会

期 日 平成24年１月11日（水）

議 題

１ 教員人事

■第120回教育研究評議会

期 日 平成24年２月15日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 部局長等（学系長）の選考

３ 経営協議会委員（学外委員）の選考

○教授会

■第132回教授会

期 日 平成23年11月30日（水）

議 題

１ 長期履修学生の履修期間変更

■第133回教授会

期 日 平成23年12月９日（金）

議 題

１ 平成24年度大学院入試（中期募集）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

■第134回教授会

期 日 平成23年12月21日（水）

議 題

１ 平成23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

２ 平成23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
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■第135回教授会

期 日 平成24年１月25日（水）

議 題

１ 上越教育大学科目等履修生規則等の一部改正

■第136回教授会

期 日 平成24年２月７日（火）

議 題

１ 平成24年度推薦入試合格者の判定

２ 平成23年度学生表彰

■第137回教授会

期 日 平成24年２月22日（水）

議 題

１ 学籍異動

２ 平成23年度学位論文等提出者に係る学位論文等総合審査
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○平成23年度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

上越地域（上越市，柏崎市，糸魚川市，妙高市）教育委員会と本学との連携推進協議会を，平成23年11

月２日（水）に開催した。

連携推進協議会では，現職教員の高度研修機関である本学の特質を活かし，高度な臨床的指導力の向上

を図る人材養成及び教育相談等を中核とした，組織的・継続的な地域貢献を推進することを目的として，

様々な協議が行われた。

○附属幼稚園開園20周年，附属小・中学校開校30周年記念事業の実施

附属幼稚園が開園してから20周年，附属小学校と附属中学校が開校してから30周年を迎えたことを記念

して，三校園それぞれの行事等（親子活動，ポプラ祭，桜城文化祭，演奏会）に合わせて平成23年10月か

ら11月に記念式典を行うとともに，11月５日（土）には上越市内の式場において，三校園とＰＴＡ主催の

合同記念祝賀会を挙行した。

記念祝賀会では，文部科学省，新潟県教育委員会，上越市・妙高市・糸魚川市の教育委員会及び幼・小

・中学校関係者，大学関係者並びに附属学校職員ＯＢらが出席した。三校園ＰＴＡ有志による合唱「故郷

（ふるさと）」で幕を開け，記念事業実行委員長の内山附属中学校ＰＴＡ会長からあいさつの後，文部科学

省高等教育局の今井大学振興課教員養成企画室長，上越市の中野教育委員会教育長，若井学長からそれぞ

れ祝辞が述べられた。懐かしい顔ぶれも揃うなか，和やかな歓談のひとときが持たれ，学内外の関係者

約260名全員で幼稚園歌と小・中学校歌を歌うなど，盛大に祝った。
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○平成23年度上教大・看護大連携公開講座

上越教育大学と新潟県立看護大学との連携事業の一環

として，連携公開講座を開催した。

長年医療現場で研究し，全米で高い評価を得ているサ

ンドラ・サンチェス氏が終末期における緩和ケア，コミ

ュニケーションの重要性について熱く語った。参加した

看護関係者，教育関係者，一般参加者それぞれが，自分

の立場からの終末期コミュニケーション教育の重要性に

ついて再確認する機会となった。

日 時 11月20日（日）10:30～12:00

場 所 新潟県立看護大学 第２ホール

テーマ 「人を勇気づけ安らぎを与えるコミュニケーションとは－医療現場のおける研究成果から－」

講 師 サンドラ・サンチェス 氏

（テキサス大学アンアントニオ校 ヘルスサイエンスセンター 准教授）

参加者 約80名

○平成23年度文化講演会（第２回）

市民の学習機会の充実を目的として，上越市と上越教育大学との共催により，振興協力会とも連携して

今年度２回目の文化講演会を開催した。

タレントのダニエル・カール氏が，30年前にＡＬＴ（外国語指導助手）として山形県へ赴任した当時を

振り返り，「アメリカ生まれの山形育ち。僕にとって最高のところとなった」と紹介した。その後，これま

で経験したユニークなエピソードなどを語り，「日本はバラエティー豊富」と地方によって異なる方言や食

文化，四季を魅力に挙げ，「どの地方に行っても自慢できる宝がある。恵まれている身の回りの良さに気付

いてほしい。」と呼びかけた。

日 時 11月23日（水）15:00～16:30

場 所 上越教育大学 講堂

テーマ 「頑張っぺ，オラの大好きな日本～地域には必ず《宝》がある～」

講 師 ダニエル・カール 氏（タレント）

参加者 約250名
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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23

年11月24日（木）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（永年勤続者）に

表彰状を授与するとともに，記念品を贈呈した。

内藤 美加 教授（学校教育学系）

田島 弘司 准教授（学校教育学系）

山縣耕太郎 准教授（人文・社会教育学系）

中村 雅彦 教授（自然・生活教育学系）

髙橋 信寿 財務課経理・契約チーム主任

○平成23年度上越市学校教育支援協議会

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，平成23年11月25日（金）と平成23年２月13日（月）に

開催された。

本協議会において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行われた。

○ハラスメント防止講演会

本学のセクシュアル・ハラスメント等人権侵害の防止対策の一環として，平成23年11月29日（火）講義

棟301教室において教職員及び学生を対象に，次のとおり講演会を実施した。

講演内容 「大学で起きているパワー・ハラスメント，アカデミック・ハラスメント，

その防止と解決 －先生！それハラスメントですよ！－」

講師 広島大学ハラスメント相談室准教授 北仲 千里先生

○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23年12月４日（日）に新潟県，新潟市，青森県，岩手県，宮

城県，福島県，群馬県，埼玉県，長野県，長崎県の各教育委員会との情報交換会を本学で開催し，主に，

本学の大学院教育に関する情報交換を行った。
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○平成23年度国立大学法人上越教育大学と新潟県立看護大学との連携推進協議会

本学と新潟県立看護大学との連携推進協議会を，平成23年12月６日（火）に開催した。

連携推進協議会では，それぞれの大学の教育研究等の充実を図り，もって地域社会に貢献することを目

的として，様々な協議が行われた。

○『「隣」の銀河の星の材料、全貌の把握に成功』記者会見を実施

自然・生活教育学系の濤崎智佳准教授と国立天文台の研究グループが，さんかく座銀河（M33、距離270

万光年）において，星の“ゆりかご”となる物質の広域かつ精密な地図を世界で初めて完成させたことを，

平成23年12月22日(木)に国立天文台と共同記者会見を行い発表した。記者会見は東京田町のキャンパス・

イノベーションセンター東京において実施し，11社におよぶ報道陣が取材に訪れた。

この研究成果の意義は，天の川銀河以外の銀河に対して，非常に精密な分子ガスと塵の地図を世界で初

めて完成し，星を作る材料とその材料を作る「工場」の分布を示したことであり，現代天文学の重要な課

題の一つである星間物質から星の形成へ一連のプロセスを理解するための重要な手掛かりとなることが期

待されている。

○赤倉地区防災訓練

赤倉地区防災訓練を，平成23年12月22日（木）実施

した。

今回は，深夜に火災が発生したことを想定し，初期

消火，避難（誘導），応急手当，通報伝達等の訓練を

実施した。

積雪が多い冬季に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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○国際交流講演会「オーストラリアの教育事情」

本学の大学間交流協定校であるオーストラリアのウェスト

ミンスタースクールから，日本語教育及びコンピュータ教育

を担当している亀井香織氏を招へい（平成23年12月17日（土）

～平成24年１月24日（火））し，研究交流を行うとともに，平

成24年1月19日（木）には，同氏を講師として「オーストラリ

アの教育事情」をテーマに講演会を開催（本学の学生及び教

職員を含む市民約30名が参加）した。

○第４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

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平成24年１

月20日（金）に開催した。

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

委員会からは早川義務教育課長を始め２人，新潟市教育委員会からは大塚教育次長を始め４人，本学から

は若井学長を始め13人が出席し，様々な協議が行われた。

○大雪に伴う排雪作業等の実施

今年は全国的に昭和59〜61年のいわゆる「３年豪雪」以来26年ぶりの大雪となっているが，本学におい

ても構内の積雪が２ｍに達し，建物等への影響や，教育研究・学生生活環境の悪化が懸念される状況とな

ったことから，排雪作業（除雪車等により構内道路や駐車場の端に溜まった雪を崩し，他の場所へ搬出す

る作業）やプレハブ倉庫・自転車小屋等の雪降ろし等を実施した。

それらの作業は，平成24年１月31日（火）以降，ほぼ毎日行われ，山屋敷団地構内の学生・教職員駐車

場等，各附属学校，世帯用・単身用学生宿舎駐車場などを順次実施し，簡易な建物等の倒壊の防止，児童

・生徒・学生等の安全を確保した。

○平成23年度上越教育大学教職大学院外部評価会

上越教育大学教職大学院外部評価会を平成24年２月３日（金）に開催した。

この評価会は，本学教職大学院の教育活動全般について，関係教育委員会及び外部有識者による評価を

実施し，今後の教育活動の改善に資することを目的としている。

当日は，新潟県，新潟市，上越市及び妙高市の教育委員会から各１人並びに大学教員２人が出席した。

本学から教職大学院の概要等の説明があり，その後の意見交換では貴重な意見や要望をいただくことがで

きた。
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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

平成24年２月14日（火）に救急（応急手当）講習会を実施した。

当日は救命講習，心肺蘇生，止血処置及びAEDを用いた応急手

当について，所轄消防署救急隊による指導の下，教職員及び大学

院生31人が参加した。

○ファカルティ・ディベロップメント講演会

本学の授業及び研究指導の内容及び方法の改善

を図るため，名古屋大学高等教育研究センターの

夏目達也教授を迎え，平成24年２月24日（金）に

平成23年度ファカルティ・デベロップメント講演

会が開催された。

講演会は「学生の学習活動の現状と支援方策」

というテーマで，名古屋大学の取組み・活動等に

ついて講演があり，授業外学習の時間を学生に促

すために必要な取組について考える機会となった。

本学教職員67名が参加し，講演後には活発な質

疑応答が交わされた。

○平成23年度第１回研究プロジェクト成果発表会

学校教育実践研究センターを会場として，平成24年２月29日（水）に平成23年度第１回上越教育大学研

究プロジェクト成果発表会を実施した。

この研究成果発表会は，教育現場における諸課題を実践的立場から研究し，教育実践学の構築を図るこ

とをテーマとして取り組んできた上越教育大学研究プロジェクトの成果を，広く学校現場等へ還元するこ

とを目的として開催され，多数の現職教員等が参加した。
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職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

1 教授 久保田　善彦 ブラジル

科学研究に関する成果発表のた
め,IADIS International
Cognition and Exploratory
Learning in Digital
Age(CELDA 2011)に参加

平成23年11月４日～
平成23年11月11日

外国出張

2 教授 釜田　　聡 韓国
韓国国際理解教育学会発表(指
定討論者)

平成23年11月12日～
平成23年11月14日

外国出張

3 教授 髙石　次郎　
スペイン
フランス

ﾏﾆｾｽ国際陶芸展に髙石の作品が
選抜･展示されるため,そのｵｰﾌﾟ
ﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄに参加する｡ その後,
ﾊﾞﾚﾝｼｱ･ﾊﾞﾙｾﾛﾅ･ﾊﾟﾘで美術館を
訪問し研究資料の収集を行う｡

平成23年11月14日～
平成23年11月23日

外国出張

4 教授 天野　和孝 イギリス
研究計画に沿いﾘｰｽﾞ大学に保管
されている科学合成群集標本を
検討するため

平成23年11月15日～
平成23年12月11日

外国出張

5 准教授 大前　敦巳 フランス
科学研究費補助金による海外渡
航調査および情報資料収集

平成23年11月27日～
平成23年12月６日

外国出張

6 准教授 大場　浩正 オーストラリア
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ応用言語学会,ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝ
ﾄﾞ応用言語学会共催国際学会に
おいて研究発表を行うため

平成23年11月28日～
平成23年12月３日

外国出張

7 副学長 佐藤　芳徳 アメリカ
大学間交流協定締結候補校視察
のため

平成23年11月28日～
平成23年12月３日

外国出張

8 教授 細江　容子 アメリカ
大学間交流協定締結候補校視察
のため

平成23年11月28日～
平成23年12月３日

外国出張

9 准教授 原　瑞穂 アメリカ
大学間交流協定締結候補校視察
のため

平成23年11月28日～
平成23年12月３日

外国出張

10 特任講師
ﾌﾞﾗｳﾝ･ｱｲｳﾞｧﾝ･
ﾊﾞｰﾅｰﾄﾞ

アメリカ
大学間交流協定締結候補校視察
のため

平成23年11月28日～
平成23年12月３日

外国出張

11
国際交流
ﾁｰﾑ主査 高橋　輝昭 アメリカ

大学間交流協定締結候補校視察
のため

平成23年11月28日～
平成23年12月３日

外国出張

12 教授 平野　絹枝 オーストラリア

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ応用言語学会とﾆｭｰｼﾞｰﾗ
ﾝﾄﾞ応用言語学会共催の国際学
会出席及び(ｼﾄﾞﾆｰ大学での)言
語ﾃｽﾄに関する資料収集

平成23年11月28日～
平成23年12月４日

外国出張

13
特任准教
授

金子　淳嗣 台湾
台湾におけるPISA型学力向上に
かかわる調査のため

平成23年12月１日～
平成23年12月４日

外国出張

14 教授 久保田　善彦 アメリカ
理科教材及び博物館学に関する
調査及び理数科目の数値認識に
関する調査打合せ

平成23年12月６日～
平成23年12月11日

外国出張

15 教授 小林　辰至 アメリカ

連合大学院米国科学博物館にお
ける社会教育及び教員研修ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑ開発のｺﾝｾﾌﾟﾄと教材･教具
の実際を現地調査するため

平成23年12月６日～
平成23年12月11日

外国出張

16 教授 得丸　定子 チェコ
交流協定締結候補校視察及び平
成23年度連合学校教育学研究科
学生生徒発表会出席のため

平成23年12月12日～
平成23年12月17日

外国出張

17
理事兼副
学長

戸北　凱惟 チェコ 交流協定締結候補校視察のため
平成23年12月12日～
平成23年12月17日

外国出張

○海外渡航



14

職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

18 教授 下里　俊行 チェコ 交流協定締結候補校視察のため
平成23年12月12日～
平成23年12月17日

外国出張

19 准教授 原　瑞穂 チェコ 交流協定締結候補校視察のため
平成23年12月12日～
平成23年12月17日

外国出張

20
研究連携室
室長補佐 瀧本　一幸 チェコ 交流協定締結候補校視察のため

平成23年12月12日～
平成23年12月17日

外国出張

21 教授 釜田　　聡 韓国

臨床的ｱﾌﾟﾛｰﾁとESDを基軸とし
た日韓相互理解のための歴史教
育の教材開発研究に関する現地
調査,教育交流

平成23年12月26日～
平成23年12月29日

外国出張

22
特任准教
授

津野　治彦 韓国

臨床的ｱﾌﾟﾛｰﾁとESDを基軸とし
た日韓相互理解のための歴史教
育の教材開発研究に関する現地
調査,教育交流

平成23年12月26日～
平成23年12月29日

外国出張

23 教諭 伊藤　貴史 韓国

臨床的ｱﾌﾟﾛｰﾁとESDを基軸とし
た日韓相互理解のための歴史教
育の教材開発研究に関する現地
調査,教育交流

平成23年12月26日～
平成23年12月30日

外国出張

24 教諭 坂田　和也 韓国

臨床的ｱﾌﾟﾛｰﾁとESDを基軸とし
た日韓相互理解のための歴史教
育の教材開発研究に関する現地
調査,教育交流

平成23年12月26日～
平成23年12月30日

外国出張

25 教授 梅野　正信 台湾 歴史･人権関係の調査･資料収集
平成23年12月27日～
平成23年12月30日

外国出張

26 准教授 斎藤　敏夫 韓国

国際研究集会｢The 8th East
Asian School of Knots and
Related Topics｣における講演
のため

平成24年１月８日～
平成24年１月13日

外国出張

27 教授 天野　和孝 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 地質調査及び化石採集のため
平成24年１月24日～
平成24年２月29日

外国出張

28 教授 松本　修 韓国
韓国における日本語日本文学研
究についての情報収集及び教員
養成に関する情報交換

平成24年１月25日～
平成24年１月27日

外国出張

29 副学長 戸北　凱惟 フィリピン
｢日本の教育大学修士課程制度;
上越教育大学の場合｣講演のた
め

平成24年２月２日～
平成24年２月４日

外国出張

30 副学長 佐藤　芳徳 インドネシア
大学間交流協定締結校の視察の
ため

平成24年２月５日～
平成24年２月10日

外国出張

31 教授 瀬戸　健 インドネシア
大学間交流協定締結校の視察の
ため

平成24年２月５日～
平成24年２月10日

外国出張

32 准教授 河合　康 インドネシア
大学間交流協定締結校の視察の
ため

平成24年２月５日～
平成24年２月10日

外国出張

33 准教授 原　瑞穂 インドネシア
大学間交流協定締結校の視察の
ため

平成24年２月５日～
平成24年２月10日

外国出張

34 特任講師
ﾌﾞﾗｳﾝ･ｱｲｳﾞｧﾝ･
ﾊﾞｰﾅｰﾄﾞ

インドネシア
大学間交流協定締結校の視察の
ため

平成24年２月５日～
平成24年２月10日

外国出張

35
研究連携
室長

細谷　敏明 インドネシア
大学間交流協定締結校の視察の
ため

平成24年２月５日～
平成24年２月10日

外国出張
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職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

36 講師 城間　祥子 台湾

International Conference on
Applied and Theoretical
Information Systems Research
における研究発表のため

平成24年２月９日～
平成24年２月13日

海外研修

37 教授 石野　正彦 シンガポール

ﾌｭｰﾁｬｰｽｸｰﾙ校の現状と課題,小
中学校の実践や研究内容につい
ての調査｡ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙにおける教
員研修(ICT分野)について調査

平成24年２月27日～
平成24年３月２日

外国出張

38
特任准教
授

清水　雅之 シンガポール

学内ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究｢若手教員の
授業力向上に関する実践的研
究｣調査及びﾌｭｰﾁｬｰｽｸｰﾙ先進校
視察

平成24年２月27日～
平成24年３月２日

外国出張
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主要日誌（学報№１１９　平成２４年３月１０日号）

■大学
事　　　　　　　　　　項

11月２日 （水） 第２回研究倫理審査委員会

平成23年度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

第８回衛生委員会
11月５日 （土） 附属幼稚園開園20周年　附属小・中学校開校30周年記念祝賀会
11月８日 （火） 第７回国際交流推進室会議
11月９日 （水） 第66回役員会

第117回教育研究評議会
11月11日 （金） 第８回入学試験委員会
11月14日 （月） 糸魚川市立中学校の大学訪問見学（Ｂグループ）
11月16日 （水） 第９回教務委員会
11月20日 （日） 平成23年度上教大・看護大連携公開講座
11月23日 （水） 平成23年度文化講演会（第２回）
11月24日 （木） 永年勤続者表彰状授与式

第２回男女共同参画推進委員会
第４回教育実習委員会

11月25日 （金） 平成23年度第２回上越市学校教育支援協議会
11月26日 （土） 平成24年度大学院入試（中期募集）
11月29日 （火） ハラスメント防止講演会
11月30日 （水） 第132回教授会

第63回大学評価委員会
第22回連合大学院委員会

12月４日 （日） 都道府県教育委員会との情報交換会

12月６日 （火）
平成23年度国立大学法人上越教育大学と新潟県立看護大学との連携推進
協議会

12月７日 （水） 第39回大学改革委員会
第３回学術研究委員会
第９回衛生委員会
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
第10回教務委員会
第５回学生委員会

12月８日 （木） 第９回入学試験委員会
12月９日 （金） 第133回教授会
12月12日 （月） 平成24年度大学院入試（中期募集）合格者発表
12月13日 （火） 第19回カリキュラム企画運営会議
12月14日 （水） 第118回教育研究評議会

第２回教育実習協力校（園）会議
12月20日 （火） 第10回入学試験委員会
12月20日 （火） 第８回国際交流推進室会議
12月21日 （水） 第67回役員会

第134回教授会
第３回就職委員会
第２回特別支援教育実践研究センター運営委員会
第４回地域連携推進室会議
第23回連合大学院委員会
平成23年度第2回留学生が語る/留学生と語る会

12月22日 （木） 『「隣」の銀河の星の材料、全貌の把握に成功』記者会見を実施
第２回施設安全・環境委員会
平成２３年度第２回赤倉地区防災訓練

１月11日 （水） 第119回教育研究評議会
第22回評価支援室会議

月　日
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事　　　　　　　　　　項月　日
第10回衛生委員会

１月12日 （木） 第68回役員会
第33回経営協議会

１月14日 （土） 平成24年度大学入試センター試験（～15日（日））
１月17日 （火） 第２回教育職員免許取得プログラム支援室会議
１月18日 （水） 第11回入学試験委員会

第９回情報メディア教育支援センター運営委員会
第11回教務委員会

１月19日 （木） 国際交流講演会「オーストラリアの教育事情」

１月20日 （金）
第４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
第５回教育実習委員会

１月24日 （火） 第９回国際交流推進室会議
第３回男女共同参画推進委員会

１月25日 （水） 第135回教授会
第20回カリキュラム企画運営会議
第24回連合大学院委員会

１月27日 （金） 特別支援学校教育実習連絡会
１月30日 （月） 第17回ＧＰ支援室会議

第３回研究倫理審査委員会
１月31日 （火） 平成24年度学部推薦入試
２月１日 （水） 情報セキュリティ講演会

第11回衛生委員会
第６回学生委員会

２月３日 （金） 上越教育大学教職大学院外部評価会
２月６日 （月） 第12回入学試験委員会
２月７日 （火） 第136回教授会
２月８日 （水） 平成24年度学部推薦入試合格者発表

第40回大学改革委員会
保育実習連絡会

２月９日 （木） 第３回教員免許状更新講習実施委員会
２月13日 （月） 平成23年度第３回上越市学校教育支援協議会

第４回学校ボランティア支援室会議
２月14日 （火） 第10回国際交流推進室会議

救急（応急手当）講習会
２月15日 （水） 第120回教育研究評議会

第12回教務委員会
２月21日 （火） 第13回入学試験委員会
２月22日 （水） 第137回教授会

第25回連合大学院委員会
２月23日 （木） 平成23年度短期留学生発表会・留学生発表会
２月24日 （金） ファカルティ・ディベロップメント講演会
２月25日 （土） 平成24年度学部一般入試（前期日程）
２月27日 （月） 第２回ボランティア体験連絡会

平成23年度留学生スキー（～28日）
２月28日 （火） 第64回大学評価委員会

第21回カリキュラム企画運営会議
２月29日 （水） 第23回評価支援室会議

第１回研究プロジェクト成果発表会
第13回教務委員会

　
■附属幼稚園

事　　　　　　　　　　項
11月１日 （火） 平成２４年度入園児選考検査結果発表
11月18日 （金） 祖父母保育参観・もちつき大会
11月28日 （月） 避難訓練

月　日
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事　　　　　　　　　　項月　日
11月29日 （火） 保育について語る会
12月22日 （木） 第２学期終業式
１月10日 （火） 第３学期始業式
１月22日 （日） 園開放デー
２月１日 （水） 豆まき会
２月10日 （金） お楽しみ発表会
２月17日 （金） 避難訓練

■附属小学校
事　　　　　　　　　　項

11月４日 （金） ふれあいデー
11月17日 （木） ６年生宿泊体験活動（～18日(金)）
11月20日 （日） 休日参観日

学校説明会
12月１日 （木） 自由参観日

ふれあいデー
12月10日 （土） 平成24年度新１年生入学選考
12月15日 （木） 平成24年度新１年生入学選考合格発表
12月22日 （木） 第２学期終業式
１月10日 （火） 第３学期始業式
１月12日 （木） 国立嘉義大学附属小学校（台湾）来校（～13日(金)）
１月19日 （木） 学力テスト（～20日(金)）
１月23日 （月） 文部科学省研究開発学校第２回運営指導委員会
１月25日 （水） ふれあいデー集会
１月26日 （木） 自由参観日

第３回避難訓練
２月６日 （月） ２年生スキー教室
２月８日 （水） ３・４年生スキー教室
２月９日 （木） ５・６年生スキー教室（～10日(金)）
２月14日 （火） １年生スキー教室
２月15日 （水） 個別面談（～17日(金)）

冬の音楽集会
２月22日 （水） ６年生を送る会
２月23日 （木） １年生スケート教室
２月24日 （金） ２年生スケート教室

平成24年度新１年生入学説明会
２月27日 （月） ５・６年ＰＴＡ
２月28日 （火） 附属幼稚園と１年生の交流会

３・４年ＰＴＡ
２月29日 （水） １・２年ＰＴＡ

■附属中学校
事　　　　　　　　　　項

11月３日 （木） 開校30周年記念桜城文化祭／秋の合唱コンクール
11月24日 （木） 開校30周年記念式典・公演
12月２日 （金） ３年生ミュージカル発表会
12月17日 （土） 平成24年度新入生徒選考検査
12月20日 （火） 平成24年度新入生徒選考検査合格者発表
12月22日 （木） 第２学期終業式
１月７日 （土） 新入生及び保護者入学説明会
１月10日 （火） 第３学期始業式
１月26日 （木） １・２学年スキー合宿（～27日（金））

月　日

月　日
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