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学 事

○平成24年度保育実習

・学部２年次

８月８日（水）～９月１日（土）の間の 10 日間

上越市及び近隣市町村の福祉施設（上越市立ひまわり荘他８施設）で保育実習Ⅱを行

った。

・学部４年次

８月 16 日（木）～８月 29 日（水）又は９月３日（月）～９月 14 日（金）の間の 10 日

間

上越市立保育園（上越市立東城保育園他 11 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25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 175人，合格者 164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 41人，合格者 40人であった。

出 願 期 間 平成24年７月11日（水）～７月24日（火）

試 験 日 平成24年８月23日（木）

合 格 発 表 平成24年９月12日（水）

○平成24年度（秋期）教育実習

・学部１年次

９月４日（火）～ 14 日（金）（４日間）

小規模小学校（６校）及び特別支援学校（６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３日（月）～ 27 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３日（月）～９月 24 日（月）

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24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 24 年 10 月 12 日(金)・13 日(土)

場 所 国立妙高青少年自然の家

参加人員 ３年次学生 154 人

教職員 24 人
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○第30回大学祭（越秋祭）

期 日 平成 24 年 10 月 26 日(金)～ 10 月 28 日(日)

テ ー マ 感謝！感激！越秋祭

３０（さわ）げ！３０（さわ）ＧＯ！ＧＴＯ！！

グレートティーチャーに俺はなる！

参加人数 ３日間延べ約 3,300 人（一般市民含む）

本部企画 オープニングパレード（10 月７日（日））

体育祭・前夜祭（10 月 26 日（金））

中夜祭（10 月 27 日（土））

お笑いライブ等（10 月 28 日（日））

森三中・バッドボーイズ・がっつきたいか

Rafvery

後夜祭（10 月 28 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

H24.7.1 免 学校教育実践研究センター長事務代理 戸　北　凱　惟 理事

大学教員

H24.9.1 昇　　任 教授（学校教育学系） 橋　本　定　男 准教授（学校教育学系）

H24.9.30 退　　職 東京学芸大学教育学部講師 末　松　裕　基 講師(学校教育学系）

事務系職員

H24.9.1 兼務解除 総務部総務課人事・労務チーム主査（主に人事担当） 中　村　真　吾
総務部総務課副課長（人事・労務担当）兼総務部総務
課人事・労務チーム主査（主に人事担当）

配 置 換 総務部総務課総務チーム主査（主に秘書担当） 渡　邉　一　美 総務部総務課人事・労務チーム主査（主に共済担当）

配 置 換 総務部総務課人事・労務チーム主査（主に人事担当） 永　井　和　行 総務部広報室広報チーム主査（主に広報担当）

配 置 換 総務部総務課人事・労務チーム主査（主に共済担当） 松　﨑　富　江
学務部研究連携室研究連携チーム主査（主に地域連携
担当）

配 置 換 総務部広報室広報チーム主査（主に広報担当） 田　上　弘　美 総務部総務課総務チーム主査（主に秘書担当）

配 置 換
学務部研究連携室研究連携チーム主査（主に地域連携
担当）

渡　邊　真紀子
学務部学生支援課学生支援チーム主査（主に課外活動
担当）

配 置 換
学務部就職支援室就職支援チーム主査（主に就職情報
担当）

松　﨑　良　一
総務部施設マネジメント課施設チーム主査（主に固定
資産管理担当）

配 置 換 総務部財務課財務チーム主任 髙　橋　信　寿 総務部財務課経理・契約チーム主任

配 置 換 総務部施設マネジメント課施設チーム主任 岩　澤　秀　輝 総務部財務課財務チーム主任

配 置 換 学務部学生支援課学生支援チーム主任 木　村　康　司 学務部入試課入試チーム主任

配 置 換 学務部入試課入試チーム主任 谷　口　紀　子 学務部就職支援室就職支援チーム主任

配 置 換 総務部財務課経理・契約チーム 倉　内　孝　行 学務部教育支援課学校連携チーム

採　　用 学務部教育支援課学校連携チーム 北　村　健　一

非常勤職員

（事務補佐員）

H24.9.1 配 置 換 総務部総務課総務チーム 佐々木　崇　博 総務部総務課人事・労務チーム

H24.10.1 採　　用 学務部学術情報課学術情報チーム 大　堀　容　子

H24.10.5 退　　職 田　村　あゆみ 総務部財務課経理・契約チーム

H24.10.9 採　　用 総務部財務課経理・契約チーム 伊　藤　裕　美

H24.10.31 退　　職 （期間満了） 竹　田  敦　子 学務部教育支援課学校連携チーム

異　動　事　項 氏　　　　名 現　・　旧　職

人　　　事
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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

宮下　敏恵 学長指名 准教授 24.10.1～26.3.31

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

教授 24.10.1～25.3.31
浅倉委員と
交代

氏　　　名 委員会組織における職名又は所属等 職　名

畔上　直樹 社会系教育連合講座 准教授

斎藤　敏夫 自然系教育連合講座 准教授

学生委員会

研究倫理審査委員会

24.10.1付け連合研究科担当

24.10.1付け連合研究科担当

連合大学院委員会

備　考

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

教授会に置かれる委員会
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一般通報事項

○役員会

■第71回役員会

期 日 平成24年10月17日（水）

議 題

１ 役員報酬及び職員給与の改正

２ 業務達成基準を適用する事業計画

３ 平成24年度学内補正予算

４ 東日本大震災等で被災した受験者への特別措置

５ ハートアイシステム協定の解約

○経営協議会

■第36回経営協議会

期 日 平成24年10月17日（水）

議 題

１ 役員報酬及び職員給与の改正

２ 業務達成基準を適用する事業計画

３ 平成24年度学内補正予算

４ 東日本大震災等で被災した受験者への特別措置

５ ハートアイシステム協定の解約

○教育研究評議会

■第126回教育研究評議会

期 日 平成24年７月11日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 平成24年度産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業

３ 外国の大学等との交流協定締結

■第127回教育研究評議会

期 日 平成24年８月８日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 受託研究の受入れ
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■第128回教育研究評議会

期 日 平成24年９月12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

■第129回教育研究評議会

期 日 平成24年10月３日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 大学改革の方向性

３ ハートアイシステム協定の解約

○教授会

■第144回教授会

期 日 平成24年７月25日（水）

議 題

１ 学籍異動

２ 特別聴講学生の受入れ

■第145回教授会

期 日 平成24年８月21日（火）

議 題

１ 学籍異動

２ 転専攻・コース判定

３ 平成24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146回教授会

期 日 平成24年９月10日（月）

議 題

１ 平成25年度大学院入試（前期募集）合格者の判定

２ 平成25年度教育職員免許取得プログラム受講者の判定

■第147回教授会

期 日 平成24年９月26日（水）

議 題

１ 学籍異動
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■第148回教授会

期 日 平成24年10月24日（水）

議 題

１ 学籍異動

２ 学研災付帯賠償責任保険の全員（大学院学生）加入

○平成24年度第２回文献の探し方ガイダンス他

附属図書館では，図書館主催，またはゼミ及び授業単位でガイダンスを開催し，文献探索の方法として，

データベースの活用法及び相互利用サービスの申込方法（文献複写や図書の借受など）について説明を行

った。

期 日 平成24年７月～10月

場 所 附属図書館マルチメディアコーナー，情報訓練室

参加人数 41人（うちゼミ及び授業単位36人）

※４月～10月の参加累計は105人。（うちゼミ及び授業単位50人）

○学生宿舎火災避難訓練（単身用学生宿舎）

入居者の防災意識の高揚を図るとともに，火災時の通報，避難及び初期消火等の訓練を目的として火災

避難訓練を実施した。

実 施 日 平成24年７月４日（水）

内 容 ①通報，避難・誘導訓練

②消火器を使用しての初期消火訓練

③上越南消防署による指導，講評

参加人員 295名
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○男女共同参画推進講演会

本学の男女共同参画推進に向けた取組の一環として，教職員及び学生を対象に平成24年７月11日（火）

講義棟201教室において次のとおり講演会を実施した。

講演内容 「介護の心得教えます！」

講師 梨本 直子 氏（元上越市保健師，元介護施設長）

○博士課程上越Ｄ１セミナー

平成24年度兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科に入学し，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，長谷川春生氏（平

成23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24年７月21日（土）

場 所 人文棟113教室

参加者 博士課程学生，アドバイザー，教職員 計10人

○平成24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25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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○オープンキャンパス2012

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40人の増となる767人となり，参加者からのアンケートの回答では，「進路を決

定する上でとても役に立った。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24年８月３日（金）

会 場 本学講堂ほか

参 加 者 767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）

○ウェストミンスター・スクール（オーストラリア）への訪問

平成24年８月４日（土）～９日（木）の間，附属小学校５・６年生20名が，大学の海外交流協定校であ

るウェストミンスター・スクール（オーストラリア・アデレード）を訪問した。

８月６日（月）に同校を訪れ，日本語授業に参加したり，校内ツアーや現地のスポーツを楽しんだりし

た。附属小学校の子どもは日本の遊びを紹介し，現地の子どもとの交流を深めた。３～７年生の集う集会

も催され，盛大な歓迎を受けた。翌日は，アデレード市内の博物館及び動物園をバディーと共に訪れ，見

聞をひろめた。

10月２日（火）には，同校の18名が附属小学校を訪問し，感動の再会を果たした。
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○科学研究費助成事業説明会

８月21日（火）に，科学研究費助成事業の獲得向上を目的として，日本学術振興会研究事業部研究助成

第一課の松本課長を講師に招き，科学研究費助成事業説明会を開催した。

川崎副学長の挨拶の後，松本講師から「「科研費」の最近の動向」と題した講演の中で，科学研究費助成

事業の制度の概要，応募，審査，適正な執行等について説明があり，会場は近隣の大学からの参加者を含

め，約60名の教職員が熱心に聴講し，有意義な説明会となった。

また，本学教員を対象として，平成25年度科学研究費助成事業の応募に向けた説明会を次のとおり実施

した。

日 時：平成24年９月13日（木）13：30～14：00

場 所：第２講義棟202教室

説明内容：研究計画調書の作成について

作成上の留意点

参 加 者：25名

○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24年９月８日（土）

会 場 表参道・新潟館ネスパス

参 加 者 15人

【東京会場】

期 日 平成24年10月６日（土）

会 場 本学東京サテライトオフィス

参 加 者 17人
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○赤倉地区防災訓練

９月13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

技能の向上と防災に対する心構え，防災意識の高揚を図ること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。

初期消火活動

○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24年９月22日（土）

会 場 本学第２講義棟202室 他

参 加 者 47人
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○第５回辰野千壽教育賞授与式

平成24年９月28日（金），第５回辰野千壽教育賞授与式を開催した。当日は，優秀賞を受賞された青木善

治さん（新潟県阿賀野市立笹岡小学校教頭），新福悦郎さん（鹿児島県いちき串木野市立串木野中学校教諭），

西澤国之さん（長野県須坂園芸高等学校教諭）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。なお，最優秀賞を受賞した竹田和夫さん（新潟県立新潟向陽高等学校教諭）は校務のため欠席した。

左から，新福悦郎さん，青木善治さん，西澤国之さん

○平成24年度第１回外部評価委員会

平成24年10月１日（月）に，平成24年度第１回国立大学法人上越教育大学外部評価委員会を開催した。

外部評価は，教育活動の質の向上を目指すため外部の有識者が行う評価であり，外部評価委員には，以

下の６氏に就任していただいた。

第１回目である今回は，「教育の成果」，「教育の質の向上及び改善のためのシステム」，「学生支援等」に

関し，大学が作成した外部評価自己評価書を基に意見交換を行い，その内容の確認や委員間の共通理解を

図った。次回開催は12月に予定している。

・外部評価委員会委員

富山県教育委員会理事・教育次長 荒井 克博氏

全国公立学校教頭会顧問 井部 良一氏

国士舘大学文学部教授 臼井 嘉一氏

新潟県高等学校長協会会長 草間 俊之氏

上越市教育委員会教育長 中野 敏明氏

本学名誉教授 星名 信昭氏



14

○ウェストミンスター・スクール（オーストラリア）訪問団の来訪

本学の交流協定校であるウェストミンスター・スクールの生徒及び引率者の計21名が，平成24年

10月１日（月）～３日（水）の日程で本学を訪れ，附属小学校児童及び学生との交流を行った。

訪問中の活動は，次のとおり。

１日 大学での活動（歓迎式，日本文化の授業，クラブ活動見学など）

ショッピング

２日 附属小学校での活動（音楽集会，調理体験，授業参加，日本の文化体験など）

平和記念公園見学

３日 茶道体験

市内見学（高田城三重櫓，本町通りほか）

大学での活動（お別れ式）

【写真】日本文化の授業
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○台湾・国立新竹教育大学と交流協定を締結

10月19日（金），教育研究交流に関する交流協定締結のため，台湾の国立新竹教育大学・陳惠邦学

長を本学にお迎えし調印式を行った。締結後，若井学長と陳学長は笑顔で握手を交わし，引き続き美

術教育その他の分野について，教育研究交流・学生交流を推進していくことを確認した。

午後には「国立新竹教育大学の紹介」と題し講演が行われ，70名の学生・教職員が陳学長の講演に

耳を傾けた。終了後は英語，中国語，ドイツ語などで活発な意見交換が行われた。今回の締結で本学

の交流協定締結校は９校となった。

【写真】握手を交わす台湾の国立新竹教育大学・陳惠邦学長（左）と若井学長

○ミニ・オープンキャンパス2012

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24年10月27日（土）

会 場 本学講義棟201室

参 加 者 126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）
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○山屋敷地区防災訓練

10月31日（水）に，山屋敷地区防災訓練を実施した。

この訓練は，大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，通報伝達等の訓練

をとおして，非常事態発生時に即応できる技能の向上と防災意識の高揚を図ることを目的としている。

今回の訓練は，授業時間中に大地震が発生したことを想定し，授業担当教員による初動対応として，緊

急地震速報発表時の対応，地震発生時の安全の確保，避難場所への学生誘導等の訓練を実施した。

負傷者の救護訓練 消火器操作訓練

○健康保持増進講演会

教職員及び学生を対象に，「平成24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

を目的として，平成24年10月31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 「歩くからこそ，人間は健康でいられる」

講師 芸術・体育教育学系 池川 茂樹 講師
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職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

1 教授 松本　　修 台湾
日本語教育講座のｶﾘｷｭﾗﾑ等に関
する調査

平成24年７月６日～
平成24年７月９日

外国出張

2 准教授 宮川　　健 韓国

第12回数学教育世界会議
(ICME12)に参加し,証明に関する
研究の成果発表,資料収集するた
め

平成24年７月８日～
平成24年７月15日

外国出張

3 准教授 髙橋　　等 韓国
算数･数学授業における子どもの
ｱｲﾃﾞｨﾝﾃｨﾃｨ-と数学的知識の形成
との関係に係る資料収集

平成24年７月８日～
平成24年７月15日

外国出張

4 教授 時得　紀子
ギリシャ
イギリス

国際音楽教育学会における科研
成果発表及びﾛﾝﾄﾞﾝ大学における
情報交換

平成24年７月14日～
平成24年７月25日

外国出張

5 教授 得丸　定子 オーストラリア
国際家政学会2012年世界大会に
参加するため

平成24年７月15日～
平成24年７月22日

外国出張

6 教授 石野　正彦 韓国
戦略的な教育支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにお
ける韓国のICT教育,教師教育の
仕組み等に関する視察のため

平成24年７月18日～
平成24年７月21日

外国出張

7 准教授 原　　瑞穂 韓国
戦略的な教育支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにお
ける韓国のICT教育,教師教育の
仕組み等に関する視察のため

平成24年７月18日～
平成24年７月21日

外国出張

8
特任准教
授

中野　博幸 韓国
戦略的な教育支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにお
ける韓国のICT教育,教師教育の
仕組み等に関する視察のため

平成24年７月18日～
平成24年７月21日

外国出張

9
特任准教
授

清水　雅之 韓国
戦略的な教育支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにお
ける韓国のICT教育,教師教育の
仕組み等に関する視察のため

平成24年７月18日～
平成24年７月21日

外国出張

10 准教授 宮川　　健 台湾

数学教育心理学会36回年会
(PME36)に参加し,証明に関する
研究の成果発表,資料収集するた
め

平成24年７月18日～
平成24年７月22日

外国出張

11 准教授 髙橋　　等 台湾
算数･数学授業における子どもの
ｱｲﾃﾞｨﾝﾃｨﾃｨ-と数学的知識の形成
との関係に係る資料収集

平成24年７月18日～
平成24年７月22日

外国出張

12 講師 末松　裕基 イギリス
英国教育経営学会年次大会への
参加及び学校経営に関する研究
資料の収集

平成24年７月18日～
平成24年７月27日

外国出張

13 教授 大庭　重治 アメリカ
ｱﾒﾘｶ心理学会において研究発表
及び資料収集を行うため。

平成24年８月１日～
平成24年８月７日

外国出張

14 准教授 葉石　光一 アメリカ
第120回ｱﾒﾘｶ心理学会に出席し,
研究成果を発表する

平成24年８月１日～
平成24年８月７日

外国出張

15 准教授 山縣耕太郎 ボリビア

科研基盤研究 (A) 地球温暖化に
よる熱帯高山の氷河縮小が生態
系や地域住民に及ぼす影響の解
明に関わる調査

平成24年８月２日～
平成24年８月20日

外国出張

16 副学長 佐藤　芳德 オーストラリア ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ･ｽｸｰﾙ訪問引率のため
平成24年８月４日～
平成24年８月９日

外国出張

17 教授 北條　礼子 オーストラリア ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ･ｽｸｰﾙ訪問引率のため
平成24年８月４日～
平成24年８月９日

外国出張

18 校長 加藤　雅啓 オーストラリア ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ･ｽｸｰﾙ訪問引率のため
平成24年８月４日～
平成24年８月９日

外国出張

19 教頭 泉　　　豊 オーストラリア ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ･ｽｸｰﾙ訪問引率のため
平成24年８月４日～
平成24年８月９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

20 指導教諭 関谷　俊彦 オーストラリア ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ･ｽｸｰﾙ訪問引率のため
平成24年８月４日～
平成24年８月９日

外国出張

21 教諭 茂木　淳子 オーストラリア ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ･ｽｸｰﾙ訪問引率のため
平成24年８月４日～
平成24年８月９日

外国出張

22 教諭 磯野　正人 オーストラリア ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ･ｽｸｰﾙ訪問引率のため
平成24年８月４日～
平成24年８月９日

外国出張

23 教諭 中山　　舞 オーストラリア ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ･ｽｸｰﾙ訪問引率のため
平成24年８月４日～
平成24年８月９日

外国出張

24 養護教諭 丸山　美貴 オーストラリア ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ･ｽｸｰﾙ訪問引率のため
平成24年８月４日～
平成24年８月９日

外国出張

25
人事･労務
ﾁｰﾑ ｽﾀｯﾌ 市村　　渉 ドイツ

日独勤労青年交流派遣事業に参
加のため

平成24年８月７日～
平成24年８月21日

外国出張

26 教授 黎　　子椰 中国
中国北京市における高等学校技
術教育の実態調査

平成24年８月11日～
平成24年８月19日

海外研修

27 教授 釜田　　聡 中国　　　　　　
東ｱｼﾞｱの学校教育に関する研究
会出席等のため

平成24年８月17日～
平成24年８月20日

外国出張

28 教授 志村　　喬 ドイツ
第32回国際地理学連合学会(ﾄﾞｲﾂ
ｹﾙﾝ大会)に出席のため

平成24年８月24日～
平成24年９月１日

外国出張

29 助教 山本隆一郎 ハンガリー

12th International Congress
of Behavioral Medicineに出席
し,科学研究補助金の研究の発表
をするため

平成24年８月28日～
平成24年９月３日

外国出張

30 准教授 周東　和好
フィンランド
中国

ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞにおける学校教育および
体操に関する諸機関の視察なら
びに研究資料の収集,第5回中日
教師教育学術研究集会への出席,
研究発表のため

平成24年９月６日～
平成24年９月19日

外国出張

31 教授 五十嵐透子 アメリカ

J-Center conference参加
University of Iowaにて,協定校
契約更新および学生間交流の打
合せとｶﾞｲﾀﾞﾝｽの実施

平成24年９月８日～
平成24年９月23日

外国出張

32 教授 中村　雅彦 ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ共和国
科学補助金によるｵｵﾊｼﾓｽﾞ類の生
態調査

平成24年９月８日～
平成24年11月27日

外国出張

33 講師 香曽我部　琢 韓国 共同保育所の調査
平成24年９月13日～
平成24年９月16日

外国出張

34 教授 時得　紀子
中国
韓国

中日教師教育学術研究集会およ
び国際幼児教育学会における科
研成果発表と北京師範大学,徳成
女子大学における情報交換

平成24年９月13日～
平成24年９月25日

外国出張

35 准教授 辻野けんま ドイツ
ﾄﾞｲﾂ教育学会ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟへの参加
のため

平成24年９月18日～
平成24年９月24日

外国出張

36 教授 梅野　正信 韓国

歴史教育の資料収集及び第2回全
国社会科教育学会･韓国社会科教
育学会研究交流に出席し研究成
果や関連資料を収集する｡申請者
の研究に資すると共に講義等を
通して学生･院生に還元する｡

平成24年９月21日～
平成24年９月24日

外国出張

37 教授 浅倉　有子 ロシア連邦 ｱｲﾇ漆器関係資料の調査のため
平成24年９月28日～
平成24年10月５日

外国出張

38 准教授 五十嵐素子 中国 研究授業の実施のため
平成24年10月14日～
平成24年10月18日

外国出張

39 准教授 辻野けんま アメリカ
教師教育ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞに関する調査
ならびに学校訪問等

平成24年10月21日～
平成24年10月28日

外国出張

40 教授 釜田　　聡 アメリカ

ESD,初等中等教育実習と高等教
育の質的充実及びｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ教育
に関する研究の現地調査と資料
収集のため

平成24年10月22日～
平成24年10月30日

外国出張
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職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

41
特任准教
授

金子　淳嗣 アメリカ

ESD,初等中等教育実習と高等教
育の質的充実及びｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ教育
に関する研究の現地調査と資料
収集のため

平成24年10月22日～
平成24年10月30日

外国出張

42
特任准教
授

亀山　　浩 アメリカ

ESD,初等中等教育実習と高等教
育の質的充実及びｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ教育
に関する研究の現地調査と資料
収集のため

平成24年10月22日～
平成24年10月30日

外国出張

43
特任准教
授

中野　英康 アメリカ

ESD,初等中等教育実習と高等教
育の質的充実及びｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ教育
に関する研究の現地調査と資料
収集のため

平成24年10月22日～
平成24年10月30日

外国出張

44 教授 後藤　　丹 オーストリア

ｻﾊﾞﾃｨｶﾙ期間を利用し,ｳｨｰﾝに滞
在｡作曲理論関係および作曲家ｱﾙ
ﾊﾞﾝ･ﾍﾞﾙｸ関係の資料,楽譜を収集
する｡

平成24年10月23日～
平成25年１月25日

外国出張

45
特任准教
授

津野　治彦 アメリカ

ESD,初等中等教育実習と高等教
育の質的充実及びｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ教育
に関する研究の現地調査と資料
収集のため

平成24年10月26日～
平成24年10月30日

外国出張
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■大学
事　　　　　　　　　　項

７月２日 （月）第25回カリキュラム企画運営会議
７月４日 （水）第４回入学試験委員会

第１回ＮＨＫ特別連続講座
第４回衛生委員会
学生宿舎火災避難訓練（単身用学生宿舎）

７月５日 （木）第４回国際交流推進室会議
７月11日 （水）第126回教育研究評議会　

第43回大学改革委員会
男女共同参画推進講演会

７月13日 （金）第２回研究倫理審査委員会
７月17日 （火）第１回男女共同参画推進委員会
７月18日 （水）第４回教務委員会

第３回教育実習委員会
７月19日 （木）第１回知的財産本部会議

第１回災害対策本部会議
７月21日 （土）博士課程上越Ｄ１セミナー
７月24日 （火）第２回学校ボランティア支援室会議
７月25日 （水）第144回教授会

平成24年度第２回全学教職員集会
平成24年度構内クリーンデー

７月26日 （木）第２回辰野千壽教育賞実行委員会
７月30日 （月）第67回大学評価委員会

第３回学術研究委員会
８月１日 （水）第26回カリキュラム企画運営会議

第２回ファカルティ・ディベロップメント委員会
第５回衛生委員会

８月３日 （金）オープンキャンパス2012
８月６日 （月）第１回保健管理センター運営委員会
８月８日 （水）第127回教育研究評議会

第44回大学改革委員会
第２回ＮＨＫ特別連続講座
第５回国際交流推進室会議

８月９日 （木）第５回入学試験委員会
第３回研究倫理審査委員会

８月20日 （月）第５回教務委員会
８月21日 （火）第145回教授会

科学研究費助成事業説明会
８月23日 （木）平成25年度大学院入試（前期募集）
８月31日 （金）第３回辰野千壽教育賞実行委員会
９月３日 （月）第27回カリキュラム企画運営会議

第２回総合学生支援室会議
９月５日 （水）第６回衛生委員会
９月６日 （木）第４回学生委員会

第６回教務委員会
第６回国際交流推進室会議

９月７日 （金）第５回辰野千壽教育賞選考委員会
第６回入学試験委員会

９月８日 （土）大学院入学相談会（東京会場）
９月10日 （月）第146回教授会
９月11日 （火）第４回研究倫理審査委員会

月　日

主要日誌
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事　　　　　　　　　　項月　日
９月12日 （水）第128回教育研究評議会

第45回大学改革委員会
平成25年度大学院入試（前期募集）合格者発表

９月13日 （木）科学研究費助成事業応募説明会
赤倉地区防災訓練

９月19日 （水）第７回教務委員会
９月20日 （木）第５回研究倫理審査委員会
９月22日 （土）第３回大学院説明会（上越会場）
９月24日 （月）第３回地域連携推進室会議
９月25日 （火）セクシュアル・ハラスメント等人権侵害相談員等研修
９月26日 （水）第147回教授会

第27回連合大学院委員会
９月28日 （金）第５回辰野千壽教育賞授与式
10月１日 （月）第１回外部評価委員会

ウェストミンスター・スクール初等部来訪（～10／3（水））
10月３日 （水）第129回教育研究評議会

第46回大学改革委員会
第３回ＮＨＫ特別連続講座
第７回衛生委員会

10月４日 （木）第２回セクシュアル・ハラスメント等人権侵害対策委員会
10月５日 （金）第７回国際交流推進室会議
10月６日 （土）大学院入学相談会（東京会場）
10月９日 （火）第１回ＣＳＴ養成事業実施委員会

平成24年度第２回文献の探し方ガイダンス（～10／12（金），15
（月）)

10月10日 （水）第７回入学試験委員会
10月11日 （木）第４回教育実習委員会
10月12日 （金）教員養成課程学生合宿研修（～10／13（土））
10月15日 （月）第28回カリキュラム企画運営会議

第19回ＧＰ支援室会議
10月16日 （火）第８回教務委員会
10月17日 （水）第23回学長選考会議

第36回経営協議会
第71回役員会

10月19日 （金）上越教育大学と国立新竹教育大学との交流協定調印式
10月24日 （水）第148回教授会

第２回就職委員会
10月26日 （金）第30回大学祭（～10／28（日））
10月27日 （土）ミニ・オープンキャンパス2012
10月29日 （月）第２回教員研修モデルカリキュラム開発プログラム連携協議会
10月31日 （水）第６回研究倫理審査委員会

山屋敷地区防災訓練
健康保持増進講演会

■附属幼稚園
事　　　　　　　　　　項

７月４日 （水）園開放デー
七夕まつり

７月13日 （金）うみ組宿泊保育（～14日）
７月20日 （金）第１学期終業式

月　日
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事　　　　　　　　　　項月　日
８月25日 （土）園開放デー
９月３日 （月）第２学期始業式
９月18日 （火）第２回研究保育
９月19日 （水）入園選考説明会
10月10日 （水）第20回幼児教育研究会
10月20日 （土）休日保育参観
10月22日 （月）平成25年度入園選考（～23日（火））
10月26日 （金）秋のなかよし遠足

■附属小学校
事　　　　　　　　　　項

７月９日 （月）自由参観日，３年給食試食会・茶話会
７月11日 （水）ふれあい集会・ふれあいデー
７月13日 （金）６年生親子活動
７月19日 （木）２年給食試食会・茶話会
７月24日 （火）第１学期終業式
７月25日 （水）夏季休業（～８／31日（金））
８月４日 （土）ウェストミンスター校訪問（～９日（木））
９月３日 （月）第２学期始業式，教育実習（～24日（月））
９月４日 （火）２年生親子活動
９月６日 （木）１年生親子活動
９月７日 （金）第２回避難訓練
９月11日 （火）３年生親子活動
９月14日 （金）環境整備作業
９月19日 （水）自由参観日，ポプライベント
９月25日 （火）１～５年生個別懇談（～27日（木））
10月２日 （火）ウェストミンスター校来訪
10月９日 （火）環境整備作業
10月11日 （木）ふれあいデー
10月17日 （水）ポプラステージ
10月21日 （日）ポプラ祭
10月25日 （木）４年２組宿泊体験活動（～26日（金））
10月30日 （火）４年生親子活動
10月31日 （水）６年生宿泊体験活動（～11／２日（金））

■附属中学校
事　　　　　　　　　　項

７月１日 （日）学校説明会
７月17日 （火）２年森小屋体験（～18日（水））
７月18日 （水）１年地域学習（～19日（木））
７月20日 （金）第１学期終業式
７月23日 （月）わくわく大学デー（～８／３（金））
８月27日 （月）第２学期始業式
９月１日 （土）桜城体育祭
９月26日 （水）第２回避難訓練
10月12日 （金）教育研究協議会
10月25日 （木）１年地層観察学習

月　日

月　日
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