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学 事

○大学院入試（中期募集）

平成25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 96人（学校教育専攻 35人，教科・領域教育専攻 61人）に対し，

応募者 119人，合格者 102人であった。

専門職学位課程（教職大学院）は，募集人員 23人（教育実践高度化専攻 23人）に対し，

応募者 25人，合格者 25人であった。

出 願 期 間 平成24年10月16日（火）～10月25日（木）

試 験 日 平成24年11月23日（金）

合 格 発 表 平成24年12月10日（月）

○大学入試センター試験

平成25年度大学入試センター試験を１月19日（土）・20日（日）に実施した。本学を試

験場とする志願者は，808人であった。

○学部推薦入試

平成25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148人，合格者50人であった。

出 願 期 間 平成24年12月10日（月）～平成24年12月14日（金）

試 験 日 平成25年２月１日（金）

合 格 発 表 平成25年２月13日（水）

○学部一般入試（前期日程）

平成25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321人，合格者88人であった。

出 願 期 間 平成25年１月28日（月）～平成25年２月６日（水）

試 験 日 平成25年２月25日（月）

合 格 発 表 平成25年３月８日（金）

○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る。

今回は，学校における情報セキュリティ，特に情報漏えい問題について実際の事例をも

とに解説するとともに，これら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 25 年２月６日(水)

場 所 特別講義室（講 301）

講 師 鳴門教育大学大学院学校教育研究科 准教授 藤村 裕一 氏

参加人員 72 人
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○学生表彰

クラス担当教員又は学生団体顧問教員等の推薦に基づき，研究活動や社会活動で優れた

成果を上げている学生，課外活動で優秀な成績を収めた学生や課外活動団体，学業が特に

優れている学生等を対象とし，学生表彰式を実施し，表彰状を授与するとともに記念品を

贈呈した。

なお，学業が特に優れている学生の表彰は，卒業証書・学位記授与式で行われる。

期日：平成 25 年１月 30 日（水）

場所：学長室

（表彰式終了後，学長を囲んで記念撮影する一同）

・被表彰者及び課外活動団体

被表彰者氏名 表 彰 事 由

大学院学校教育研究科 「第 14 回雪梁舎フィレンツェ賞展」

教科・領域教育専攻 フィレンツェ大賞 受賞

芸術系コース（美術）

２年

吉田 正俊

弓道部 「平成 24 年度第 28 回全国教育系大学弓道選手権大会」女子団体 優勝

飯田郁子，酒井優加，

髙島祥子，竹谷美紀，

古川真紀，三浦ひろみ

学校教育学部 「第 52 回全国教育（学芸）大学卓球選手権大会」一般男子シングルス

１年 優勝

松本 大輝



○人事異動

発令年月日 発令事項等

大学教員

H24.12.1 昇　　任 准教授（臨床・健康教育学系） 村　中　智　彦 講師（臨床・健康教育学系）

H25.1.1 昇　　任 准教授（学校教育学系） 生　澤　繁　樹 講師（学校教育学系）

昇　　任 准教授（学校教育学系） 森　口　佑　介 講師（学校教育学系）

非常勤職員

（事務補佐員）

H24.11.1 配 置 換 学務部教育支援課学校連携チーム 眞　板　和　恵 学務部研究連携室研究連携チーム

採　　用 学務部研究連携室研究連携チーム 松　尾　　　瞳

採　　用 学務部研究連携室国際交流チーム 川　谷　典　子

H25.1.31 退　　職 （期間満了） 大　堀　容　子 学務部学術情報課学術情報チーム

H25.2.18 退　　職 大　滝　由　美 総務部総務課人事・労務チーム

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72回役員会

期 日 平成24年12月19日（水）

議 題

１ 退職手当の改定

■第73回役員会

期 日 平成25年１月29日（火）

議 題

１ 業務達成基準を適用する事業計画

２ 平成24年度学内補正予算

３ 平成25年度学内予算編成方針

４ 事務組織の改組

■第74回役員会

期 日 平成25年２月28日（木）

議 題

１ 役員報酬及び職員給与等の臨時特例措置

○経営協議会

■第37回経営協議会

期 日 平成25年１月29日（火）

議 題

１ 業務達成基準を適用する事業計画

２ 平成24年度学内補正予算

３ 平成25年度学内予算編成方針

４ 平成24年度本学専門職学位課程評価基準による自己点検・評価結果（経営に関する部分）

５ 「本学評価基準」及び「本学評価基準に係る観点・指標」の一部改正

６ 事務組織の改組
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○教育研究評議会

■第130回教育研究評議会

期 日 平成24年11月14日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 受託研究の受入れ

■第131回教育研究評議会

期 日 平成24年12月12日（水）

議 題

１ 教員人事

■第132回教育研究評議会

期 日 平成25年１月16日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 平成23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24年度本学専門職学位課程評価基準による自己点検・評価結果（経営に関する部分を除く）

４ 「本学評価基準」及び「本学評価基準に係る観点・指標」の一部改正

■第133回教育研究評議会

期 日 平成25年１月23日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 部局長等の選考

■第134回教育研究評議会

期 日 平成25年２月13日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 事務組織の改組に伴う学内規則等の改正

○教授会

■第149回教授会

期 日 平成24年11月28日（水）

議 題

１ 長期履修学生の履修期間変更



6

■第150回教授会

期 日 平成24年12月７日（金）

議 題

１ 平成25年度大学院入試（中期募集）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151回教授会

期 日 平成24年12月19日（水）

議 題

１ 学籍異動

２ 平成24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24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 平成24年度学生表彰

■第152回教授会

期 日 平成25年１月23日（水）

議 題

１ 学籍異動

２ 「上越教育大学学校教育学部学生既修得単位等認定規程」及び「上越教育大学大学院学校教育研

究科学生既修得単位認定規程」の一部改正

３ 上越教育大学研究生規則の一部改正

■第153回教授会

期 日 平成25年２月12日（火）

議 題

１ 平成25年度推薦入試合格者の判定

■第154回教授会

期 日 平成25年２月27日（水）

議 題

１ 学籍異動

２ 平成24年度学位論文等提出者に係る学位論文等総合審査

３ 転専攻・コース判定

４ 大学以外の教育施設等における学修のうち文部科学大臣が定める学修に係る単位の認定の一部改

正
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○人形浄瑠璃公演「阿弥陀胸割」
あ み だ のむねわり

上越教育大学振興協力会と上越教育大学の主催により，地域住民，学生，職員に芸術鑑賞の場を設け，

豊かな教養を育むとともに伝統文化の普及を図ることを目的として，人形浄瑠璃公演「阿弥陀胸割」を実

施した。

演目の「阿弥陀胸割」は，江戸時代初期に盛んに上演された古浄瑠璃では著名な作品。

台本は国文学研究資料館所蔵の現存最古の正本をもとに復元されたもので，今回が約400年ぶりの復活初

演であった。

日 時 平成24年11月３日（土）16:00-19:00

平成24年11月４日（日）13:00-16:00

場 所 高田世界館（新潟県上越市本町6-4-21）

演 目 阿弥陀胸割

演 者 猿八座（新潟県佐渡市）

参加者 約260名

主人公の天寿姫(左)とていれい(右) 開演前の様子

○平成24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

平成24年11月８日（木），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。

○「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」をテーマとして選書ツアーを実施した。

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てもらい，附属図書

館の蔵書として利用に供している。

実施状況は次のとおりである。

平成24年11月26日(月)～27日(火) 参加者 学生10名 購入冊数64冊



8

○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24

年11月26日（月）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。

永年勤続者は次のとおりである。

布川 和彦 教授（学校教育学系）

齋藤 一雄 教授（臨床・健康教育学系）

志村 喬 教授（人文・社会教育学系）

野地 美幸 准教授（人文・社会教育学系）

小林 辰至 教授（自然・生活教育学系）

時得 紀子 教授（芸術・体育教育学系）

土田 了輔 准教授（芸術・体育教育学系）

岩澤 秀輝 施設マネジメント課施設チーム主任

栗田 宗央 施設マネジメント課施設チーム主任

村椿 和之 研究連携室国際交流チーム主査

○叙位・叙勲

平成24年秋の叙勲で，大澤 健郎名誉教授に対し，同氏の功績により瑞宝中綬章が下賜された。

また，平成25年１月８日に死去された柿木 吾郎名誉教授に対し，同氏の生前の功績により，正四位瑞

宝中綬章に下賜された。

○職員の改姓

総務部附属学校事務室附属学校チーム

新氏名 棚岡 リツ子

旧氏名 玄番 リツ子
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○上越発酵食品研究会シンポジウム「発酵のまち上越フェスタ」

平成24年12月１日（土），本学と上越市との上越ものづくり支援パートナー協定に基づく事業として，上

越発酵食品研究会を主体とした「発酵のまち上越フェスタ」を開催した。

フェスタでは，発酵と食に関する講演やトークセッションが行われたほか，「発酵食品を活用した弁当」

が会場限定で販売され，多くの市民等に上越に根付く発酵食品の文化を活用しＰＲすることができた。

今後も，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

市と推進していくことが期待される。

○都道府県教育委員会との情報交換会

平成24年12月２日（日）に本学において「平成24年度都道府県教育委員会と上越教育委員会との情報交

換会」を開催した。

この情報交換会は，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おり，学長等本学関係者と岩手県，宮城県，福

島県，群馬県，東京都，新潟県，新潟市，長野県及び長崎県の９都県市教育委員会の関係者が出席し，大

学院教育等について意見を交換した。

○平成24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

平成24年12月５日（水），本学と新潟県立看護大学との連携推進協議会を開催した。

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。
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○赤倉地区防災訓練

12月７日（金）に，赤倉地区防災訓練を実施した。

この訓練は，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。

「避難活動」

○平成24年度第２回外部評価委員会

平成25年１月11日（金）に，平成24年度第２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。

第１回は，本学が作成した外部評価自己評価書をもとに意見交換が行われたが，今回は，授業視察や

教育関係・学生支援関係の施設の視察を行い，本学の実情を理解していただくとともに，今後求められ

る教員像と教員養成のあり方について貴重な意見や助言が寄せられた。今後は各委員からの評価結果を

報告書としてまとめ，学長に提出する予定である。
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○国際交流講演会「民主的な考え方をはぐくむ教育」

去る１月12日，協定校のアメリカ・アイオワ大学教授 グレゴリー・ハモット氏を招へいし，講演

会を開催した。

「民主的な考え方をはぐくむ教育」と題し，グローバル教育の在り方や生きる力について，多角的

な視野での教育の重要性や世界地図を用いた手法について紹介された。さらにグローバル教育に対す

る教員の考え方や授業スタイルについて提案があり，解決に向かう動機付けが必要であると強調した。

講演には，教員，学生，市民約40人が参加し，環境汚染や移民問題など，国や地域を超えた課題の重

要性について再確認する機会となった。

○第６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25年２月５日（火），新潟県庁において「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

委員会からは中山教育次長を始め７名，新潟市教育委員会からは阿部教育長を始め５名，本学からは若井

学長を始め14名が出席し，今後の更なる連携・協働体制の強化に向けて，活発な協議が行われた。

○平成24年度上越市学校教育支援協議会

平成25年２月12日（火）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共に，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。
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○平成24年度研究プロジェクト成果発表会

平成25年２月13日（水），２月20日（水），２月27日（水）に「平成24年度上越教育大学研究プロジェク

ト成果発表会」を学校教育実践研究センターを会場にして実施した。

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。

○「国立大学法人富山大学，富山国際大学及び国立大学法人上越教育大学との連携による教員研修連続講

座の実施に関する覚書」締結調印式

平成25年２月15日（金）「国立大学法人富山大学，富山国際大学及び国立大学法人上越教育大学との連携

による教員研修連続講座の実施に関する覚書」締結調印式が富山大学で行われた。

本教員研修連続講座は，平成22年度より「３大学連携による教員研修連続講座」として，富山大学，富

山国際大学及び富山県内の教育施設を会場に，現職教員や教員を目指す学生を対象に行ってきた。

覚書締結により，これまで培ってきた信頼関係を基に，３大学の教育研究等を，より一層の緊密かつ組

織的な連携・協力で推進するとともに，現職教員に対する研鑽の機会と教員の資質向上への取り組みなど，

今後より地域社会に貢献することが期待されている。
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○救急（応急手当）講習会

２月21日（木）に，救急（応急手当）講習会を実施した。

この講習会は，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，

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

職員及び学生２５名の参加により実施した。

「AEDを用いた心肺蘇生の実習」

○ファカルティ・ディベロップメント研修会（講演会）

平成25年２月28日（木）に「平成24年度ファカルティ・ディベロップメント研修会」を本学において開

催した。

この研修会は，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に毎年度実施しており，北海

道大学高等教育推進機構の鈴木 誠教授を講師に招き，「学生のやる気をいかに引き出すか？ －学ぶ意欲

を引き出す授業デザイン－」のテーマで講演会を行った。

本学教職員等58名が参加し，講演後には活発な質疑応答が交わされた。



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

1 教授 北條　礼子 韓国
小学校英語教育授業参観と情報
収集

平成24年11月５日～
平成24年11月８日

外国出張

2 教授 釜田　　聡 韓国
第13回韓国国際理解教育学会参
加･発表,科研研究推進協議のた
め

平成24年11月９日～
平成24年11月12日

外国出張

3 准教授 大前　敦巳 フランス
科学研究費共同研究｢学力是正施
策の国際比較｣による現地調査実
施のため

平成24年11月10日～
平成24年11月18日

外国出張

4 教授 細江　容子 アメリカ
65th GSA's Annual Scientific
Meeting(第65回ｱﾒﾘｶ老年科学会)
での研究発表と研究の情報収集

平成24年11月13日～
平成24年11月19日

外国出張

5 教授 得丸　定子 アメリカ

科学研究費｢生きがい感を高める
教育｣に関する情報収集及び海外
との研究交流｢子どものｽﾄﾚｽとそ
の低減への取り組み｣に関する情
報収集のため

平成24年11月25日～
平成24年12月３日

外国出張

6 教授 五十嵐透子 台湾

2012 International Conference
on Innovative Education and
Computer and Network
Technology in Educationでの
keynote speech

平成24年11月28日～
平成24年12月４日

外国出張

7 教授 川村　知行 台湾
台湾における異文化理解資料の
収集

平成24年12月２日～
平成24年12月６日

海外研修

8 教授 久保田善彦 コスタリカ

ｺｽﾀﾘｶ大学にて,現在開発中のｼｽﾃ
ﾑのｺｽﾀﾘｶ及び北米での運用に関
する改良の打合せ,およびｼｽﾃﾑの
設定を行う

平成24年12月２日～
平成24年12月８日

外国出張

9 准教授 大場　浩正 シンガポール

国立ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ大学言語ｾﾝﾀｰが主
催する｢外国語教育に関する国際
学会」(CLaSIC 2012)において科
研費による研究成果を発表し,情
報の交換や資料の収集を行うた
め

平成24年12月５日～
平成24年12月９日

外国出張

10 教授 梅野　正信 台湾
総督府統治下における学校教育
および人権問題に関する聴き取
り及び資料収集

平成24年12月６日～
平成24年12月８日

外国出張

11 教授 平野　絹枝 シンガポール
第5回CLS国際学会(CLaSIC 2012)
出席及び,第2言語習得･言語･文
化に関する資料収集のため

平成24年12月６日～
平成24年12月９日

外国出張

12 教授 北條　礼子 台湾
英語教育,異文化教育に関する資
料収集

平成24年12月13日～
平成24年12月17日

外国出張

13 准教授 洞谷亜里佐 台湾
国際交流に関する打合せ並びに
資料収集

平成24年12月13日～
平成24年12月17日

外国出張

14 教授 梅野　正信 韓国

日本植民地下の中等学校及び師
範学校の校友会雑誌研究の事前
調査｡東北ｱｼﾞｱ歴史財団研究員と
資料袖手と調査計画について打
合せを行う｡

平成24年12月20日～
平成24年12月21日

外国出張

15 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

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
ｹｰｼｮﾝ方略に関するL2動機づけ,ｱ
ｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ,英語教材)についての
打合せ｡また,英語教材用及び研
究用の音声ﾃﾞｰﾀを集めるため,ｲ
ｷﾞﾘｽの町の中で実際の英会話を
録音する｡

平成24年12月22日～
平成25年１月４日

海外研修

○海外渡航   
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職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

16 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
に係る調査及び資料収集

平成24年12月25日～
平成24年12月31日

外国出張

17 教授 梅野　正信 中国
人権教育及び師範学校学友会雑
誌研究の打合せ

平成25年１月10日～
平成25年１月12日

外国出張

18 教授 松本　　修 台湾
言語教育･日本語教育に関する調
査

平成25年１月23日～
平成25年１月26日

外国出張

19 教授 石野　正彦 シンガポール
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙにおけるﾌｭｰﾁｬｰｽｸｰﾙの
視察調査研究

平成25年１月30日～
平成25年２月３日

外国出張

20
特任准教
授

清水　雅之 シンガポール
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙにおけるﾌｭｰﾁｬｰｽｸｰﾙ先
進校視察およびNIE(National
Institute Education)視察

平成25年１月30日～
平成25年２月３日

外国出張

21 教諭 小池　克行 シンガポール
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙにおけるﾌｭｰﾁｬｰｽｸｰﾙ実
践校の視察

平成25年１月30日～
平成25年２月３日

外国出張

22 教諭 中野　博史 シンガポール
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙにおけるﾌｭｰﾁｬｰｽｸｰﾙ実
践校の視察

平成25年１月30日～
平成25年２月３日

外国出張

23 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･ﾍﾞﾙｸについての資料･楽譜を
収集し,研究する｡

平成25年２月５日～
平成25年３月27日

外国出張

24
特任准教
授

渡辺　径子 インドネシア
ﾚｽ村小学校調査見学
ｸﾞﾘｰﾝ･ｽｸｰﾙ調査見学

平成25年２月17日～
平成25年２月23日

外国出張

25 教授 石野　正彦 ドイツ
研究会議,資料収集及びﾄﾞｲﾂ教師
教育改革および教員の職能開発
に関する実態調査

平成25年２月18日～
平成25年２月23日

外国出張

26 准教授 辻野けんま ドイツ
研究会議,資料収集及びﾄﾞｲﾂ教師
教育改革および教員の職能開発
に関する実態調査

平成25年２月18日～
平成25年２月23日

外国出張

27 講師 井本　佳宏 ドイツ
研究会議,資料収集及びﾄﾞｲﾂ教師
教育改革および教員の職能開発
に関する実態調査

平成25年２月18日～
平成25年２月23日

外国出張

28 講師 辻村　貴洋 ドイツ
研究会議,資料収集及びﾄﾞｲﾂ教師
教育改革および教員の職能開発
に関する実態調査

平成25年２月18日～
平成25年２月23日

外国出張

29 教授 得丸　定子 アメリカ

科学研究費｢生きがい感を高める
教育｣に関する情報収集及び海外
との研究交流｢子どものｽﾄﾚｽとそ
の低減への取り組み｣に関する情
報収集のため

平成25年２月20日～
平成25年３月３日

外国出張
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■大学
事　　　　　　　　　　項

11月３日 （土） 人形浄瑠璃公演「阿弥陀胸割」
11月４日 （日） 人形浄瑠璃公演「阿弥陀胸割」
11月６日 （火） 糸魚川市立中学校の大学訪問見学（Ａグループ）

第２回教員免許状更新講習実施委員会
11月７日 （水） 第８回衛生委員会

11月８日 （木）
平成24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

11月９日 （金） 第８回入学試験委員会
11月13日 （火） 糸魚川市立中学校の大学訪問見学（Ｂグループ）
11月14日 （水） 第130回教育研究評議会

第３回セクシュアル・ハラスメント等人権侵害対策委員会
平成24年度新潟県内国立大学法人等中堅職員研修（～11/16（金））

11月20日 （火） 第９回教務委員会
11月21日 （水） 第24回学長選考会議
11月22日 （木） 第５回教育実習委員会
11月23日 （金） 平成25年度大学院入試（中期募集）
11月26日 （月） 第29回カリキュラム企画運営会議

「学生生活に役立つ本」選書ツアー（～27日（火））
永年勤続者表彰状授与式

11月27日 （火） 第１回修了生・卒業生に対する研究助成選考委員会
11月28日 （水） 第149回教授会

第８回国際交流推進室会議
第28回連合大学院委員会

11月30日 （金） 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２回附属図書館運営委員会

12月１日 （土） 上越発酵食品研究会シンポジウム「発酵のまち上越フェスタ」
12月２日 （日） 都道府県教育委員会との情報交換会
12月３日 （月） 第３回総合学生支援室会議
12月５日 （水） 第５回学生委員会

平成24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
第９回衛生委員会

12月６日 （木） 第９回入学試験委員会
12月７日 （金） 第150回教授会

平成24年度第２回赤倉地区防災訓練
12月10日 （月） 平成25年度大学院入試（中期募集）合格者発表
12月11日 （火） 第４回地域連携推進室会議

第47回大学改革委員会
第10回教務委員会

12月12日 （水） 第131回教育研究評議会
第４回学術研究委員会
第２回教育実習協力校（園）会議

12月14日 （金） 第11回情報メディア教育支援センター運営委員会
12月17日 （月） 第68回大学評価委員会
12月18日 （火） 第２回附属学校運営委員会
12月19日 （水） 第151回教授会

第72回役員会
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３回ファカルティ・ディベロップメント委員会

月　日

主要日誌
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事　　　　　　　　　　項
12月20日 （木） 第10回入学試験委員会
12月21日 （金） 第９回国際交流推進室会議
12月26日 （水） 第30回カリキュラム企画運営会議
１月10日 （木） 第25回評価支援室会議
１月11日 （金） 第２回外部評価委員会
１月12日 （土） 国際交流講演会「民主的な考え方をはぐくむ教育」
１月16日 （水） 第132回教育研究評議会

第６回学生委員会
第11回入学試験委員会
第48回大学改革委員会

１月18日 （金） 第11回教務委員会
１月19日 （土） 平成25年度大学入試センター試験（～20日（日））
１月23日 （水） 第152回教授会

第133回教育研究評議会
平成24年度第３回全学教職員集会

１月29日 （火） 第73回役員会
第37回経営協議会
平成24年度第3回留学生が語る／留学生と語る会

１月30日 （水） 学生表彰式
第31回カリキュラム企画運営会議
第10回国際交流推進室会議

２月１日 （金） 平成25年度学部推薦入試

２月５日 （火）
第６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24年度特別支援教育実習連絡会

２月６日 （水） 第６回学生委員会
情報セキュリティ講演会
第６回教育実習委員会
第10回衛生委員会

２月７日 （木） 平成24年度保育実習連絡会
２月８日 （金） 第12回入学試験委員会
２月12日 （火） 第153回教授会

第２回上越市学校教育支援協議会
第５回学術研究委員会

２月13日 （水） 第134回教育研究評議会
平成25年度学部推薦入試合格者発表
第１回研究プロジェクト成果発表会
第４回学校ボランティア支援室会議

２月14日 （木） 第３回教員免許状更新講習実施委員会

２月15日 （金）
「国立大学法人富山大学，富山国際大学及び国立大学法人上越教育大学
との連携による教員研修連続講座の実施に関する覚書」締結調印式

２月20日 （水） 第13回入学試験委員会
第３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
第２回研究プロジェクト成果発表会
第12回教務委員会

２月21日 （木） 平成24年度留学生の日本文化研修（～22日(金））
第２回修了生・卒業生に対する研究助成選考委員会
救急（応急手当）講習会

２月25日 （月） 平成25年度学部一般入試（前期日程）
２月26日 （火） 第32回カリキュラム企画運営会議

平成24年度留学生のスキーのつどい（～27日（水））
第３回附属図書館運営委員会

２月27日 （水） 第154回教授会
平成24年度第４回全学教職員集会
第３回研究プロジェクト成果発表会
第29回連合大学院委員会

月　日
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事　　　　　　　　　　項
２月28日 （木） 第26回評価支援室会議

ファカルティ・ディベロップメント研修会（講演会）
第74回役員会
第13回教務委員会

■附属幼稚園
事　　　　　　　　　　項

11月１日 （木） 平成25年度入園児選考検査結果発表
11月14日 （水） 保育について語る会
11月16日 （金） 祖父母保育参観・もちつき大会
11月29日 （木） 避難訓練
12月21日 （金） 第２学期終業式
１月８日 （火） 第３学期始業式
１月20日 （日） 園開放デー
１月28日 （月） 避難訓練
１月30日 （水） 豆まき会
２月22日 （金） お楽しみ発表会

■附属小学校
事　　　　　　　　　　項

11月１日 （木） ５年生親子活動
11月２日 （金） ５年生携帯安全教室
11月８日 （木） 秋の歯科検診

附属幼稚園との交流活動（１年１組）
11月９日 （金） 附属幼稚園との交流活動（１年２組）
11月13日 （火） ふれあい集会・ふれあいデー

５年２組宿泊はらぺこ体験（～14日（水））
11月18日 （日） 休日参観日・学校説明会
11月20日 （火） ６年生個別懇談（～22日（木））
11月26日 （月） ４年１組宿泊体験（～27日（火））
12月８日 （土） 平成25年度新１年生入学選考
12月13日 （木） 平成25年度新１年生合格発表
12月19日 （水） ふれあいデー
12月21日 （金） 第２学期終業式
12月24日 （月） 冬季休業（～１月７日（月））
１月８日 （火） 第３学期始業式
１月９日 （水） 発育測定（～11日（金））
１月17日 （木） 学力テスト（～18日（金））
１月31日 （木） ５・６年生スキー教室（～２月１日（金））
２月６日 （水） ３・４年生スキー教室
２月12日 （火） 第３回避難訓練

個別面談
２月13日 （水） 冬の音楽集会

個別面談
２月14日 （木） １年生スケート教室
２月15日 （金） 個別面談
２月18日 （月） ふれあいデー
２月20日 （水） ６年生を送る会
２月21日 （木） １年生スキー教室
２月22日 （金） 新１年生入学説明会
２月25日 （月） ５・６年ＰＴＡ
２月26日 （火） ３・４年ＰＴＡ
２月27日 （水） １・２年ＰＴＡ

月　日

月　日

月　日
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■附属中学校
事　　　　　　　　　　項

11月３日 （土） 附属中学校文化祭
11月８日 （木） １学年歯科検診
11月15日 （木） PTA親子講演会
11月20日 （火） ICT研究発表会
11月22日 （木） ２学年歯科検診
11月23日 （金） ２学年PTA
11月28日 （水） ３学年歯科検診
12月15日 （土） 平成25年度新１学年生徒入学選考
12月18日 （火） 平成25年度新１学年生徒合格発表
12月21日 （金） 第２学期終業式
１月８日 （火） 第３学期始業式，生徒会三役任命式
１月12日 （土） 新入生・保護者説明会
１月15日 （火） フューチャースクール推進事業第３回地域協議会
１月17日 （木） １学年スキー合宿（～１月18日（金））
１月20日 （日） ２学年スキー合宿（～１月22日（火））
１月24日 （木） 第３回避難訓練
１月25日 （金） ２学年PTA
２月６日 （水） 第４回指導者・協力者打合せ会
２月20日 （水） １学年PTA
２月22日 （金） フューチャースクール推進事業第４回地域協議会
２月26日 （火） ２学年修学旅行（～３月１日（金））

月　日
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