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学 事

○大学院入試（中期募集）

平成26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118人（学校教育専攻53人，教科・領域教育専攻65人）に対し，

応募者69人，合格者58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17人，合格者16人であった。

出 願 期 間 平成25年10月16日（水）～10月25日（金）

試 験 日 平成25年11月23日（土）

合 格 発 表 平成25年12月10日（火）

○大学入試センター試験

平成26年度大学入試センター試験を平成26年１月18日（土）・19日（日）に実施した。

本学を試験場とする志願者は，805人であった。

○学部推薦入試

平成26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126人，合格者50人であった。

出 願 期 間 平成25年12月９日（月）～12月13日（金）

試 験 日 平成26年１月30日（木）

合 格 発 表 平成26年２月12日（水）

○学部一般入試（前期日程）

平成26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195人，合格者88人であった。

出 願 期 間 平成26年１月27日（月）～２月５日（水）

試 験 日 平成26年２月25日（火）

合 格 発 表 平成26年３月７日（金）

○講堂の設備・機器等に関する講習会

講堂を使用する課外活動団体に対して，講堂の設備・機器の操作等の知識を習得させ，

安全で円滑な課外活動を行わせることを目的として講習会を実施した。

期 日 平成25年12月11日（水）

場 所 講堂

対 象 団 体 モダン・ミュージック・ソサイエティ（MMS）

吹奏楽団

管弦楽団
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混声合唱団

アカペラサークル（JADE）

Joetsu Ensemble Club（JEC）

演劇部

ストリートダンス部

参 加 人 員 15人

プ ロ グ ラ ム （1）音響反射板の使用方法

（2）照明・音響設備の使用方法

（3）その他

○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26年１月29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被表彰者一同）
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・被表彰者及び課外活動団体

被表彰者氏名 表 彰 事 由

学校教育学部 頸城自動車創立100周年記念事業「バスとトラックのラッピ

４年 ングデザイン」コンクール

森 美菜 「北陸新幹線開業ＰＲデザイン」の部 最優秀賞

準硬式野球部 「平成25年度春季北信越地区大学準硬式野球大会」 優勝

学校教育学部 「第54回全国国立教育系大学バドミントン選手権大会」

４年 男子シニアシングルス 優勝

樺澤 圭介

学校教育学部 「第53回全国教育（学芸）大学卓球選手権大会」

２年 男子シングルス優勝（２連覇）

松本 大輝

○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，インターネットを介したサイバー犯罪・ネットトラブルの実態とその対策をテ

ーマとして実施した。

期 日 平成26年２月５日（水）

場 所 特別講義室（講301）

講 師 新潟県警察本部生活安全部生活保安課サイバー犯罪対策室課長補佐

斎藤 康夫 氏

参加人員 100人



○人事異動 

発令年月日 発令事項等 氏　　　名

大学教員

H25.11.1 昇　　任 教授（自然・生活教育学系） 小　川　　　茂 准教授（自然・生活教育学系）

昇　　任 准教授（芸術・体育教育学系） 安　部　　　泰 講師（芸術・体育教育学系）

事務系職員

H25.11.25 育児休業 （２５．１１．２５～２７．３．３１） 千　島　和香奈 教育支援課学校連携チーム

異　動　事　項 現　・　旧　職

人　　　　事　

4
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一般通報事項

○役員会

■第81回役員会

期 日 平成25年12月11日（水）

議 題

１ 給与制度の改正

■第82回役員会

期 日 平成26年１月28日（火）

議 題

１ 業務達成基準を適用する事業

２ 平成25年度学内予算の変更

３ 平成26年度学内予算編成方針

○経営協議会

■第41回経営協議会

期 日 平成26年１月28日（火）

議 題

１ 業務達成基準を適用する事業

２ 平成25年度学内予算の変更

３ 平成26年度学内予算編成方針

○教育研究評議会

■第145回教育研究評議会

期 日 平成25年11月13日（水）

議 題

１ 教員人事

■第146回教育研究評議会

期 日 平成25年12月11日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 国立大学法人上越教育大学出版会規則等の改正

■第147回教育研究評議会

期 日 平成26年１月15日（水）

議 題

１ 教員人事
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２ 平成24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25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 大学教員業績登録システムの更新

■第148回教育研究評議会

期 日 平成26年２月12日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 経営協議会委員の選考

■第149回教育研究評議会

期 日 平成26年２月27日（木）

議 題

１ 教員人事

○教授会

■第166回教授会

期 日 平成25年11月27日（水）

議 題

１ 長期履修学生の履修期間変更

■第167回教授会

期 日 平成25年12月６日（金）

議 題

１ 平成26年度大学院入試（中期募集）合格者の判定

２ 平成26年度教育職員免許取得プログラム受講者の判定

■第168回教授会

期 日 平成25年12月18日（水）

議 題

１ 平成25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25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

３ 平成25年度学生表彰

■第169回教授会

期 日 平成26年１月22日（水）

議 題

１ 学籍異動

■第170回教授会

期 日 平成26年２月10日（月）

議 題

１ 平成26年度推薦入試合格者の判定
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■第171回教授会

期 日 平成26年２月27日（木）

議 題

１ 学籍異動

２ 平成25年度学位論文等提出者に係る学位論文等総合審査

３ 平成25年度学生表彰

○学外者対象館内ツアー

附属図書館では，図書館の利用方法を知ってもらい，調査・研究や生涯学習に役立ててもらうために，

学外者を対象に館内ツアーを行った。

期 日 平成25年11月８日（金）13：00～，15：00～

場 所 附属図書館

参加人数 ８人

○平成25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主催，上越教育大学振興協力会の共

催で東京大学大学院理学系研究科・教授のロバート ゲラー氏を招き，文化講演会を開催した。

前半は，地震予知と地震予測の区別，地震ハザード・マップの諸問題，東日本大震災は本当に「想定外」

だったのか？などサイエンス部分，後半は，福島第一原発事故の失敗原因，地震予知研究の諸問題など防

災・政策論の部分について講演が行われた。

講師は，「地震の発生には方程式がなく，正確な予知・予測は不可能。突然やってくるかもしれない地震

のことを常に忘れず，地震への充分な備えをしよう」と呼びかけた。

日 時 平成25年11月17日（日）13：30～15：00

場 所 リージョンプラザ上越 コンサートホール

テ ー マ 地震学の現状と限界～想定外を想定しよう～

講 師 ロバート ゲラー 氏（東京大学大学院理学系研究科 教授）

参 加 者 217名
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○第一法規法情報データベースD1-Law.com説明会

附属図書館では，講師を招き，法情報データベースD1-Law.comの説明会を開催した。

期 日 平成25年11月19日（火）13：30～14：30

場 所 附属図書館２階マルチメディアコーナー

参加人数 ６人

○第３回新潟産学官連携フォーラム

新潟県内の産学官のリーダーや実務担当者を対象に，具体的課題について協議，情報交換，対話・交流

等の機会をつくり，これからの技術革新，人材養成，地域活力の向上を狙いとする持続的，発展的な産学

官連携システムの構築を図ることを目的に，「第３回新潟産学官連携フォーラム」を開催した。本フォーラ

ムは，新潟県，県内の各産業団体，高等教育コンソーシアムにいがたの主催で，今年度は上越教育大学が

当番大学となって開催したものである。

フォーラムは，明治大学 松本良特任教授の「上越沖より新しいエネルギー資源・表層メタンハイドレ

ートの発見」と題した特別講演，新潟県産業労働観光部産業振興課 渡辺琢也課長の「新潟県のエネルギ

ー関連の取組」と題した基調講演の後，「産学官連携と人材育成」をテーマにパネルディスカッション・総

合討論が行われた。

特別講演及び基調講演は，産業界に限らず一般の参加者にとっても関心が高く，また，産学官連携と人

材育成に関するパネルディスカッションも視点の新しさが好評であり，大変有意義なフォーラムとなった。

日 時 平成25年11月21日（木）13：00～17：20

場 所 ホテルハイマート

参 加 者 214名

○アセアン加盟国中学生招聘交流事業の訪問団来訪

平成25年11月25日（月）に，国立妙高青少年自然の家が計画実施したアセアン加盟国中学生招聘交流事

業の一環として，シンガポール共和国，フィリピン共和国及びラオス人民民主共和国の中学生それぞれ６

名と引率者からなる訪問団21名の来訪を受けた。

訪問団は，歓迎式後，英語コミュニケーションや日本語の挨拶の授業を体験し学生と交流を深めた。午

後からは，大学院生による落語をテーマとした日本文化の授業を体験，最後に大学生の「アカペラサーク
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ルJADE」やストリートダンス部の活動を体験し，歌とダンスで大学生活の１日を満喫した。

○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25

年11月26日（火）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。

岩﨑 浩 教授（自然・生活教育学系）

光永 伸一郎 教授（自然・生活教育学系）

清水 雅之 特任准教授（学校教育実践研究センター）

木浦 正志 企画・広報課企画・評価チーム主任

志賀 和孝 企画・広報課広報・情報チーム主任

髙波 聡美 教育支援課教務支援チーム主任

○都道府県教育委員会との情報交換会

平成25年12月１日（日）に本学において「平成25年度都道府県教育委員会と上越教育大学との情報交換

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，秋

田県，福島県，群馬県，埼玉県，千葉県，東京都，新潟県，新潟市，富山県，長野県及び静岡県の13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25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25年12月４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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○健康保持増進・男女共同参画推進講演会

教職員及び学生を対象に，健康保持増進の啓発並びに本学の男女共同参画推進に向けた取組の一環とし

て，平成25年12月４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 「認知症やその介護を知ろう」

講 師 秦 五津子 氏

（医療法人高田西城会 認知症疾患医療センター保健師）

○第８回（平成25年度第２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26年１月21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５名，新潟市教育委員会からは阿部教育長を始め６名，本学からは佐藤

学長を始め15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。

○韓国教員大学校短期留学プログラム（受入れ）の実施

平成26年２月４日（火）から７日（金）までの４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（学部学生10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。

韓国の学生は，本学学生との教育システムに関する意見交換会，附属中学校及び附属幼稚園での授業見

学，大手町小学校での授業実践，日本スキー発祥記念館見学，茶道体験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。
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○平成25年度研究プロジェクト成果発表会

平成26年２月12日（水），２月26日（水）に「平成25年度上越教育大学研究プロジェクト成果発表会」

を上越市教育プラザ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，現職教員等が参加した。

○教師の専門職化フォーラム

中央教育審議会答申等を踏まえ，本学が中心となり実施しているプロジェクト事業「教師の専門職化を

フォローする研修体制の構築」の取組や成果を発表し，今後の実りある事業運営に向けた情報を収集する

とともに，専門家より助言を受ける場として，富山大学及び富山国際大学の共催により，「大学と教育委員

会との連携による教員の資質能力の向上」と題した教師の専門職化フォーラムをKKRホテル東京で開催した。

フォーラムは，文部科学省高等教育局大学振興課の里見課長を講師とした基調講演，パネルディスカッ

ション，研究成果発表の３部構成で実施された。

パネルディスカッションでは，「大学と教育委員会との連携による教員の資質能力の向上及び今後の連携
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の在り方」をテーマとして，これまでの取組や成果を発表し意見交換を行い，大変有意義なフォーラムと

なった。

日 時 平成26年２月13日（木）13:00～17:00

場 所 KKRホテル東京

参 加 者 130名

○平成25年度第２回赤倉地区防災訓練

２月13日（木）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） （応急手当）
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○平成25年度上越市学校教育支援協議会

平成26年２月18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。

○救急（応急手当）講習会

２月19日（水）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23名の参加により実施した。

（AEDを用いた心肺蘇生の実習）



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

1 教授 大前　敦巳 フランス
科研課題に関わるフランスの学
校現地調査のため

平成25年11月２日～
平成25年11月10日

外国出張

2 教授 前川　利広 アメリカ
Midwest Modern Language
Associationに参加及び資料収集
のため

平成25年11月６日～
平成25年11月12日

外国出張

3 教授 釜田　　聡 韓国

韓国国際理解教育学会参加及び
臨床的アプローチとESDを基軸と
した日韓相互理解のための歴史
教育に関する研究打合せのため

平成25年11月８日～
平成25年11月11日

外国出張

4 教授 北條　礼子 インドネシア
Universitas Negeri Jakarta附
属小学校の英語授業視察

平成25年11月11日～
平成25年11月14日

外国出張

5 教授 梅野　正信 韓国 戦前期資料の調査
平成25年11月14日～
平成25年11月16日

外国出張

6 教授 松本　健吾 デンマーク

国際会議 workshop ｢Flow
equivalence of graphs, shifts
and C*-algebras｣ に出席し,講
演ならびに,研究討論を行い,最
新研究情報も収集する

平成25年11月17日～
平成25年11月24日

外国出張

7 准教授
ﾌﾞﾗｳﾝ･ｱｲｳﾞｧﾝ･
ﾊﾞｰﾅｰﾄﾞ

中国

｢IALIC2013｣(言語･異文化ｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝ国際学会)に出席,英語教育に
関連する最新情報を収集するた
め

平成25年11月28日～
平成25年12月２日

外国出張

8 教授 釜田　　聡 台湾
台湾の学力に関する基礎的調査
と情報収集,今後の研究促進の打
合せ

平成25年11月29日～
平成25年12月３日

外国出張

9 教授 北條　礼子 台湾 英語科授業の参観
平成25年12月２日～
平成25年12月６日

外国出張

10 教授 大前　敦巳 フランス
科研に関わる国際シンポジウム
参加,現地調査,資料収集,研究交
流のため

平成25年12月９日～
平成25年12月16日

外国出張

11 教授 川村　知行 中国
景得鎮陶磁器博物館所蔵の文化
財調査

平成25年12月12日～
平成25年12月19日

外国出張

12 教授 我妻　敏博 アメリカ
施設及び指導の見学,情報収集を
行う

平成25年12月14日～
平成25年12月23日

外国出張

13 教授 梅野　正信 台湾 戦前期教育資料の調査･複写
平成25年12月20日～
平成25年12月22日

外国出張

14 教授 釜田　　聡 台湾

グローバル時代における東アジ
アの学校教育改革の潮流を調査
するためと台湾の歴史と文化を
探究するため

平成25年12月26日～
平成25年12月29日

外国出張

15 教授 武嶋　俊行 台湾

日本学校教育学会主催のスタ
ディ･ツアー｢台湾の学校教育と
歴史･文化を訪ねて｣に参加し,中
華民国(台湾)における初等中等
教育機関や歴史的遺跡等を視察
研修する

平成25年12月26日～
平成25年12月29日

海外研修

16 教授 河合　　康 台湾
台湾における教育事情及び歴史
に関する視察と資料･情報収集

平成25年12月26日～
平成25年12月29日

外国出張

17
特任准教
授

金子　淳嗣 台湾

初等中等教育の現場を訪問し,現
場の教育研究者や教育行政関係
者,教実践者,高雄日本人学校の
教員との交流を通して,未来の日
本の学校教育への示唆を得るこ
と

平成25年12月26日～
平成25年12月29日

外国出張

18
特任准教
授

亀山　　浩 台湾
台湾の学校教育及び歴史と文化
の視察のため

平成25年12月26日～
平成25年12月30日

海外研修

19
特任准教
授

倉澤　秀典 台湾

日本学校教育学会スタディツ
アーの一員として参加｡台湾の初
等･中等教育の現場を訪問し,日
本の学校教育教育への示唆を得
る

平成25年12月26日～
平成25年12月29日

外国出張

20
特任准教
授

中野　英康 台湾
グローバル時代における東アジ
アの学校改革の潮流調査

平成25年12月26日～
平成25年12月29日

外国出張

○海外渡航   
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21 教授 梅野　正信 韓国
総督府統治時代における学校関
係資料の調査収集

平成26年１月11日～
平成26年１月14日

外国出張

22 准教授 辻野けんま オーストラリア
大学院授業科目｢海外教育特別研
究A｣及び学部授業科目｢海外教育
研究A｣の引率のため

平成26年２月14日～
平成26年２月25日

外国出張

23 准教授 林田　秀一 ドイツ
Nils-Peter Skoruppa 教授との
共同研究の為

平成26年２月19日～
平成26年２月27日

外国出張

24 准教授 井上　久祥 シンガポール

3rd Annual International
Conference on Cognitive and
Behavioral Psychology 2014へ
の参加

平成26年２月22日～
平成26年２月26日

外国出張

25 准教授 角谷　詩織 シンガポール

3rd Annual International
Conference on Cognitive and
Behavioral Psychology 2014へ
の参加

平成26年２月22日～
平成26年２月26日

外国出張

26 教授 梅野　正信 台湾
戦前期校友会雑誌の調査,複写及
び同内容に関する研究打合せ

平成26年２月26日～
平成26年３月１日

外国出張
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主要日誌

■大学
事　　　　　　　　　　項

11月１日 （金） 教員免許状更新講習コンソーシアム新潟連絡会
11月６日 （水） 第８回衛生委員会
11月８日 （金） 第８回入学試験委員会

第２回教員免許状更新講習実施委員会
学外者対象館内ツアー

11月13日 （水） 第145回教育研究評議会
第56回大学改革委員会
第３回就職委員会

11月14日 （木） 糸魚川市立中学校の大学訪問見学（Ｂグループ）
11月15日 （金） 第１回研究費不正使用防止推進室会議
11月16日 （土） インクルーシブ教育フォーラム
11月17日 （日） 平成25年度文化講演会
11月18日 （月） 平成25年度上越市立小学校・中学校等への学校訪問
11月19日 （火） 第一法規法情報データベースD1-Law.com説明会
11月20日 （水） 第９回教務委員会
11月21日 （木） 第３回新潟産学官連携フォーラム
11月23日 （土） 平成26年度大学院入試（中期募集）
11月25日 （月） アセアン加盟国中学生招聘交流事業の訪問団来訪

第40回カリキュラム企画運営会議
第４回教育実習委員会

11月26日 （火） 永年勤続者表彰状授与式
11月27日 （水） 第166回教授会

第33回連合大学院委員会
11月28日 （木） 第１回修了生・卒業生に対する研究助成選考委員会

学長と平成25年度入学留学生との懇談会
12月１日 （日） 都道府県教育委員会との情報交換会
12月４日 （水） 平成25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
健康保持増進・男女共同参画推進講演会
第６回学生委員会
第９回衛生委員会

12月５日 （木） 第９回入学試験委員会
第３回附属図書館運営委員会

12月６日 （金） 第167回教授会
12月９日 （月） 第４回地域連携推進室会議
12月10日 （火） 平成26年度大学院入試（中期募集）合格者発表
12月11日 （水） 第81回役員会

第146回教育研究評議会
講堂の設備・機器等に関する講習会（課外活動団体対象）

12月12日 （木） 第２回教員免許取得プログラム支援室会議
12月13日 （金） 学長と附属学校長等との懇談会
12月16日 （月） 第13回情報メディア教育支援センター運営委員会

第10回教務委員会
第２回附属学校運営委員会

12月17日 （火） 第72回大学評価委員会
第４回就職委員会

12月18日 （水） 第168回教授会
第57回大学改革委員会
第３回大学教員人材評価委員会

12月19日 （木） 第10回入学試験委員会
第２回特別支援教育実践研究センター運営委員会
第５回教育実習委員会

月　日
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事　　　　　　　　　　項
12月20日 （金） 第４回学術研究委員会

第６回国際交流推進室会議
12月24日 （火） 第１回知的財産本部会議

第３回ファカルティ・ディベロップメント委員会
12月25日 （水） 第41回カリキュラム企画運営会議
１月８日 （水） 第27回情報・広報委員会
１月10日 （金） 第28回評価支援室会議
１月15日 （水） 第147回教育研究評議会

第58回大学改革委員会
第11回入学試験委員会

１月16日 （木） 第14回研究倫理審査委員会
１月18日 （土） 平成26年度大学入試センター試験（～19日（日））
１月20日 （月） 第11回教務委員会
１月21日 （火） 第８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年度第２回留学生が語る／留学生と語る会

１月22日 （水） 第169回教授会
１月27日 （月） 第42回カリキュラム企画運営会議

第４回ファカルティ・ディベロップメント委員会
１月28日 （火） 第82回役員会

第41回経営協議会
第７回国際交流推進室会議

１月29日 （水） 学生表彰状授与式
１月30日 （木） 平成26年度学部推薦入試
１月31日 （金） 平成25年度保育実習連絡会
２月４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日（金））
２月５日 （水） 第７回学生委員会

情報セキュリティ講演会
平成25年度特別支援教育実習連絡会
第３回学校ボランティア支援室会議
第10回衛生委員会

２月７日 （金） 第12回入学試験委員会
２月10日 （月） 第170回教授会

第３回教員免許状更新講習実施委員会
第２回男女共同参画推進委員会

２月11日 （火） 第５回学校支援プロジェクトセミナー
２月12日 （水） 第148回教育研究評議会

第59回大学改革委員会
平成26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

２月13日 （木） 教師の専門職化フォーラム
第６回教育実習委員会
平成25年度第２回赤倉地区防災訓練

２月18日 （火） 第２回上越市学校教育支援協議会
２月19日 （水） 第12回教務委員会

第５回産学協働による学生の社会的・職業的自立を促す教育開発プロ
ジェクト委員会
救急（応急手当）講習会

２月20日 （木） 第13回入学試験委員会
２月25日 （火） 平成26年度学部一般入試（前期日程）
２月26日 （水） 平成25年度留学生スキーのつどい（～27日（木））

第２回研究プロジェクト成果発表会
２月27日 （木） 第149回教育研究評議会

第171回教授会
第28回情報・広報委員会
第５回地域連携推進室会議

月　日
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事　　　　　　　　　　項
２月27日 （木） 第２回修了生・卒業生に対する研究助成選考委員会
２月28日 （金） 第13回教務委員会

■附属幼稚園
事　　　　　　　　　　項

11月１日 （金） 入園選考結果発表
11月13日 （水） 保育について語る会
11月15日 （金） 祖父母保育参観（餅つき）
11月28日 （木） 第４回避難訓練
12月20日 （金） 第２学期終業式
１月８日 （水） 第３学期始業式
１月24日 （金） 第５回避難訓練
２月18日 （火） 第６回避難訓練
２月28日 （金） お楽しみ発表会

学校評議員会

■附属小学校
事　　　　　　　　　　項

11月７日 （木） ふれあいデー（集会）
附属幼稚園との交流活動（１年１組）

11月８日 （金） 附属幼稚園との交流活動（１年２組）
11月12日 （火） ４年１組宿泊体験活動（～13日（水））
11月17日 （日） 休日参観日

秋の音楽集会
学校説明会

11月20日 （水） ６年生宿泊体験活動（～22日（金））
11月25日 （月） ６年生個別懇談
11月27日 （水） ６年生個別懇談
11月29日 （金） ６年生個別懇談
12月３日 （火） ふれあいチャレンジ
12月５日 （木） ふれあいチャレンジ
12月７日 （土） 平成26年度第１学年児童入学選考検査
12月９日 （月） ふれあいチャレンジ
12月10日 （火） 自由参観日

ふれあいデー・ふれあい集会（ふれあいチャレンジ）
12月12日 （木） 平成26年度第１学年児童入学選考検査合格発表
12月20日 （金） 第２学期終業式
12月24日 （火） 冬季休業（～１月７日（火））
１月８日 （水） 第３学期始業式
１月９日 （木） 発育測定（～15日（水））
１月16日 （木） 学力テスト（～17日（金））
１月22日 （水） １年生スケート教室
１月24日 （金） 自由参観日，ふれあいデー（集会）

第３回避難訓練
１月28日 （火） ２年生スケート教室
１月29日 （水） アレルギー対応研修会
２月５日 （水） ３・４年スキー教室
２月６日 （木） ５・６年スキー教室（～７日（金））
２月10日 （月） 個別懇談
２月12日 （水） 個別懇談
２月13日 （木） ふれあいデー（冬の音楽集会）

附属幼稚園との交流活動（１年生）
２月14日 （金） 個別懇談
２月19日 （水） ふれあいデー（６年生を送る会）
２月21日 （金） 新１年生入学前指導
２月24日 （月） ５・６年ＰＴＡ
２月26日 （水） １年・２年２組ＰＴＡ

月　日

月　日

月　日
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■附属中学校
事　　　　　　　　　　項

11月２日 （土） 附属中学校文化祭
11月19日 （火） ＩＣＴ研究発表会
11月23日 （土） ２学年ＰＴＡ
12月５日 （木） １学年ＰＴＡ
12月14日 （土） 平成26年度新１学年生徒入学選考
12月17日 （火） 平成26年度新１学年生徒合格発表
12月20日 （金） 第２学期終業式
１月８日 （水） 第３学期始業式，生徒会三役任命式
１月11日 （土） 新入生・保護者説明会
１月15日 （水） ２学年スキー合宿（～１月17日（金））
１月16日 （木） １学年スキー合宿（～１月17日（金））
１月20日 （月） 第３回避難訓練
２月19日 （水） ２学年ＰＴＡ
２月26日 （水） 第４回指導者・協力者打合会

月　日
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