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学 事

○平成26年度（春期）教育実習

・学校教育学部３年次学生及び大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム学生

５月26日（月）～５月30日（金）

上越市，妙高市及び糸魚川市の小学校（61校）並びに附属小学校で初等教育実習「観察・参

加」実習を行った。

・学校教育学部４年次学生及び大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム学生

５月12日（月）～５月30日（金）

上越市，妙高市及び糸魚川市の中学校（28校）並びに附属中学校で中等教育実習を行った。

・大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム１年次学生

５月21日（水）附属小学校で，６月18日（水）附属中学校で教育実地研究Ｉ（観察・参加）

実習を行った。

○平成26年度就職試験受験者激励会（出陣式）

平成26年６月18日（水），本年度就職試験を受験する学生のための就職試験受験者激励会（出

陣式）を講義棟301教室で開催した。

出陣式には，多数の学生と教職員が参加し，学長からの激励の言葉，後輩及び教員の応援パフ

ォーマンス，受験学生の決意表明などで目前に迫った教員採用選考試験等の受験学生を激励した。
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○学生宿舎火災避難訓練

世帯用学生宿舎及び国際学生宿舎に入居する者の防災意識の高揚を図ることを目的として，火

災発生時の通報，避難・誘導及び初期消火の訓練を実施した。

実 施 日 平成26年６月11日（水）

訓練内容 ①通報

②避難・誘導

③消火器による初期消火

参加人員 40名

一般通報事項

○役員会

■第85回役員会

期 日 平成26年６月23日（月）

議 題

１ 平成25事業年度の業務実績に関する評価

２ 大学機関別認証評価

３ 業務方法書の変更

４ 授業料免除等の拡充及び整理統合に関する対応方針

５ 平成25事業年度決算

６ 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における本学との協定締結

○経営協議会

■第43回経営協議会

期 日 平成26年６月23日（月）

議 題

１ 学長選考会議委員及び同予備委員の選出

２ 平成25事業年度の業務実績に関する評価（経営に関する部分）

３ 平成25事業年度決算

４ 大学機関別認証評価（経営に関する部分）

５ 平成27年度概算要求

６ 業務方法書の変更

７ 授業料免除等の拡充及び整理統合に関する対応方針
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○教育研究評議会

■第153回教育研究評議会

期 日 平成26年５月14日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 名誉教授の選考

３ 平成26年度競争的教育研究資金の配分基準

■第154回教育研究評議会

期 日 平成26年６月11日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 平成25事業年度の業務実績に関する評価（経営に関する部分を除く）

３ 大学機関別認証評価（経営に関する部分を除く）

４ 業務方法書の変更

５ 平成27年度概算要求

６ 授業料免除等の拡充及び整理統合に関する対応方針

７ 学部アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）の一部改正

８ 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における本学との協定締結

○教授会

■第176回教授会

期 日 平成26年５月28日（水）

議 題

１ 学籍異動

２ 学部アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）の一部改正

３ 平成27年度学部入学者選抜方法の概要

４ 旧教育課程履修者に対する大学入試センター試験利用教科・科目

■第177回教授会

期 日 平成26年６月25日（水）

議 題

１ 平成26年度前期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 長期履修学生の履修期間の変更
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○下村文部科学大臣による教職大学院授業視察

５月11日（日）に下村文部科学大臣が教職大学院の授業を視察された。

今回の視察は，同日，講堂にて開催の「上越市教育の日」制定を祝う会記念講演講師として来

越された際に行われた。

下村文部科学大臣は，教育実践の問題を先行研究の成果に基づき解決する方策について現職教

員院生と学卒院生らがグループディスカッションする様子を熱心に視察され，小学校の外国語活

動において，音声認識機能による英訳読み上げソフトを実装したタブレット型端末を，院生の案

内に基づき実際に使われる場面も見られた。

視察には，高等教育局の中岡審議官，教員養成企画室の森補佐も同行された。

○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，平成26年度大学院説明会を上越会場と東京会場で，次のとおり実

施した。

【上越会場】

期 日 平成26年５月17日（土）

会 場 本学講義棟202教室 他

参加者 52人

【東京会場】

期 日 平成26年５月31日（土）

会 場 サンシャインシティコンファレンスルーム

参加者 46人

○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，平成26年度大学院入学相談会を札幌，京都，金

沢，盛岡，東京，仙台，高崎，名古屋の８地区９会場で，次のとおり実施した。

【札幌会場】

期 日 平成26年５月24日（土）
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会 場 アスティ45ビル

参加者 ４人

【京都会場】

期 日 平成26年６月７日（土）

会 場 ホテル法華クラブ京都

参加者 ９人

【金沢会場】

期 日 平成26年６月８日（日）

会 場 ガーデンホテル金沢

参加者 ３人

【盛岡会場】

期 日 平成26年６月14日（土）

会 場 ホテルメトロポリタン盛岡

参加者 ３人

【東京会場】

期 日 平成26年６月15日（日）

会 場 本学東京サテライトオフィス

参加者 10人

【仙台会場】

期 日 平成26年６月21日（土）

会 場 ＴＫＰ仙台西口ビジネスセンター

参加者 ７人

【高崎会場】

期 日 平成26年６月22日（日）

会 場 高崎アーバンホテル

参加者 ５人

【名古屋会場】

期 日 平成26年６月28日（土）

会 場 Time Office 名駅

参加者 ７人

【東京会場】

期 日 平成26年６月29日（日）

会 場 表参道・新潟館ネスパス

参加者 14人
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○上越教育大学外国人留学生と地域住民との米に関わる交流

本学の外国人留学生が上越地域の特産である米作りをとおして地域文化を体験し，生活・歴史

を知るために米を作ることから地域住民との交流を持つことを目的として，５月31日（土），６

月28日（土）に交流を行った。今後は10月には稲刈り，11月には米粉ピザ作りを実施する。

５月31日（土）

杉野沢地域住民との田植えと伝統芸能「春駒」。

田んぼでおにぎりを作り自然の中でおいしく食べました。午後からは地域住民の方から伝

統芸能「春駒」について由来をお聞きし，杉野沢住民の皆さんと春駒の踊りを行った。

６月28日（土）

郷土料理の笹寿司作りと杉野沢地域散策。

杉野沢地域住民と留学生が郷土料理の笹寿司作りを行い，午後から杉野沢地域の苗名滝，

いもり池散策を行った。

○平成26年度留学生が語る／留学生と語る会（市民向け）

外国人留学生に対する理解や関心を高め，異文化理解マインドを育てるため，留学生が自国の

紹介などを行う，留学生が語る／留学生と語る会を６月25日（水）に実施した。

留学生が語る／留学生と語る会は年２回実

施している。

２回のうちの１回を地域の方々にも参加

していただき，留学生が語ってくれたこと

について，留学生と活発な意見交換が行わ

れた。

語り手の留学生

RODRIGUES DE MELO JESSICA（ﾛﾄﾞﾘｹﾞｽ ﾃﾞ ﾒﾛ ｼﾞｪｼｶ）（ブラジル）特別聴講学生

MACHADO DANIEL DOS SANTOS（ﾏﾁｬﾄﾞ ﾀﾞﾆｴﾙ ﾄﾞｽ ｻﾝﾄｽ）（ブラジル）研究生

テーマ 「ブラジルパノラマ ～知らない世界へ」
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○学位の取得

博士（学校教育学）

（平26.3.27 兵庫教育大学）

准教授 村中 智彦

○職員の改姓

企画・広報課広報チーム

新氏名 金井 芽久美

旧氏名 西山 芽久美



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

1 教授 得丸　定子 イギリス
第３回英国霊性研究学会国際会
議に出席しスピリチュアルケア
に関する情報収集を行うため

平成26年５月19日～
平成26年５月23日

外国出張

2 教授 加藤　哲文 アメリカ

Association for Behavior
Analysis International 2014
40th Annual Convention に参加
のため

平成26年５月22日～
平成26年５月28日

外国出張

3 教授 梅野　正信 韓国
戦前の歴史教育内容に関する資
料確認および収集

平成26年５月29日～
平成26年６月１日

外国出張

4 教授 釜田　　聡 シンガポール

2014-2016年度科学研究費基盤研
究(C)｢東アジアの未来を選択す
る国際理解教育のカリキュラ
ム・教材開発]｣の研究推進のた
めの研究打合せと資料収集

平成26年６月５日～
平成26年６月９日

外国出張

5 教授 得丸　定子 中国
第10回悲嘆と死別のための国際
会議(The 10th ICGB)に参加する
ため

平成26年６月９日～
平成26年６月15日

外国出張

6 講師 河野麻沙美 アメリカ

学習研究と実践参与に関する国
際学会(11th ICLS)への参加によ
るJean Lave氏,Paul Cobb氏の
Key Notesの聴講

平成26年６月22日～
平成26年６月29日

外国出張

7 教授 前川　利広 イタリア
第16回国際ヘミングウェイ学会
参加のため

平成26年６月24日～
平成26年６月29日

外国出張

○海外渡航   
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主要日誌

■大学
事　　　　　　　　　　項

５月７日 （水） 第74回大学評価委員会
第２回衛生委員会

５月８日 （木） 第１回ファカルティ・ディベロップメント委員会
５月11日 （日） 下村文部科学大臣による教職大学院授業視察
５月14日 （水） 第153回教育研究評議会

留学生の語学教室（ポルトガル語）（～７月２日（水））
第２回学生委員会

５月17日 （土） 大学院説明会（上越会場）
５月19日 （月） 第２回学術研究委員会
５月20日 （火） 第１回地域連携推進室会議

第１回心理教育相談室運営委員会
５月21日 （水） 第１回就職委員会

第２回入学試験委員会
第１回特別支援教育実践研究センター運営委員会
第３回研究倫理審査委員会
第２回教務委員会

５月24日 （土） 大学院入学相談会（札幌会場）
５月26日 （月） 第46回カリキュラム企画運営会議
５月27日 （火） 第１回研究活動の不正行為対策委員会
５月28日 （水） 第176回教授会

第１回動物実験委員会
第２回国際交流推進センター運営委員会

５月29日 （木） 第31回評価支援室会議
５月31日 （土） 外国人留学生と杉野沢地域住民との米に関わる交流（田植え）

大学院説明会（東京会場）
６月２日 （月） 第４回研究倫理審査委員会
６月４日 （水） 第75回大学評価委員会

第３回衛生委員会
６月６日 （金） 第１回学校支援プロジェクト連絡会
６月７日 （土） 大学院入学相談会（京都会場）
６月８日 （日） 大学院入学相談会（金沢会場）
６月９日 （月） 授業公開週間（前期）（～13日（金））
６月11日 （水） 第154回教育研究評議会

学生宿舎火災避難訓練（世帯用学生宿舎・国際学生宿舎）
第３回学生委員会
第62回大学改革委員会

６月13日 （金） 第２回施設安全・環境委員会
６月14日 （土） 大学院入学相談会（盛岡会場）
６月15日 （日） 大学院入学相談会（東京会場）
６月18日 （水） 就職試験受験者激励会（出陣式）

第３回入学試験委員会
海外教育（特別）研究Ａ報告会及び海外教育（特別）（実践）研究Ｂ説
明会
第３回教務委員会
学校支援プロジェクト連携協力校会議

６月19日 （木） 第１回セクシュアル・ハラスメント等人権侵害防止対策専門部会
６月21日 （土） 大学院入学相談会（仙台会場）
６月22日 （日） 大学院入学相談会（高崎会場）
６月23日 （月） 第85回役員会

第43回経営協議会
第27回学長選考会議

６月24日 （火） 第１回附属学校運営委員会

月　日

9



事　　　　　　　　　　項
６月25日 （水） 第177回教授会

留学生が語る／留学生と語る会（市民向け）
第36回連合大学院委員会

６月26日 （木） 第１回教育職員免許取得プログラム支援室会議
第２回教育実習委員会

６月28日 （土） 外国人留学生と杉野沢地域住民との米に関わる交流（郷土料理作り）
大学院入学相談会（名古屋会場）

６月29日 （日） 大学院入学相談会（東京会場）

■附属幼稚園
事　　　　　　　　　　項

５月８日 （木） 第２回園開放デー
５月13日 （火） 預かり保育試行（１回目）
５月14日 （水） ふぞくフォーラム（保護者学習会）
５月21日 （水） 第１回評議員会
５月22日 （木） 春のなかよし遠足・ウォークラリー
５月26日 （月） 第１回避難訓練
５月27日 （火） 預かり保育試行（２回目）
６月４日 （水） 第１回研究保育
６月５日 （木） 第３回園開放デー
６月10日 （火） 預かり保育試行（３回目）
６月15日 （日） 運動会
６月18日 （水） 第２回避難訓練
６月24日 （火） 預かり保育試行（４回目）

■附属小学校
事　　　　　　　　　　項

５月７日 （水） １年生心臓検診
５月８日 （木） 耳鼻科検診

ＰＴＡ環境整備作業
５月９日 （金） 個別懇談
５月12日 （月） 春の音楽集会

避難訓練
個別懇談

５月13日 （火） 研究会講師との学習会
５月14日 （水） 個別懇談

教育実習事前説明会
５月21日 （水） 「教育実地研究Ⅰ（観察・参加）」観察・参加実習
５月25日 （日） ポプラオリンピック（運動会）

「教育実地研究Ⅲ（初等教育実習）」観察実習（～30日（金））
６月４日 （水） 第２回研究協力者会

第１回学校評議員会
６月５日 （木） 眼科検診
６月９日 （月） １年生給食試食会
６月13日 （金） ２年生給食試食会
６月19日 （木） ふれあいデー（初夏の音楽集会）
６月27日 （金） 2014年研究会（１日目）
６月28日 （土） 2014年研究会（２日目）

夏の音楽集会

■附属中学校
事　　　　　　　　　　項

５月１日 （木） 耳鼻科検診
５月８日 （木） 歯科検診
５月12日 （月） 中学校教育実習（～30日（金））

月　日

月　日

月　日

月　日
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事　　　　　　　　　　項
５月15日 （木） ２年生演劇鑑賞教室
５月17日 （土） 合唱コンクール・オープンスクール
６月２日 （月） 第２学年ＰＴＡ
６月３日 （火） 第１学年ＰＴＡ
６月10日 （火） 第１回学校評議員会
６月18日 （水） 免Ｐ観察参加実習
６月19日 （木） 眼科検診
６月21日 （土） 第１学年ＰＴＡミニ運動会
６月29日 （日） 親父の会環境整備活動

月　日
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