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学 事

○平成26年度保育実習

・学部２年次

８月６日（水）～８月29日（金）の間の10日間

上越市及び近隣市町村の福祉施設（上越市若竹寮他８施設）で，保育実習Ⅱを行った。

・学部４年次

８月18日（月）～８月29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７保育園）で，保育実習Ⅲを行った。

９月１日（月）～９月30日（火）の間の10日間

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27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

159人，合格者134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

48人，合格者46人であった。

出 願 期 間 平成26年７月11日（金）～７月24日（木）

試 験 日 平成26年８月22日（金）

合 格 発 表 平成26年９月10日（水）

○平成26年度（秋期）教育実習

・学部１年次

９月３日（水），４日（木）（いずれかの日の半日間）

上越市立保育園（上越市立戸野目保育園他９保育園）で観察・参加を行った。

９月８日（月）～12日（金）（計４日間）

小規模小学校（６校）及び附属中学校でそれぞれ１日間の観察・参加を，特別支援学校（６

校）で２日間の介護等の体験を行った。

・免Ｐ１年次

９月３日（水），４日（木）（いずれかの日の半日間）

上越市立保育園（上越市立戸野目保育園他９保育園）で観察・参加を行った。
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９月８日（月）～12日（金）の間の２日間

特別支援学校（６校）で２日間の介護等の体験を行った。

・学部２年次

９月１日（月）～19日（金）（４日間，日程は実習先による）

上越市及び妙高市の幼稚園（12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１日（月）～９月24日（水）

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（本実習）

を行った。

○平成26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，体験活動を行い，

指導の基礎を学んだ。

期 日 平成26年10月３日（金）・４日（土）

場 所 講堂・国立妙高青少年自然の家

参加人員 ３年次学生 149人

教職員 24人



3

○第32回大学祭（越秋祭）

期 日 平成26年10月24日（金）～10月26日（日）

テ ー マ 「３＋２＝Let it go！ ～見つめろありのままの自分！見つけろ新しい自分！」

参加人数 ３日間延べ約2,500人（一般市民含む）

本部企画 オープニングパレード（10月11日（土））

体育祭（10月19日（日））

前夜祭（10月24日（金））

中夜祭（10月25日（土））

お笑いライブ等（10月26日（日））

フルーツポンチ・デニス・ゴー☆ジャス

後夜祭（10月26日（日））

一般企画数 45団体（模擬店 他）



○人事異動 

発令年月日 発令事項等

大学教員

H26.7.1 昇　　任 准教授（芸術・体育教育学系） 玉　村　　　恭 講師（芸術・体育教育学系）

H26.8.19 育児休業 （２６．８．１９～２８．３．３１） 原　　　瑞　穂 准教授（学校教育学系）

H26.9.1 昇　　任 教授（学校教育学系） 杉　浦　英　樹 准教授（学校教育学系）

昇　　任 准教授（芸術・体育教育学系） 伊　藤　将　和 講師（芸術・体育教育学系）

H26.10.1 昇　　任 教授（学校教育学系） 安　藤　知　子 准教授（学校教育学系）

採　　用 准教授（臨床・健康教育学系） 留　目　宏　美

採　　用 講師（学校教育学系） 野　澤　有　希

採　　用 講師（学校教育学系） 白　神　敬　介
国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所自殺
予防総合対策センター非常勤研究員

採　　用 講師（臨床・健康教育学系） 近　藤　孝　司 中京大学心理学部助教

事務系職員

H26.7.1 免 学生支援課課長代理 恩　田　義　孝 学生支援課副課長

昇　　任 学生支援課長 恩　田　義　孝 学生支援課副課長

H26.8.31 退　　職 金　井　芽久美 企画・広報課広報チーム

H26.9.1 配 置 換
附属学校事務室附属学校チーム主査（主に附属小学校
担当）

小　山　公　一 財務課経理・契約チーム主査（主に契約担当）

配 置 換 財務課財務チーム主査（主に決算分析担当） 南　雲　　　晋 研究連携室研究連携チーム主査（主に研究支援担当）

配 置 換 財務課経理・契約チーム主査（主に契約担当） 岩　澤　秀　輝
施設マネジメント課施設チーム主査（主に施設企画担
当）

配 置 換
施設マネジメント課施設チーム主査（主に施設企画担
当）

池　田　　　彰 財務課財務チーム主査（主に決算分析担当）

配 置 換 教育支援課教務支援チーム主査（主に教務支援担当） 青　山　博　之
附属学校事務室附属学校チーム主査（主に附属小学校
担当）

担当命免 教育支援課教務支援チーム主査（主に教務情報担当） 大　津　輝　幸 教育支援課教務支援チーム主査（主に教務支援担当）

配 置 換 研究連携室研究連携チーム主査（主に研究支援担当） 大　貫　健　治 教育支援課教務支援チーム主査（主に教務情報担当）

H26.10.1 配 置 換 総務課付 松　﨑　良　一 財務課財務チーム主査（主に収入管理担当）

担当命免 財務課財務チーム主査（主に出納担当） 畔　上　雅　子 財務課財務チーム主査（主に支出管理担当）

採　　用
（臨時職員）

財務課財務チーム 池　田　由美恵

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

白神　敬介
学校教育専攻
幼児教育コース

講師 26.11.1～27.3.31
杉浦委員と
交代

氏　　　名 委員会組織における職名又は組織等 職　名 任　期 備　考

小島　伸之
教科・領域教育専攻
社会系コース

准教授 26.11.1～28.3.31
橋本委員と
交代

氏　　　名 委員会組織における職名又は組織等 職　名 任　期 備　考

渡辺　伸樹 学外学識経験者 --- 26.10.1～28.3.31
髙橋委員の死
去に伴う委員
委嘱

氏　　　名 委員会組織における職名又は組織等 職　名 任　期 備　考

渡辺　伸樹 学外有識者 --- 26.10.1～28.3.31
髙橋委員の死
去に伴う委員
委嘱

氏　　　名 委員会組織における職名又は組織等 職　名 任　期 備　考

近藤　孝司 心理教育相談室相談員 講師
26.10.1付け
心理教育相談
室兼務

教務委員会

ファカルティ・ディベロップメント委員会

教授会に置かれる委員会

法人に置かれる委員会

研究倫理審査委員会

大学に置かれる委員会

附属施設等に置かれる委員会

研究活動の不正行為対策委員会

心理教育相談室運営委員会
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運営の基本組織として置かれる委員会

氏　　　名 委員会組織における職名又は所属等 職　名

森口　佑介 学校教育方法連合講座 准教授

山本隆一郎 学校教育臨床連合講座 講師

桐生　　徹 先端課題実践開発連合講座 准教授

佐藤多佳子 先端課題実践開発連合講座 准教授

加藤　哲則 先端課題実践開発連合講座 准教授

石濵　博之 言語系教育連合講座 准教授

矢部　直人 社会系教育連合講座 准教授

松浦　亮太 生活・健康系教育連合講座 准教授

東原　貴志 生活・健康系教育連合講座 准教授

26.10.1付け連合研究科担当

26.10.1付け連合研究科担当

26.10.1付け連合研究科担当

26.10.1付け連合研究科担当

26.10.1付け連合研究科担当

26.10.1付け連合研究科担当

26.10.1付け連合研究科担当

連合大学院委員会

備　考

26.10.1付け連合研究科担当

26.10.1付け連合研究科担当
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一般通報事項

○役員会

■第86回役員会

期 日 平成26年７月９日（水）

議 題

１ 平成27年度概算要求

■第87回役員会

期 日 平成26年８月６日（水）

議 題

１ 上越市指定緊急避難場所及び指定避難所に係る協定の締結

２ 学校教育実践研究センターの機能強化

■第88回役員会

期 日 平成26年９月10日（水）

議 題

１ 教育諮問会議の設置

■第89回役員会

期 日 平成26年10月21日（火）

議 題

１ 中期計画の変更（重要な財産を譲渡する計画）

２ 業務達成基準を適用する事業計画

３ 平成26年度学内補正予算

４ 年俸制の導入

５ 上越教育大学基金の設置

○経営協議会

■第44回経営協議会

期 日 平成26年10月21日（火）

議 題

１ 中期計画の変更（重要な財産を譲渡する計画）

２ 給与制度の改正

３ 業務達成基準を適用する事業計画

４ 平成26年度学内補正予算

５ 年俸制の導入
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６ 上越教育大学基金の設置

７ 第３期中期目標・中期計画の策定

８ 大学改革

○教育研究評議会

■第155回教育研究評議会

期 日 平成26年７月９日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 主要建物の大規模改修計画

■第156回教育研究評議会

期 日 平成26年８月６日（水）

議 題

１ 教員人事

２ ＣＡＰ制に関する取扱いの一部改正

３ キャンパス情報システムの更新

４ 上越市指定緊急避難場所及び指定避難所に係る協定の締結

５ 学校教育実践研究センターの機能強化

■第157回教育研究評議会

期 日 平成26年８月20日（水）

議 題

１ 教員人事

■第158回教育研究評議会

期 日 平成26年９月10日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 教育諮問会議の設置

３ 上越教育大学基金の設置

■第159回教育研究評議会

期 日 平成26年10月１日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 年俸制の導入

３ 大学教員の学校等における研修
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■第160回教育研究評議会

期 日 平成26年10月22日（水）

議 題

１ 第３期中期目標・中期計画の策定

２ 学校教育法及び国立大学法人法並びに各法施行規則の改正に係る対応

３ 教員人事

４ 教員採用試験に合格した受験者に対する大学院入学試験の特例措置

５ 教授会に置かれる委員会委員の委嘱

６ 大学教員学校現場研修準備委員会の設置

○教授会

■第178回教授会

期 日 平成26年７月23日（水）

議 題

１ 特別聴講学生の受入れ

■第179回教授会

期 日 平成26年８月20日（水）

議 題

１ 学籍異動

■第180回教授会

期 日 平成26年９月８日（月）

議 題

１ 平成27年度大学院入試（前期募集）合格者の判定

２ 平成27年度教育職員免許取得プログラム受講者の判定

３ 平成27年度長期履修学生の判定

４ 学籍異動

■第181回教授会

期 日 平成26年９月24日（水）

議 題

１ 学籍異動

■第182回教授会

期 日 平成26年10月22日（水）

議 題

１ 学籍異動
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○名誉教授称号授与式

本学名誉教授称号授与式が平成26年７月１日（火）大会議室において行われた。

今回名誉教授の称号を授与された方は，次のとおりである。

鈴木 情一（元大学院学校教育研究科教授）

平野 絹枝（元大学院学校教育研究科教授）

山本 友和（元大学院学校教育研究科教授）

（山本友和名誉教授は欠席）

前列左から，太田理事，鈴木名誉教授，佐藤学長，平野名誉教授，西村副学長

後列左から，松沢学系長，天野副学長，林副学長，浅倉学系長

○学生宿舎火災避難訓練（単身用学生宿舎）

単身用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避難訓練を実施した。

実 施 日 平成26年７月２日（水）

内 容 ①通報，避難・誘導

②消火栓及び消火器による初期消火

参加人員 119名

○文献の探し方ガイダンス

附属図書館では，図書館主催及びゼミ・授業単位でガイダンスを開催し，文献探索の方法及び

相互利用サービスの申し込み方法等について説明を行った。

期 日 平成26年７月４日（金），10月14日（火）

場 所 附属図書館２階マルチメディアコーナー，情報訓練室

参加人数 23名
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○平成26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。

今回は，「発達障害と子育て支援～医療，福祉，教育の役割～」をテーマとして，各講師にお

けるそれぞれの立場や経験に基づいた，現在実践されている活動などについてご講話いただいた。

当日は，教育職，福祉職，保険・医療職，行政関係者など様々な職種の方々より多数参加いた

だき，今回の連携公開講座におけるテーマについて，その関心の高さが伺えた。

日 時 平成26年７月12日（土）13:30～15:30

場 所 新潟県立看護大学

テ ー マ 「発達障害と子育て支援～医療，福祉，教育の役割～」

基調講演 講師 境原 三津夫 氏（新潟県立看護大学 教授）

講師 加藤 哲文 氏（本学教授）

話題提供 沼田 夏子 氏（新潟いなほの会 役員）

梶原 亜紀子 氏（上越市「すこやかなくらし支援室主任 臨床心理士）

参 加 者 約200名

○博士課程上越Ｄ１セミナー

平成26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，手塚千尋氏（平成24年度同研究科修了）をアドバイザーとして招き，博士課程上越Ｄ

１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。
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期 日 平成26年７月19日（土）

場 所 事務局 大会議室

参 加 者 博士課程学生，アドバイザー，教職員 計16人

○国立国会図書館「デジタル化資料送信サービス」の利用開始

附属図書館では，国立国会図書館でデジタル化した図書や雑誌のうち，絶版などで現在手に入

らないものについて，国立国会図書館の承認を受けた全国各地の公共図書館や大学図書館などで

見られるようになるサービスの利用を平成26年７月22日（火）より開始した。

○男女共同参画推進講演会

教職員及び学生を対象に，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26年７月

23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。

演 題 「セクシュアルマイノリティ －多様な性のあり方を考える－」

講 師 杉山 文野 氏

（ＮＰＯ法人ハートをつなごう学校代表，元フェンシング女子日本代表）

○平成26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30日（水）の午

後３時30分から午後４時30分までの約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。

学生と一緒に落ち葉を拾う佐藤学長（左）
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○オープンキャンパス2014

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93人増の824人となり，午前中に行う全体会を２会場に分けて実施し

た。

参加者からのアンケートの回答では，「進路の選択にとても役に立った。知りたかったことが

多く分かり，参加して良かった。」などの声が多く寄せられた。

期 日 平成26年８月１日（金）

会 場 講堂ほか

参 加 者 824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：体験授業，保護者説明会，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）

○赤倉地区防災訓練

９月１日（月）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。

管理人による宿泊者の点呼
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○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26年９月６日（土）

会 場 表参道・新潟館ネスパス

参加者 13人

【東京会場】

期 日 平成26年９月27日（土）

会 場 本学東京サテライトオフィス

参加者 13人

【仙台会場】

期 日 平成26年10月４日（土）

会 場 ＴＫＰガーデンシティ仙台

参加者 ５人

【東京会場】

期 日 平成26年10月５日（日）

会 場 本学東京サテライトオフィス

参加者 13人

○科学研究費助成事業応募説明会

本学教員を対象として，平成27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26年９月17日（水）13：30～14：15

場 所 第２講義棟202教室

内 容 １．研究計画調書の作成等について

応募書類作成上の留意点

研究費の不正使用，研究活動の不正行為の防止について

２．採択者からのアドバイス

天野 和孝

大場 浩正

白岩 広行

３．意見交換・相談等

参 加 者 23名
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○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26年９月20日（土）

会 場 第２講義棟202教室 他

参 加 者 30人

○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15名が，平成26年10

月１日（水）～４日（土）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，次のとおりである。

10月１日（水） 上越に到着

学生との交流活動（ミニゲーム，新幹線クラフト制作）

10月２日（木） 歓迎式

施設見学

クラブ活動見学・体験（アカペラサークルＪＡＤＥ，ストリートダンス部）

日本文化の授業（テーマ：落語）

学生との交流活動（日本文化体験：書道）

茶道体験（茶道部）

平和記念公園見学

10月３日（金） 附属小学校での交流活動（全校歓迎集会，オリジナルうちわ制作 ほか）

修了式

バディ同士の交流活動：ショッピング（ジャスコ）

バディ同士の交流活動：夕食バイキング（ワールドビュッフェ上越店）

10月４日（土） 高田公園散策（総合博物館，小林古径邸・画室，三重櫓）

社会見学・ショッピング（バロー上越モール）

上越を出発
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ストリートダンス部との交流

○第７回辰野千壽教育賞授与式

平成26年10月３日（金）に，初代学長の辰野千壽先生，選考会議に学外有識者として参画いた

だいた（財）教育調査研究所理事長の新井郁男様，新潟工科大学教授の髙田喜久司様及び新潟日

報社上越支社長の野崎孝則様から御出席をいただき，第７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福田恵氏（徳島県美馬市立江原中学校教諭（徳島県立総合教育セ

ンター長期研究員）），堀井利衛子氏（新潟県立上越特別支援学校教頭）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。

前列左から，新井郁男様，辰野千壽先生，福田恵氏，堀井利衛子氏，佐藤学長，

髙田喜久司様，野崎孝則様

後列左から，河合教授，太田理事，立屋敷理事，林副学長，松田教授
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○金管五重奏団「Brass Collection」コンサート

上越教育大学振興協力会と本学の主催により，昨年度に引き続き，地域住民，学生，職員に一

流の管楽鑑賞の場を設けようと開催した。

この金管五重奏団は，トランペットが２名，ホルン，トロンボーン，チューバが各１名の５名

で構成されており，５名全員が富山県出身の若手演奏家で，全国各地において演奏活動を行って

いる。

また，今回はピアノ演奏に本学の平野俊介教授も加わった。

趣向を凝らしたプログラムにより，最後まで聴衆を飽きさせることがなかった。

日 時 平成26年10月５日（日）14：00～16：15

会 場 上越教育大学講堂

参 加 者 約225人

○山屋敷地区防災訓練

10月15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

等の訓練を通して，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，大地震が発生したことにより火災が発生したことを想定し，初動対応として緊

急地震速報発表時の対応，学生の避難誘導及び消火訓練を実施した。

また，当日は上越南消防署の消防隊員の見守る中，緊張感のある訓練となった。

○ミニ・オープンキャンパス2014

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，大学祭ならではの活気あふれる学生の姿やキャンパスの雰囲気など，普段とは違っ

た大学の様子に興味を抱いたようである。

期 日 平成26年10月25日（土）

会 場 講義棟201教室
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参 加 者 101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：個別相談会（入試情報，カリキュラム，奨学金・学生宿舎等，就職情報）

○附属図書館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26年10月25日（土）11：00～，13：00～

会 場 附属図書館

参 加 者 ３人

○関東甲信越地区国立大学法人等会計事務研修

（社）国立大学協会主催の第49回関東甲信越地区国立大学法人等会計事務研修が上越教

育大学を当番大学として平成26年10月27日（月）～10月31日（金）の５日間にわたり，上

越市のホテルラングウッド上越及びミュゼ雪小町で 開催された。

本研修は，関東甲信越地区の国立大学法人等の事務職員に対して国立大学法人会計等に関す

る知識を習得させるとともに，今後の大学改革等に必要な見識を授けることにより，職員の資質

の向上を図ることを目的として，毎年開催されており，本年度は34機関から67人の出席があっ

た。
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○第２回上越教育大学・博士課程セミナー

本学に配属された博士課程学生の研究報告・質疑・意見交換等を通して，博士課程学生と大学

院修士課程学生及び大学院専門職学位課程学生との研究交流の場を提供し，研究や論文作成の進

め方を学ぶとともに，博士課程進学の魅力や意義について共通認識を図ることを目的として，「第

２回上越教育大学・博士課程セミナー」を実施した。

期 日 平成26年10月29日（水）

場 所 講義棟302教室

参 加 者 学生，講師，教職員 約35人

○「新ロゴマーク及びイメージキャラクター」記者発表

この度，新しいロゴマークとイメージキャラクターを制定したことに伴い，平成26年10月30日

（木）に記者発表を実施し，９社におよぶ報道陣が取材に訪れた。

記者発表では，新ロゴマーク及びイメージキャラクターを制定するに至った経緯を説明，引き

続きそれぞれについて，学内で作成・募集・検討してきた経緯や詳細を説明した。

今後はこれらを使用することにより，広報活動全体に統一性を持たせ，全学的な組織・体制で

広報を進め，「ロゴマーク」，「イメージキャラクター」を中心として，本学のブランドの確立及

びＰＲに取り組むこととなる。また，ロゴマーク等を使用したアイテム等の作成やグッズの展開

を計画していく。

○職員の改姓

附属小学校教諭

新氏名 小野塚 知実

旧氏名 西澤 知実



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

1 准教授 吉田　昌幸 オーストリア
国際シュミレーション＆ゲーミ
ング学会に参加及び報告のため

平成26年７月５日～
平成26年７月13日

外国出張

2 教授 五十嵐透子 アメリカ

①Wish Charter School 学校長
との打ち合わせ
②ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ強迫性障害財団21回
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ参加
③ﾌﾟﾚ・ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ研修受講

平成26年７月16日～
平成26年７月22日

外国出張

3 教授 時得　紀子 ブラジル

国際音楽教育学会ブラジル大会
において,連合プログラム研究Q
の成果発表，資料収集を行うと
共に主要都市の音楽教育に関す
る情報収集のため

平成26年７月18日～
平成26年７月31日

外国出張

4 准教授 佐藤ゆかり カナダ

IFHE Council Meeting 2014に参
加し,国際家族年及び家族,個人
やコミュニティのエンパワメン
トと家庭科の役割に関する情報
収集のため

平成26年７月19日～
平成26年７月25日

外国出張

5 准教授 吉澤　千夏 カナダ
国際学会(International
Federation for Home
Economics)に参加するため

平成26年７月19日～
平成26年７月25日

外国出張

6 准教授 宮川　　健
イギリス
フランス共和国

数学教師の協働による学習に関
する資料収集,研究打合せのため

平成26年７月28日～
平成26年８月３日

外国出張

7 校長 河合　　康 オーストラリア
ウェストミンスター・スクール
との交流プログラム(訪問)引率
のため

平成26年８月２日～
平成26年８月７日

外国出張

8 准教授 野地　美幸 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26年８月２日～
平成26年８月７日

外国出張

9 指導教諭 髙橋　栄介 オーストラリア
ウェストミンスター・スクール
との交流プログラム(訪問)引率
のため

平成26年８月２日～
平成26年８月７日

外国出張

10 教諭 川村　孝樹 オーストラリア
ウェストミンスター・スクール
との交流プログラム(訪問)引率
のため

平成26年８月２日～
平成26年８月７日

外国出張

11 教諭 西澤　知実 オーストラリア
ウェストミンスター・スクール
との交流プログラム(訪問)引率
のため

平成26年８月２日～
平成26年８月７日

外国出張

12 教諭 小山明希恵 オーストラリア
ウェストミンスター・スクール
との交流プログラム(訪問)引率
のため

平成26年８月２日～
平成26年８月７日

外国出張

13 養護教論 中村　直美 オーストラリア
ウェストミンスター・スクール
との交流プログラム(訪問)引率
のため

平成26年８月２日～
平成26年８月７日

外国出張

14 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26年８月６日～
平成26年８月12日

外国出張

15 助教 池田　吉史 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26年８月６日～
平成26年８月12日

外国出張

16 教授 梅野　正信 韓国

日韓の社会科教育学会による交
流研究会に参加し,そのあと釜山
に移動して,戦前期の校友会雑誌
を調査・確認,資料複写等を行
う。また,東北亜歴史財団で研究
打合せを行う

平成26年８月８日～
平成26年８月13日

外国出張

○海外渡航   
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17 准教授 橋本　暁子 中国
地誌学教材の調査および資料収
集

平成26年８月８日～
平成26年８月12日

外国出張

18 教授 大場　浩正 オーストラリア 国際応用言語学会(研究発表)
平成26年８月10日～
平成26年８月16日

外国出張

19 教授 得丸　定子 フランス
味覚教育セミナーに参加するた
め

平成26年８月10日～
平成26年８月16日

外国出張

20 教授 志村　　喬
①ドイツ
②ポーランド

①科研費(基盤C分野)｢接続可能
な開発｣における情報･資料収集
②国際地理学連合(IGU)ポーラン
ド地域大会での研究成果発表

平成26年８月15日～
平成26年８月21日

外国出張

21 准教授 堀　　健志 インドネシア
アジア未来会議(Asia Future
Conference) に参加のため

平成26年８月17日～
平成26年８月24日

外国出張

22 教授 梅野　正信 中国
大連図書館に所蔵される植民地
期校友会雑誌を確認し複写する
ため

平成26年８月26日～
平成26年８月28日

外国出張

23 教授 釜田　　聡 シンガポール

①日本学校教育学会主催シンガ
ポールスタディツアー｢グローバ
ル時代の学校教育の探求｣に参加
のため
②シンガポールの教育の現状と
課題及びシンガポールの多文化
状況について資料収集･情報収集
を行うため

平成26年８月26日～
平成26年８月31日

外国出張

24 教授 武嶋　俊行 シンガポール

｢グローバル時代の学校教育の研
究｣と題する日本学校教育学会の
スタディ･ツアーに参加すること
により,シンガポールの学校と教
育事情を視察し,その現状と今後
の課題について,更に多文化共存
の状況について資料収集と情報
収集を行い,今後の教職大学院に
おける実践的教育指導に役立て
る

平成26年８月26日～
平成26年８月31日

海外研修

25 教授 松沢　要一 シンガポール
日本学校教育学会スタディツ
アーに参加し,今後の研究･教育
の資料･情報等を収集するため

平成26年８月26日～
平成26年８月31日

外国出張

26 講師 河野麻沙美 シンガポール
日本学校教育学会のスタディツ
アーへの帯同,及び通訳

平成26年８月26日～
平成26年８月31日

外国出張

27 准教授 堀　　健志
イギリス
ドイツ

科学研究費による海外共同研究
者との打ち合わせのため

平成26年８月30日～
平成26年９月６日

外国出張

28 准教授 森口　佑介
オランダ
イギリス

①ロンドン…ヨーク大学Meins博
士のところに滞在し,幼児特有の
認知的世界に関する研究の資料
収集及び打合せを実施
②アムステルダム…イギリス心
理学会に参加

平成26年８月31日～
平成26年９月６日

外国出張

29 教授 山縣耕太郎 ボリビア
科学研究費に関わる現地野外調
査および情報収集

平成26年９月５日～
平成26年９月21日

外国出張

30 教授 梅野　正信 台湾
台湾師範大学呉文星教授との科
研打ち合わせ及び戦前期植民教
育関係資料の調査・複写

平成26年９月５日～
平成26年９月７日

外国出張

31 教授 川村　知行 中国 西安の遺跡・文物の調査
平成26年９月７日～
平成26年９月17日

海外研修

32 准教授 井本　佳宏 ドイツ
ドイツにおける中等教育制度改
革に関する実態調査

平成26年９月８日～
平成26年９月14日

外国出張
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33 准教授 松尾　大介 イタリア

科学研究費補助金による｢蝋型鋳
造(イタリア式)｣による新しい彫
刻表現の研究｣の調査のため。ま
た個人研究費による彫刻に関す
る資料調査のため

平成26年９月８日～
平成26年９月14日

外国出張

34 教授 洞谷亜里佐 イタリア

①展覧会開催での交流会に参加
する
②イタリア現代絵画の資料収集
をする

平成26年９月８日～
平成26年９月14日

外国出張

35 教授 後藤　　丹 オーストリア
アルバン・ベルク初期作品につ
いての資料収集および研究のた
め

平成26年９月12日～
平成26年９月25日

外国出張

36 教授 髙石　次郎
オランダ
ベルギー
フランス

美術・工芸に関する資料収集の
ため

平成26年９月15日～
平成26年９月25日

外国出張

37 教授 中村　雅彦
マダガスカル共
和国

科学研究費補助金によるオオハ
シモズ類の生態調査

平成26年９月16日～
平成26年10月21日

外国出張

38 教授 釜田　　聡 韓国

科研費基盤研究(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－日韓
関係を中心に－｣研究の打合せ

平成26年９月19日～
平成26年９月21日

外国出張

39 教授 時得　紀子 韓国
授業科目｢海外教育(特別)研究C｣
の引率のため

平成26年９月23日～
平成26年９月30日

外国出張

40 准教授 生澤　繁樹 韓国
授業科目｢海外教育(特別)研究C｣
の引率のため

平成26年９月23日～
平成26年９月30日

外国出張

41 教授 石野　正彦 台湾 台湾教育事情視察のため
平成26年９月28日～
平成26年10月２日

外国出張

42
特任准教
授

倉澤　秀典 台湾 台湾教育事情視察のため
平成26年９月28日～
平成26年10月２日

外国出張

43
特任准教
授

清水　雅之 台湾 台湾教育事情視察のため
平成26年９月28日～
平成26年10月２日

外国出張

44
特任准教
授

長沼　智之 台湾 台湾教育事情視察のため
平成26年９月28日～
平成26年10月２日

外国出張

45
特任准教
授

渡辺　径子 台湾 台湾教育事情視察のため
平成26年９月28日～
平成26年10月２日

外国出張

46 准教授 井上　久祥 インドネシア

The 4th Congress of the
International Society for
Cultural and Activity
Research 2014への参加

平成26年９月28日～
平成26年10月３日

外国出張

47 准教授 角谷　詩織 インドネシア

The 4th Congress of the
International Society for
Cultural and Activity
Research 2014への参加

平成26年９月28日～
平成26年10月３日

外国出張
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主要日誌

■大学
事　　　　　　　　　　項

７月１日 （火） 名誉教授称号授与式
７月２日 （水） 第４回入学試験委員会

第２回学校教育実践研究センター運営委員会
第１回知的財産本部会議
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４日 （金） 第１回情報システム企画運用委員会
文献の探し方ガイダンス

７月８日 （火） 第７回研究倫理審査委員会
第１回国立大学法人上越教育大学出版会出版企画委員会

７月９日 （水） 第86回役員会
第155回教育研究評議会
第63回大学改革委員会
第３回国際交流推進センター運営委員会

７月12日 （土） 平成26年度上教大・看護大連携公開講座
７月16日 （水） 第４回教務委員会

平成26年度第１回全学教職員集会
７月17日 （木） 第１回総合学生支援室会議
７月19日 （土） 博士課程上越Ｄ１セミナー
７月22日 （火） 国立国会図書館「デジタル化資料送信サービス」の利用開始
７月23日 （水） 第178回教授会

男女共同参画推進講演会
７月24日 （木） 第３回教育実習委員会
７月25日 （金） 第２回辰野千壽教育賞実行委員会
７月28日 （月） 第９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
７月29日 （火） 近隣町内会と上越教育大学との懇談会

第２回ファカルティ・ディベロップメント委員会
セクシュアル・ハラスメント等人権侵害相談員等研修会

７月30日 （水） 第２回教育職員免許取得プログラム支援室会議
構内クリーンデー

７月31日 （木） 第47回カリキュラム企画運営会議
８月１日 （金） オープンキャンパス2014
８月６日 （水） 第87回役員会

第156回教育研究評議会
第64回大学改革委員会
第５回衛生委員会

８月７日 （木） 第５回教務委員会
第１回保健管理センター運営委員会
第２回男女共同参画推進委員会
第１回上越教育大学事務系職員ＳＤ研修

８月８日 （金） 第５回入学試験委員会
８月19日 （火） 第３回辰野千壽教育賞実行委員会
８月20日 （水） 第157回教育研究評議会

第179回教授会
８月21日 （木） 第２回附属図書館運営委員会
８月22日 （金） 平成27年度大学院入試（前期募集）
８月25日 （月） 平成26年度短期留学生成果発表会

第２回総合学生支援室会議
８月26日 （火） 第４回国際交流推進センター運営委員会
８月27日 （水） 第３回教育職員免許取得プログラム支援室会議

月　日
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事　　　　　　　　　　項
９月１日 （月） 赤倉野外活動施設防災訓練

第５回学生委員会
９月２日 （火） 第２回ボランティア支援室会議及び教務委員会学校ボランティア運営部

会合同会議
９月３日 （水） 第48回カリキュラム企画運営会議

第６回衛生委員会
９月４日 （木） 平成26年度短期外国人留学生修了証書授与式

第６回教務委員会
第２回国立大学法人上越教育大学出版会出版企画委員会

９月５日 （金） 第７回（平成26年度）辰野千壽教育賞選考会議
第６回入学試験委員会

９月６日 （土） 大学院入学相談会（東京会場）
９月８日 （月） 第180回教授会
９月10日 （水） 第88回役員会

第158回教育研究評議会
第65回大学改革委員会
第３回附属図書館運営委員会

９月17日 （水） 科学研究費助成事業応募説明会
第７回教務委員会

９月18日 （木） 第３回総合学生支援室会議
９月20日 （土） 第３回大学院説明会（上越会場）
９月24日 （水） 第181回教授会

第37回連合大学院委員会
９月27日 （土） 大学院入学相談会（東京会場）
９月29日 （月） 第２回研究活動の不正行為対策委員会
９月30日 （火） 第２回地域連携推進室会議
10月１日 （水） 第159回教育研究評議会

第66回大学改革委員会
ウェストミンスター・スクール初等部来訪（～４日（土））
第７回衛生委員会

10月３日 （金） 第７回（平成26年度）辰野千壽教育賞授与式
平成26年度10月入学留学生オリエンテーション
教員養成課程学生合宿研修（～４日（土））

10月４日 （土） 大学院入学相談会（仙台会場）
10月５日 （日） 大学院入学相談会（東京会場）

金管五重奏団「Brass Collection」コンサート
10月８日 （水） 第７回入学試験委員会

第５回国際交流推進センター運営委員会
第４回教育実習委員会

10月10日 （金） 第３回配分予算検討委員会
10月14日 （火） 第49回カリキュラム企画運営会議

第１回ＣＳＴ養成事業実施委員会
文献の探し方ガイダンス

10月15日 （水） 第８回教務委員会
山屋敷地区防災訓練

10月16日 （木） 第７回日・韓教育大学学長フォーラム
10月20日 （月） 第４回学術研究委員会
10月21日 （火） 第28回学長選考会議

第89回役員会
第44回経営協議会

10月22日 （水） 第160回教育研究評議会
第182回教授会
第67回大学改革委員会

10月24日 （金） 第32回大学祭（～26日（日））
10月25日 （土） ミニ・オープンキャンパス2014

附属図書館学外者対象館内ツアー

月　日
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事　　　　　　　　　　項
10月27日 （月） 第49回関東甲信越地区国立大学法人等会計事務研修（～31日（金））
10月28日 （火） 第２回就職委員会
10月29日 （水） 第２回上越教育大学・博士課程セミナー
10月30日 （木） 新ロゴマーク及びイメージキャラクター記者発表

■附属幼稚園
事　　　　　　　　　　項

７月２日 （水） 七夕まつり
第４回園開放デー

７月11日 （金） うみ組宿泊保育（～12日（土））
７月18日 （金） 第１学期終業式
８月18日 （月） 九附学校園合同部会（上越会場）
８月23日 （土） 夏の園開放デー
９月１日 （月） 第２学期始業式
９月３日 （水） 第３回避難訓練
９月17日 （水） 第２回研究保育
９月25日 （木） 全附北信越大会上越大会（～26日（金））
10月９日 （木） 第22回幼児教育研究会
10月18日 （土） 休日保育参観
10月20日 （月） 平成27年度入園選考（～21日（火））
10月31日 （金） 入園選考結果発表

■附属小学校
事　　　　　　　　　　項

７月２日 （水） 自由参観日
７月10日 （木） ふれあいデー（集会）
７月24日 （木） 第１学期終業式
７月25日 （金） 夏季休業（～８月31日（日））
９月１日 （月） 第２学期始業式
９月５日 （金） 第２回避難訓練
９月12日 （金） ふれあいデー（集会）

自由参観日
10月８日 （水） ふれあいデー（集会）
10月18日 （土） ポプラ祭

■附属中学校
事　　　　　　　　　　項

７月17日 （木） １年地域学習２年森小屋体験（～18日（金））
７月23日 （水） 第１学期終業式
７月28日 （月） わくわく大学デー（～８月１日（金））
８月18日 （月） 九附学校園合同部会（上越会場）
８月27日 （水） 第２学期始業式
９月６日 （土） 桜城体育祭
９月22日 （月） 第２回避難訓練
９月25日 （木） 全附北信越大会上越大会（～26日（金））
10月10日 （金） 教育研究協議会
10月22日 （水） ２年松代大本営跡地訪問
10月24日 （金） １年地層観察

月　日

月　日

月　日

月　日
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