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学 事

○平成29年度保育実習

・学部２年次

平成29年８月７日（月）～９月６日（水）の間の10日間

上越市及び近隣市町村の福祉施設（みこころ荘他９施設）で,保育実習Ⅱを行った。

・学部４年次

平成29年８月18日（金）～８月31日（木）の間の10日間

上越市立保育園（上越市北本町保育園他５保育園）で,保育実習Ⅲを行った。

平成29年９月１日（金）～９月30日（木）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30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195人（学校教育専攻94人，教科・領域教育専攻101人）に対し，応募者

127人，合格者118人であった。

専門職学位課程（教職大学院）は，募集人員45人（教育実践高度化専攻45人）に対し，応募者

42人，合格者42人であった。

出 願 期 間 平成29年７月13日（木）～７月26日（水）

試 験 日 平成29年８月24日（木）

合 格 発 表 平成29年９月13日（水）

○平成29年度（秋期）教育実習

・学部１年次及び免Ｐ１年次

平成29年９月１日（金）～８日（金）（いずれかの日の半日間）

上越市の幼稚園・こども園（８園）,上越市立保育園（２園）,妙高市立こども園（２園）及

び附属幼稚園で半日間の観察・参加を行った。

平成29年９月５日（火）～８日（金）（いずれかの日の１日）

小規模小学校（11校）で１日間の観察・参加を行った。

平成29年９月５日（火）～15日（金）（いずれかの日の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３年次,免Ｐ２年次及び科目等履修生

平成29年８月28日（月）～９月25日（月）の間の15日間

上越市,妙高市及び糸魚川市の小学校（62校）並びに附属小学校で初等教育実習（本実習）



2

を行った。

○平成29年度（前期）学位記授与式

平成29年度（前期）の学位記授与式が９月29日（金）14時30分から大会議室で挙行され，大学

院学校教育研究科修士課程の修了生８名に学位記が授与された。

○平成29年度学部３年次学生合宿研修

教育実習を終えた時期に，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29年10月６日（金）・７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 161人

教職員 23人

○第35回越秋祭

期 日 平成29年10月28日（土）・29日（日）

テ ー マ Thank you, アミーゴ（３５）s！ ―君は一人じゃないよ―

場 所 上越教育大学

参 加 人 員 ３日間延べ約2,600人（一般市民を含む）

本 部 企 画 オープニングパレード（10月14日（土））

体育祭（10月22日（日））
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前夜祭（10月27日（金））

中夜祭（10月28日（土））

お笑いライブ等（10月29日（日））

我が家／まんぷくフーフー

後夜祭（10月29日（日））

一般企画数 46団体（模擬店 他）



○人事異動 

発令年月日 発令事項等

大学教員

H29.7.1 昇　　任 教授（自然・生活教育学系） 大　森　康　正 准教授（自然・生活教育学系）

昇　　任 准教授（学校教育学系） 野　澤　有　希 講師（学校教育学系）

昇　　任 准教授（人文・社会教育学系） 中　平　一　義 講師（人文・社会教育学系）

昇　　任 准教授（自然・生活教育学系） 谷　　　友　和 講師（自然・生活教育学系）

H29.9.1 採　　用 助教（臨床・健康教育学系） 坂　口　嘉　菜 国立大学法人筑波大学附属聴覚特別支援学校教諭

兼　　務 助教（特別支援教育実践研究センター） 坂　口　嘉　菜 助教（臨床・健康教育学系）

附属学校教員

H29.9.26 休　　職 （２９．９．２６～２９．１２．３１） 松　田　宣　広 附属小学校教諭

事務系職員

H29.8.7 免 監査室長事務代理 鈴　木　秀　樹 事務局次長

H29.9.1 配 置 換 総務課人事・労務チーム主査（主に給与担当） 木　浦　正　志 広報課広報チーム主査（主に広報企画担当）

配 置 換 経営企画課経営企画チーム主査（主に経営担当） 竹　内　真　一 学生支援課学生支援チーム主査（主に学生企画担当）

配 置 換 広報課広報チーム主査（主に広報企画担当） 岡　村　和　彦 入試課入試チーム主査（主に学部入試担当）

配 置 換 附属学校課附属学校チーム主査（主に附属学校担
当）

瀧　本　理　恵 研究連携課国際交流チーム主査（主に留学生担当）

配 置 換 財務課財務チーム主査（主に決算分析担当） 岩　澤　秀　輝 財務課経理・契約チーム主査（主に契約第１担当）

担当命免 財務課経理・契約チーム主査（主に契約第１担
当）

安　田　大　信 財務課経理・契約チーム主査（主に契約第２担当）

配 置 換 財務課経理・契約チーム主査（主に契約第２担
当）

島　田　一　馬 総務課人事・労務チーム主査（主に給与担当）

配 置 換 施設課施設チーム主査（主に施設企画担当） 小　山　公　一 附属学校課附属学校チーム主査（主に附属学校担当）

配 置 換 研究連携課国際交流チーム主査（主に留学生担
当）

池　田　　　彰 施設課施設チーム主査（主に施設企画担当）

異　動　事　項 氏　　　　名 現　・　旧　職

　人　　　　事　
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発令年月日 発令事項等 異　動　事　項 氏　　　　名 現　・　旧　職

兼務解除 学生支援課副課長（学生支援担当） 田　上　弘　美 学生支援課副課長（学生支援担当）
学生支援課学生支援チーム主査（主に奨学支援担当）

兼　　務 学生支援課副課長（学生支援担当）
学生支援課学生支援チーム主査（主に学生企画担
当）

田　上　弘　美 学生支援課副課長（学生支援担当）

配 置 換 学生支援課学生支援チーム主査（主に奨学支援担
当）

髙　橋　信　寿 経営企画課経営企画チーム主査（主に経営担当）

配 置 換 入試課入試チーム主査（主に学部入試担当） 南　雲　　　晋 財務課財務チーム主査（主に決算分析担当）

H29.10.17 命 入試課長事務代理 鈴　木　秀　樹 事務局次長
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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

長谷川　正規 芸術・体育教育学系 准教授 28.4.1～30.3.31
29.10.1～30.3.31
尾﨑祐司准教授
に交代

氏　　　名 委員会組織における職名又は組織等 職　名 任　期 備　考

鯨井　綾希 人文・社会教育学系 講師 29.7.1～30.3.31
押木委員と
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

鯨井　綾希
教科・領域教育専攻
言語系教育実践コース

講師 29.7.1～30.3.31
押木委員と
交代

大場　浩正
教科・領域教育専攻
言語系教育実践コース

教授 29.4.1～31.3.31
29.10.1～30.3.31
長谷川佑介講師
に交代

氏　　　名 委員会組織における職名又は組織等 職　名 任　期 備　考

長谷川　正規 芸術・体育教育学系 准教授 29.4.1～31.3.31
29.10.1～30.3.31
尾﨑祐司准教授
に交代

氏　　　名 委員会組織における職名又は組織等 職　名

笠原　芳隆 学校教育臨床連合講座 教授

近藤　孝司 学校教育臨床連合講座 准教授

小林　優子 学校教育臨床連合講座 講師

田中　圭介 学校教育臨床連合講座 講師

法人に置かれる委員会

大学評価委員会

附属施設等に置かれる委員会

情報メディア教育支援センター運営委員会

情報・広報委員会

教授会に置かれる委員会

就職委員会

運営の基本組織として置かれる委員会

連合大学院運営会議

備　考

29.10.1付け連合研究科担当

29.10.1付け連合研究科担当

29.10.1付け連合研究科担当

29.10.1付け連合研究科担当
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一般通報事項

○役員会

■第114回役員会

期 日 平成29年７月12日（水）

議 題

なし ※報告事項のみであった。

■第115回役員会

期 日 平成29年10月20日（金）

議 題

１ 役職員の給与の改定

２ 積立金の執行計画

３ 平成29年度学内補正予算

４ 大学改革

○経営協議会

■第56回経営協議会

期 日 平成29年10月20日（金）

議 題

１ 役職員の給与の改定

２ 積立金の執行計画

３ 平成29年度学内補正予算

４ 大学改革

○教育研究評議会

■第207回教育研究評議会

期 日 平成29年７月４日（火）

議 題

１ 大学改革

■第208回教育研究評議会

期 日 平成29年７月12日（水）

議 題

１ 上越教育大学若手教員のための在外研究支援要項の一部改正

２ 学校教育学部の平成31年度以降のディプロマ・ポリシー，カリキュラム・ポリシー及び



8

アドミッション・ポリシー

■第209回教育研究評議会

期 日 平成29年８月２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210回教育研究評議会

期 日 平成29年９月１日（金）

議 題

１ 大学改革

■第211回教育研究評議会

期 日 平成29年９月13日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 上越教育大学附属幼稚園園則及び附属中学校校則の一部改正

３ 上越教育大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程の制定

４ 特任教員規程等の一部改正

５ 国立大学法人上越教育大学基金規則の一部改正

■第212回教育研究評議会

期 日 平成29年９月27日（水）

議 題

１ 教員人事

■第213回教育研究評議会

期 日 平成29年10月11日（水）

議 題

１ 大学教員に係る採用人事の進め方

■第214回教育研究評議会

期 日 平成29年10月18日（水）

議 題

１ 大学改革

○教授会

■第229回教授会

期 日 平成29年７月26日（水）

議 題
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１ 学校教育学部の平成31年度入試方法の変更に関する予告

２ 教員人事

■第230回教授会

期 日 平成29年８月23日（水）

議 題

１ 平成29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231回教授会

期 日 平成29年９月11日（月）

議 題

１ 平成30年度大学院入試（前期募集）合格者の判定

２ 平成30年度教育職員免許取得プログラム受講者の判定

３ 平成29年度大学院前期修了判定

■第232回教授会

期 日 平成29年９月27日（水）

議 題

１ 教員人事

■第233回教授会

期 日 平成29年10月25日（水）

議 題

１ 教員人事

○平成29年度情報セキュリティに係る自己点検の実施

情報メディア教育支援センターでは，情報セキュリティ対策基本計画に基づき，学生及び教職

員を対象にした情報セキュリティに係る自己点検についてクラウドサービス（Googleフォーム）

を利用したアンケート方式により次のとおり行った。

【学生対象】

実施期間 平成29年６月１日（木）～７月31日（月）

実施内容 情報セキュリティに係る質問（アンケート）計10個に回答

【教職員対象】

実施期間 平成29年８月８日（火）～９月29日（金）

実施内容 情報セキュリティに係る質問（アンケート）計６個に回答
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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】

会 場 本学東京サテライトオフィス

期日・参加者 平成29年７月１日（土） ５人

平成29年９月９日（土） ７人

平成29年９月29日（金） ６人

平成29年９月30日（土） ８人

平成29年10月14日（土） 13人

○平成29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，「長寿の秘訣！これならできる運動のススメ」をテーマとして，４人の講師から，健

康寿命を延ばすために日頃からできる運動方法や生活の工夫などについて講演があった。

当日は，多くの市民の方が参加し，仕事中や自宅で簡単にできる運動方法などを知りたいなど

の声が聞かれ，今回のテーマについて，関心の高さが伺えた。

日 時 平成29年７月２日（日）13:30～15:30

場 所 上越教育大学 講301教室

テ ー マ 「長寿の秘訣！これならできる運動のススメ」

講 師 髙栁 智子 氏（新潟県立看護大学 教授）

高林 知佳子 氏（新潟県立看護大学 准教授）

直原 幹 氏（本学副学長）

池川 茂樹 氏（本学准教授）

参 加 者 184人
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○平成29年度第１回上越市学校教育支援協議会

平成29年７月５日（水）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機関における「上越市学校教育支援協議会」が開催された。

本協議会では，それぞれの機関の支援状況を共有するとともに，本年度の学校での課題解決及

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。

○韓国教員大学校短期留学プログラム（受入れ）の実施

平成29年７月５日(水)から８日(土)までの４日間，協定校の韓国教員大学校の学生９名と引率

者２名が，上越教育大学を訪れ，本学の学生達と交流をし，附属中学校で授業実践を行った。２

日目に辻野准教授による特別講義を受講し,市内の岩の原葡萄園等を訪問し,文化研修を行った。

また，３日目には附属中学校で授業実践を行い，韓国の文化や伝統的なゲームを紹介し，教員

と意見交換を行った。午後には学生との交流ディスカッションを行い，本学の学生と積極的に意

見交換を行い,異文化理解を深めるよい機会となった。

このほか，茶道部やアカペラサークルJADE，カラオケの体験交流も実施し，本学の学生達と様

々な形で異文化交流できたことに満足していた様子だった。

○第15回（平成29年度第１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29年７月21日（金），新潟市内のホテルを会場として，「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」を目的として開催し

ているもので，今回は新潟県教育委員会から７名，新潟市教育委員会から３名，本学からは梅野
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理事兼副学長をはじめ15名が出席した。

協議会は，議長代理である梅野理事

兼副学長の進行により，まず教育委員

会と本学が連携・協働し，現在取組を

進めている各種事業等の状況や今後の

計画について，情報の共有が行われた。

その後，協議事項である上越教育大学

の改革と教育委員会との連携について

の活発な意見交換が行われ，有意義な

協議会となった。

○赤倉地区防災訓練

平成29年７月21日（金）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，消防署及び大学への通報訓練を実施するとともに，消火器を使

った初期消火訓練を行った。

また，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。

「初期消火訓練」を行う参加者

○近隣町内会と上越教育大学との懇談会

平成29年７月25日（火）に「平成29年度近隣町内会と上越教育大学との懇談会」を開催した。

この懇談会は，地元住民の方に本学の活動への理解をより一層深めていただき，本学に対する
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協力や支援をいただくとともに，本学が更に地域と連携・協力し愛され続ける大学となるために

積極的に情報交換を行うことを目的としてお

り，近隣の６町内会から12名の町内会長ほか

役員の方々が出席された。

懇談会は，学長挨拶から始まり，梅野理事

から本学の現状及び昨年度懇談会における意

見・要望への対応状況の説明の後，学生の地

域との関わり，大学周辺の環境整備や妙高は

ねうまラインの新駅設置などについて活発な

意見交換が行われた。

○平成29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，平成29年７月26日

（水）の15時30分から16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。

構内標識を磨き上げる参加者 植え込みの中から伸びている草を取り除く参加者

○博士課程上越Ｄ１セミナー

平成29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，新福悦郎氏（平成27年度学位取得）をアドバイザーとして招き，博士課程上越Ｄ１セ

ミナーを実施した。

期 日 平成29年７月29日（土）
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場 所 人113教室

参 加 者 博士課程学生，修士課程学生，アドバイザー，教職員 計24人

○平成29年度研究プロジェクト成果発表会

平成29年７月31日（月）に「平成29年度上越教育大学研究プロジェクト成果発表会」を第２

講義棟103教室にて実施した。

この研究成果発表会は，現代的教育課題の解明や解決に資する臨床的研究，教育活動の基礎と

なる教科専門領域の国内外の先導的な研究，「21世紀を生き抜くための能力＋α」向上に資する

研究を取組課題に設定した研究プロジェクトの研究成果を，学校現場における教育実践に還元す

ることを目的として開催され，本学教職員及び大学院生等24名が参加した。

○オープンキャンパス2017

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，811人の参加

があった。今年度は，同内容の全体会を講堂で２回実施した。

参加者からのアンケートの回答では，「周りが自然に囲まれており，教育者となるための学び

を得るにはとても良い環境で，ぜひここで学びたいと強く思いました。」「在学生の話がとても

良かった。教員を目指そうという意欲がより高まりました。」などの声が寄せられた。

期 日 平成29年８月４日（金）

会 場 講堂ほか

参 加 者 811人

内 容 全体会（大学概要，入試情報，カリキュラム，就職情報，卒業生（現職教員）体験

談発表，在学生体験談発表），体験授業，施設見学（学生宿舎，附属図書館，ピア

ノ個人練習室），個別相談コーナー，課外活動見学
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○平成29年度小学校教育実習宣誓式

平成29年８月23日（水），教員養成大学として，小学校教育実習は卒業要件や免許要件の必修

科目であることから，教育実習に向けて，学生の気持ちを向上させることを目的とし，小学校教

育実習宣誓式を講堂で行った。

宣誓式には，教育実地研究Ⅲ（初等教育実習）履修者と教職員が参加し，学生代表が学長を前

に宣誓を行い，学生には教育実習で活用できるよう，チョークを入れたチョークケースが渡され

た。

○短期外国人留学生修了証書授与式

平成29年９月４日（月）に，短期外国人留学生修了証書授与式を行った。

協定校である哈爾濱師範大学【中国】，内蒙古民族大学【中国】，国立清華大学（旧国立新竹

教育大学）【台湾】，国立嘉義大学【台湾】からの日本語・日本文化研修留学生及び協定に伴う

学生交流の留学生６名が，１年間の留学期間を終了したため，学長から修了証書が授与され，留

学生からお礼のことばが述べられた。

○平成29年度情報セキュリティオンデマンド講習の実施

情報メディア教育支援センターでは，情報セキュリティ対策基本計画に基づき，教職員及び

学生を対象にした情報セキュリティオンデマンド講習を次の期間に行った。

実施期間 平成29年９月11日（月）～10月31日（火）

実施方法 クラウドサービス（Goocus３）を利用したオンデマンド方式

実施内容 情報処理推進機構（IPA）作成の情報セキュリティ啓発ビデオの視聴

・その警告メッセージ，信じて大丈夫？ ブラウザの“偽警告”にご用心！

（視聴時間：約11分）
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○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30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29年９月20日（水）13：30～14：30

場 所 人文棟113教室

内 容 １．応募書類作成上の留意点

研究連携課研究連携チーム

２．採択者からのアドバイス

自然・生活教育学系 准教授 東原 貴志

芸術・体育教育学系 准教授 玉村 恭

人文・社会教育学系 教 授 茨木 智志

３．研究活動の不正行為の防止及び研究倫理

小埜副学長

４．研究費の不正使用の防止

監査室

参 加 者 28名

○平成29年度「海外教育（特別）（実践）研究Ａ」

平成29年度授業科目「海外教育（特別）（実践）研究Ａ」を平成29年９月20日（水）から９月

29日（金）までの10日間，オーストラリアにおいて次のとおり実施した。

【訪問先】

ウェストミンスター・スクール（アデレード），シドニー

※ 参加学生は，ウェストミンスター・スクールで授業参観や授業実践を行ったほか，児

童や教員と交流，視察を行い，シドニー市内で文化研修を行った。

【参加学生】

学部学生 ４人 大学院学生 ２人

【引率者】

吉田 昌幸 准教授（社会系教育実践コース）

藤谷 元子 准教授（国際交流推進センター専任教員）
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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29年９月23日（土）

会 場 第２講義棟202教室ほか

参 加 者 79人

○第10回辰野千壽教育賞授与式

平成29年９月29日（金）に，辰野千壽教育賞選考会議に学外有識者として参画いただいた一般

財団法人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

上越支社長の夏井陽三様から御出席をいただき，第10回辰野千壽教育賞授与式を開催した。

当日は，最優秀賞を受賞された山之内幹氏（鹿児島県立鹿児島聾学校教諭）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。優秀賞は，伊佐貢一氏（新潟県魚沼市教育委員会学

校教育課学習指導センター統括指導主事）が受賞した。

前列左から，夏井陽三様，新井郁男様，伊佐貢一氏，山之内幹氏，川崎学長，

髙田喜久司様，梅野理事

後列左から，岩﨑教授，阿部教授，大庭理事，越教授，廣瀬教授，石野教授
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○ギークラボ上越９月イベント「プログラミング＆ものづくり教室」の開催

情報メディア教育支援センターが開設したギークラボ上越では，地域の子どもを主な対象とし

た「プログラミング＆ものづくり」イベントを以下のとおり開催した。

期 日 平成29年９月30日（土）

場 所 人文低層棟２Ｆ

参加人数 延べ約35人

体験活動（ハンズオン）

１）AIと一緒にオリジナルコースターを作ろう！

２）VISCUIT 「『みんなで水族館を作ろう』と『情報の原理を学ぼう』」

３）Ozobot 「OzoBlockly（オゾブロックリー）で陣取りゲームをしながら楽しくプログラ

ミングを学ぼう

４）Scratchによるプログラミング入門

○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29年10

月４日（水）～７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４日（水）上越に到着

10月５日（木）附属小学校での交流活動（全校歓迎集会，給食・活動体験ほか）

お別れ式

ショッピング（イオン）

夕食バイキング（ワールドビュッフェ上越店）

10月６日（金）歓迎式

学内施設見学

海外教育研究Ａ，海外フィールドスタディ参加者との交流

歓迎昼食会（学食バイキング）

日本語・日本文化の授業
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埋蔵文化財センター（おもてなし武将隊見学，甲冑着用体験）

平和記念公園見学

修了式

10月７日（土） ニ七の市見学（大町）

高田公園散策（三重櫓）

ショッピング・昼食

（バロー上越モール）

上越を出発

○Autumn Jazz Concert（オータム・ジャズ・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

流の芸術鑑賞の場を設けようと開催した。

今年度は，「Autumn Jazz Concert（オータム・ジャズ・コンサート）」と題して，日本国内，

そして世界各国で演奏活動を行っている３名の奏者（サキソフォン，ピアノ，ベースのトリオ）

を招いて開催した。

当日は，Jazzのスタンダード曲を中心としたLive演奏に，来場者からは「３人の見事な調和，

息づかいが感じられ迫力のある演奏に，一瞬で引き込まれました。」など感激した様子の感想を

多数いただき，芸術の秋にふさわしい事業として好評を博すことができた。

日 時 平成29年10月９日（月：祝日）14：00～16：00

会 場 講堂

来 場 者 236人

○北朝鮮による拉致問題を考えるパネル展

平成29年10月16日（月）から11月２日（木）まで附属図書館１階のライブラリーホールで「北

朝鮮による拉致問題を考える巡回パネル展」を開催した。

新潟県では，一人でも多くの県民に，北朝鮮による拉致問題や特定失踪者の問題について理解

を深め，関心を持ち続けてもらうため，県内各地で巡回パネル展を開催しており，本学において
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もその趣旨に賛同し，同パネル展の開催により，学生及び教職員等からこの問題について考えて

もらうこととした。

展示内容は，次のとおり。

拉致問題等に関する広報パネル

拉致問題等に関する写真パネル

・横田めぐみさんの父親である滋さんが撮影した家族写真

・佐渡市で拉致された曽我ミヨシさんの写真

・特定失踪者 大澤孝司さん，中村三奈子さんたちの写真 など

○山屋敷地区防災訓練

平成29年10月18日（水）に山屋敷地区において，災害等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た防災訓練を実施した。

また，粉末消火器を使った初期消火訓練や屋内消火栓を使った放水訓練を実施することにより，

より一層の防災に対する意識向上が図られた。

「避難場所」へ避難してきた参加者 「消火器を使った初期消火訓練」を行う参加者
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○ミニ・オープンキャンパス2017

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った。

期 日 平成29年10月28日（土）

会 場 講義棟201教室

参 加 者 66人

内 容 大学紹介（学長，副学長，在学生によるフリー・トーキング），在学生の体験談発

表,個別相談会（入試情報，カリキュラム・教育実習，奨学金・授業料免除・学生

宿舎，教員就職情報）



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

1 教授 濤﨑　智佳 イタリア
SEXTEN CENTERで開催される
"Behind the Curtain of Dust Ⅱ
"に参加し，口頭発表を行う。

平成29年７月１日～
平成29年７月８日

外国出張

2 准教授 松尾　大介 イタリア

科学研究費補助金による「日伊の
交流を通した蝋型ブロンズ彫刻の
新しい表現の研究」における研究
の一環として，鋳造所を訪問し，
実証的研究を行う。

平成29年７月６日～
平成29年７月14日

外国出張

3 教授 時得　紀子 マレーシア

国際音楽教育学会マレーシア大会
（APSMER 2017）にて指導担当の
博士学生の発表を支援補佐し、自
らも口頭発表を行う。マラヤ大学
にて資料収集を行う。

平成29年７月18日～
平成29年７月25日

外国出張

4 教授 井上　久祥 アメリカ
ICoME2017へさんかし，口頭発表
および資料収集を行う。

平成29年８月１日～
平成29年８月５日

外国出張

5 准教授 角谷　詩織 アメリカ
15th International Confernce
for Media in Edycationへの参加

平成29年８月１日～
平成29年８月５日

外国出張

6 准教授 宮川　　健 フランス

「教員研究における質の異なる数
学教師の学習」に関する研究を、
リヨン高等師範学校の研究者と推
進．8月下旬にはパリで開催され
る第19回数学教授学夏期講習会に
参加し情報収集

平成29年８月１日～
平成29年10月12日

外国出張

7
理事・
副学長

大庭　重治 アメリカ
アメリカ心理学会において情報収
集を行う。

平成29年８月３日～
平成29年８月８日

外国出張

8 教授 下里　俊行 ベルギー ヨーロッパ民族文化の資料調査
平成29年８月15日～
平成29年８月23日

外国出張

9 准教授 河野麻沙美
デンマーク
フィンランド

学会に参加し，授業研究の実践，
及び研究に関する情報を収集す
る。

平成29年８月21日～
平成29年９月４日

外国出張

10 教授 天野　和孝 アメリカ

6th International Symposium on
Chemosynthesis-Based Ecosytems
（第6回化学合成生態系に関する
国際シンポジウム）において研究
成果を発表する。

平成29年８月27日～
平成29年９月３日

外国出張

11 准教授 玉村　　恭 ポルトガル

EAJS2017: 15th Internatoinal
Conference of the European
Association for Jaoanese
Studiesに出席し研究発表（セッ
ション）を行う。

平成29年８月29日～
平成29年９月４日

外国出張

12 准教授 堀　　健志
イギリス
ノルウェー

YCSJ国際比較ミーティング参加
平成29年８月30日～
平成29年９月７日

外国出張

13 准教授 辻村　貴洋 スイス
schull eitungssymposioum 2017
への参加

平成29年９月２日～
平成29年９月10日

外国出張

14 准教授 辻野けんま スイス
schull eitungssymposioum 2017
への参加

平成29年９月２日～
平成29年９月10日

外国出張

15 助教 池田　吉史
ドイツ
イタリア

ポツダム大学における国際議会
(20 Conference of the European
Society for Cognitive
Psychology)　に参加及び，パド
ヴァ大学でSilvia Lanfranchi教
授との面談・意見交換

平成29年９月３日～
平成29年９月11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

16 教授 下里　俊行
ジョージア
アルメニア

19世紀ロシア帝国の文化統合にお
ける民族誌学調査の役割に関する
資料を調査・収集する。

平成29年９月４日～
平成29年９月11日

外国出張

17 教授 天野　和孝 ポーランド

科学研究費補助金の研究協力者と
研究所に保管されているスピッツ
ベンゲル島の暁新世の沈木群集を
検討する。

平成29年９月７日～
平成29年９月26日

外国出張

18 教授 山縣耕太郎 ケニア

科学研究費補助基板研究（Ａ）
「近年の温暖化によるケニア山の
氷河縮小と水環境饒辺かが地域社
会に及ぼす影響の解明」（研究代
表者：京都大学，水野一晴）に関
わる調査

平成29年９月10日～
平成29年９月25日

外国出張

19 教授 石野　正彦 ドイツ
独立行政法人国立青少年教育振興
機構「日独学生青年リーダー交流
事業」ドイツ派遣団団長として。

平成29年９月12日～
平成29年９月26日

外国出張

20 講師 田中　圭介 スロベニア

47th CONGRESS OF THE EUROPEAN
ASSOOI ATI ONON FOR BEHAVI
OURAL AND COGNI TIVE THERAPIES
への参加

平成29年９月13日～
平成29年９月18日

外国出張

21 教授 加藤　哲文 スロベニア

47th CONGRESS OF THE EUROPEAN
ASSOOI ATI ONON FOR BEHAVI
OURAL AND COGNI TIVE THERAPIES
への参加

平成29年９月13日～
平成29年９月18日

外国出張

22 教授 小林　辰至
ベラルーシ
ドイツ

チェルノブイリ原発事故の影響を
受けたベラルーシ共和国の放射線
に関する教育の実態について聞き
取り調査を行うことを第一の目標
としている。

平成29年９月15日～
平成29年９月25日

外国出張

23 准教授 吉田　昌幸 オーストラリア

平成29年度「海外教育（特別）
（実践）研究A（オーストラリ
ア）」実施に際しての参加学生引
率

平成29年９月20日～
平成29年９月29日

外国出張

24 准教授 藤谷　元子 オーストラリア

平成29年度「海外教育（特別）
（実践）研究A（オーストラリ
ア）」実施に際しての参加学生引
率

平成29年９月20日～
平成29年９月29日

外国出張

25 教授 下里　俊行 ロシア
ロシア近現代思想史の再構築のた
めの研究交流と資料収集

平成29年９月22日～
平成29年10月１日

外国出張

26 准教授 田島　弘司 中国

昨年度外国人研究者として受け入
れた高鵬飛教授が現在在籍する常
熱理工学院外国語学院を訪問し，
日本語学科の学生を対象とした講
義を実施する。

平成29年９月23日～
平成29年９月27日

外国出張

27 准教授 斎藤　敏夫 アメリカ

Masahico Saito氏（Unic.of
South Florida）と結び目のステ
イト曲面に付随する無限複体の構
築を目指した研究打合せ。

平成29年９月23日～
平成29年10月１日

外国出張

28 教授 浅倉　有子 ロシア アイヌ漆器の調査・研究
平成29年９月25日～
平成29年９月30日

外国出張
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29 教授 釜田　　聡 デンマーク

｢デンマーク時代の学校教育の探
求－北欧教育視察（デンマーク）
－」（日本学校教育学会・国際交
流委員会）と題する研究交流活動
の推進のため，デンマークの教育
事情の調査研究を行う。

平成29年10月３日～
平成29年10月９日

外国出張

30 准教授 長谷川正規
イタリア
マルタ

管楽器の演奏，特にタンギングに
関する教材を収集する。さらに教
会・劇場といった演奏環境や言語
とタンキングの関係について調査
する。タンギングはリコーダーを
始めとする管楽器において必須の
技術であるため，今後の研究や指
導に大いに資するものと思われ
る。

平成29年10月17日～
平成29年11月23日

外国出張

31 教授 北條　礼子 スロベニア
スロベニアの小学校英語をはじめ
とする英語の授業参観ならびに英
語教育の情報収集

平成29年10月21日～
平成29年10月26日

外国出張

32 教授 志村　　喬 ポルトガル
国際地理学連合（IGU）地理教育
委員会（CGE）リスヴォン大会参
加・発表

平成29年10月24日～
平成29年10月31日

外国出張

33 副学長 大庭　重治 韓国
第10回日韓教育大学学長懇談会に
出席

平成29年10月25日～
平成29年10月27日

外国出張

34 副学長 梅野　正信 韓国
第10回日韓教育大学学長懇談会に
出席

平成29年10月25日～
平成29年10月27日

外国出張

35 准教授 宮川　　健
フランス
スイス

リヨン高等師範学校の研究者と科
研関連の研究推進．第6回教授人
間学理論国際会議に参加，ローザ
ンヌ教育大学との学生交流プログ
ラムの添付，共同研究

平成29年10月26日～
平成30年３月15日

外国出張
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■大学
事　　　　　　　　　　項

７月２日 （日） 平成29年度上教大・看護大連携公開講座
７月４日 （火） 第207回教育研究評議会

第５回大学改革推進委員会
７月５日 （水） 第３回学生委員会

第４回入学試験委員会
第４回衛生委員会
平成29年度第１回上越市学校教育支援協議会
韓国教員大学校短期留学プログラム（受入れ）の実施（～８日（土））

７月７日 （金） 第３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11日 （火） 第76回カリキュラム企画運営会議
７月12日 （水） 第114回役員会

第208回教育研究評議会
第４回創立40周年記念行事準備委員会

７月19日 （水） 第４回教務委員会
７月21日 （金） 赤倉地区防災訓練

第15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24日 （月） 第２回辰野千壽教育賞実行委員会
第１回保健管理センター運営委員会

７月25日 （火） 近隣町内会と上越教育大学との懇談会
第２回教育実習委員会

７月26日 （水） 第229回教授会
平成29年度構内クリーンデー

７月28日 （金） 第６回大学改革推進委員会
７月29日 （土） 博士課程上越Ｄ１セミナー
７月31日 （月） 平成29年度研究プロジェクト成果発表会

留学説明会
８月１日 （火） 第２回配分予算検討委員会
８月２日 （水） 第209回教育研究評議会

第５回衛生委員会
８月９日 （水） 第５回入学試験委員会

平成29年度留学生の日本文化に関する研修
８月21日 （月） 第３回辰野千壽教育賞実行委員会

第５回教務委員会
８月22日 （火） 第１回動物実験委員会（書面審議，～28日（月））

短期外国人留学生成果発表会
８月23日 （水） 第230回教授会

平成29年度小学校教育実習宣誓式
８月24日 （木） 平成30年度大学院入試（前期募集）
８月25日 （金） 第１回情報システム企画運用委員会
８月29日 （火） 第２回学術研究委員会

第３回学術研究委員会（書面審議，～９月１日（金））
８月31日 （木） 第77回カリキュラム企画運営会議

学校実習等在り方検討懇談会
９月１日 （金） 第210回教育研究評議会

第10回（平成29年度）辰野千壽教育賞選考会議
第７回大学改革推進委員会

９月４日 （月） 短期外国人留学生修了証書授与式
第６回教務委員会

９月６日 （水） 第４回学生委員会
第４回学術研究委員会（書面審議，～８日（金））
第６回入学試験委員会

 主 要 日 誌

月　日
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事　　　　　　　　　　項
９月６日 （水） 第１回情報メディア教育支援センター運営委員会

第６回衛生委員会
９月７日 （木） 第２回心理教育相談室運営委員会

第８回大学改革推進委員会
９月８日 （金） 第２回学校ボランティア支援室会議

第４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11日 （月） 第231回教授会
９月12日 （火） 第２回国立大学法人上越教育大学出版会運営会議
９月13日 （水） 第211回教育研究評議会

平成30年度大学院入試（前期募集）合格者発表
第９回大学改革推進委員会

９月20日 （水） 科学研究費助成事業応募説明会
平成29年度海外教育（特別）（実践）研究Ａ（オーストラリア）の実施
（～29日（金））

９月21日 （木） 第７回教務委員会
９月27日 （水） 第212回教育研究評議会

第232回教授会
第３回国際交流推進センター運営委員会

９月28日 （木） 第２回附属図書館運営委員会
９月29日 （金） 第10回（平成29年度）辰野千壽教育賞授与式

第３回地域連携推進室会議
平成29年度（前期）学位記授与式

９月30日 （土） ギークラボ上越９月イベント
10月２日 （月） 第３回総合学生支援室会議

第78回カリキュラム企画運営会議
10月４日 （水） 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（～７

日(土）)
第７回衛生委員会
第10回大学改革推進委員会

10月５日 （木） 第２回就職委員会
10月６日 （金） 学部３年次学生合宿研修（～10月７日（土））
10月11日 （水） 第213回教育研究評議会

第７回入学試験委員会
留学生オリエンテーション

10月12日 （木） 第１回ＣＳＴ養成事業実施委員会
10月17日 （火） 第３回配分予算検討委員会

第２回大学教員学校現場研修委員会
10月18日 （水） 第214回教育研究評議会

山屋敷地区防災訓練
第８回教務委員会
第11回大学改革推進委員会

10月20日 （金） 第115回役員会
第56回経営協議会
第38回学長選考会議

10月25日 （水） 第233回教授会
10月28日 （土） 第35回越秋祭（～10月29日（日））
10月30日 （月） 第２回障害学生支援室会議
10月31日 （火） 第４回施設安全・環境委員会

■附属幼稚園
事　　　　　　　　　　項

７月１日 （土） うみ組宿泊保育（６月30日（金）～）
７月５日 （水） 七夕まつり

第３回園開放デー
７月19日 （水） 第１学期終業式
７月24日 （月） 全附連幼稚園教育研究集会（～26日（水））
８月26日 （土） 夏の園開放デー
９月１日 （金） 第２学期始業式

月　日

月　日
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事　　　　　　　　　　項
９月４日 （月） 教育実地研究Ⅰ（～８日（金））
９月６日 （水） 第３回避難訓練

入園選考説明会
９月13日 （水） 第２回研究保育
10月11日 （水） 第25回幼児教育研究会
10月16日 （月） 専修教育実習(～27日（金）)
10月20日 （金） 秋のなかよし遠足

■附属小学校
事　　　　　　　　　　項

７月５日 （水） 第１回学校評議員会
７月７日 （金） 安全の日
７月20日 （木） 給食最終日
７月24日 （月） 第１学期終業式
７月25日 （火） 夏季休業日（～８月31日（木））
７月27日 （木） 上越市４Ｂ親善水泳大会
８月14日 （月） 一斉休業（～８月16日（水））
９月１日 （金） 第２学期始業式

教育実地研究Ⅲ（本実習）（～９月22日（金））
９月４日 （月） 給食開始
９月５日 （火） 避難訓練
９月６日 （水） 安全の日

発育測定（５・６年）
９月７日 （木） 発育測定（３・４年）
９月８日 （金） 発育測定（１・２年）
９月20日 （水） 上越市学校親善陸上大会
９月25日 （月） 個別懇談（１～５年）（～27日（水））
10月４日 （水） 地区陸上選手権大会
10月５日 （木） ウエストミンスター校受入
10月10日 （火） 安全の日
10月12日 （木） 教育実地研究Ⅰ（観察・参加）補講
10月16日 （月） 21日（土）の振替休業日
10月21日 （土） ポプラ祭前日準備
10月22日 （日） ポプラ祭

学校説明会
10月23日 （月） 22日（日）の振替休業日
10月25日 （水） 歯科検診

■附属中学校
事　　　　　　　　　　項

７月８日 （土） 学校説明会
７月13日 （木） １年ドキドキキャンプ（～14日（金））

２年サバイバルキャンプ（～14日（金））
７月25日 （火） １学期終業式
８月５日 （土） 夏季英語キャンプ（～７日（月））
８月25日 （金） ２学期始業式
８月28日 （月） わくわく大学デー

１年ドキドキキャンプ（～29日（火））
９月９日 （土） 桜城体育祭
９月20日 （水） 第２回避難訓練
９月21日 （木） １年ドキドキキャンプ（～22日（金））

２年松代訪問
10月16日 （月） 2017年教育研究協議会
10月25日 （水） １年地層観察

月　日

月　日

月　日
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