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学 事

○大学院入試（中期募集）

平成30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129人（学校教育専攻53人，教科・領域教育専攻76人）に対し，応募者

79人，合格者64人であった。

専門職学位課程（教職大学院）は，募集人員42人（教育実践高度化専攻42人）に対し，応募者

47人，合格者42人であった。

出 願 期 間 平成29年10月18日（水）～10月27日（金）

試 験 日 平成29年11月25日（土）

合 格 発 表 平成29年12月７日（木）

○大学入試センター試験

平成30年度大学入試センター試験を平成30年１月13日（土）・14日（日）に実施した。本学を

試験場とする志願者は，745人であった。

○学部推薦入試

平成30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114人，合格者50人であった。

出 願 期 間 平成29年12月11日（月）～12月15日（金）

試 験 日 平成30年１月26日（金）

合 格 発 表 平成30年２月７日（水）

○学部一般入試（前期日程）

平成30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329人，合格者88人であった。

出 願 期 間 平成30年１月22日（月）～１月31日（水）

試 験 日 平成30年２月25日（日）

合 格 発 表 平成30年３月８日（木）
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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等の表彰は，学位記授与式及び卒業証書・学位記授与式で行

われる。

期 日 平成29年12月20日（水）

場 所 学長室

（表彰式終了後，学長とともに記念撮影する被表彰者）

・被表彰者

被表彰者氏名 表 彰 事 由

学校教育学部２年 「第57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 優勝

道端 莉句

学校教育学部２年 「第61回全国教育系大学陸上競技大会」女子円盤投（1.000kg） 優勝

髙辻 紀乃 「第61回全国教育系大学陸上競技大会」女子ハンマー投げ（4.000kg） 優勝



○人事異動 

発令年月日 発令事項等

大学教員

H29.12.1 昇　　任 准教授（臨床・健康教育学系） 小　林　優　子 講師（臨床・健康教育学系）

H30.1.1 昇　　任 教授（人文・社会教育学系） 畔　上　直　樹 准教授（人文・社会教育学系）

採　　用 助教（芸術・体育教育学系） 兪　　　期　天 愛知県立芸術大学教育研究指導員

附属学校教員

H30.1.1 休職期間更新 （３０．１．１～３０．３．３１） 松　田　宣　広 附属小学校教諭

H30.1.30 休　　職 （３０．１．３０～３０．３．３１） 佐　藤　直　己 附属中学校教諭

事務系職員

H29.11.20 免 入試課長事務代理 鈴　木　秀　樹 事務局次長

H29.11.24 命 監査室長事務代理 鈴　木　秀　樹 事務局次長

H29.12.25 免 監査室長事務代理 鈴　木　秀　樹 事務局次長

異　動　事　項 氏　　　　名 現　・　旧　職
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一般通報事項

○役員会

■第116回役員会

期 日 平成29年12月６日（水）

議 題

なし ※報告事項のみであった。

■第117回役員会

期 日 平成30年１月30日（火）

議 題

１ 平成30年度学内予算編成方針

２ 大学改革

○経営協議会

■第57回経営協議会

期 日 平成30年１月30日（火）

議 題

１ 平成30年度学内予算編成方針

２ 「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

３ 大学改革

○教育研究評議会

■第215回教育研究評議会

期 日 平成29年11月８日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 大学改革に伴う大学院担当教員審査の取扱い

３ 平成29年度国立大学法人上越教育大学外部評価の実施

４ 共同研究の受入れ

５ 大学改革

■第216回教育研究評議会

期 日 平成29年11月22日（水）

議 題

１ 大学改革
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■第217回教育研究評議会

期 日 平成29年12月６日（水）

議 題

１ 上越教育大学上廣道徳教育アカデミー（寄附研究部門）の設置

２ 教員人事

３ 平成28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

■第218回教育研究評議会

期 日 平成29年12月20日（水）

議 題

１ 金沢学院大学との協定

■第219回教育研究評議会

期 日 平成30年１月10日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 宮古島市教育委員会及び産山村教育委員会との協定

■第220回教育研究評議会

期 日 平成30年１月24日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 大学改革に伴う大学院担当教員審査の取扱いの一部改正

■第221回教育研究評議会

期 日 平成30年２月14日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 大学改革に伴う大学院担当教員審査に係る専門職学位課程担当教員審査基準

３ 経営協議会学外委員の選考

４ 大学院学校教育研究科の平成31年度以降のディプロマ・ポリシー，カリキュラム・ポリ

シー及びアドミッション・ポリシー

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

■第222回教育研究評議会

期 日 平成30年２月21日（水）

議 題

１ 教員人事



6

○教授会

■第234回教授会

期 日 平成29年11月22日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 今後の人事教授会における教員選考に係る投票方法等

■第235回教授会

期 日 平成29年12月５日（火）

議 題

１ 平成30年度大学院入試（中期募集）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30年度教職大学院教育経営コース１年制プログラム履修者の判定

■第236回教授会

期 日 平成29年12月20日（水）

議 題

１ 教員人事

２ 今後の人事教授会における教員選考に係る投票方法等

■第237回教授会

期 日 平成30年１月24日（水）

議 題

１ 教員人事

■第238回教授会

期 日 平成30年２月６日（火）

議 題

１ 平成30年度推薦入試合格者の判定

■第239回教授会

期 日 平成30年２月21日（水）

議 題

１ 平成29年度学位論文等提出者に係る学位論文等総合審査

２ 教員人事

３ 平成30年度以降の人事教授会における教員選考に係る採決方法
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○国立情報学研究所セキュリティ運用連携サービスへの加入

本学の情報セキュリティ強化のため，国立情報学研究所が運用を行っている「国立情報学研

究所セキュリティ運用連携サービス」（NII-SOCS）に平成29年10月11日（水）付けで加入した。

○標的型攻撃メール対応訓練

本学の情報セキュリティ対策を推進するため，不審なメールに対する対応等についての理解

を深めることを目的とし，教職員及び学生を対象に標的型攻撃メール訓練を平成29年10月31日

（火）から11月８日（水）までの期間に実施した。

○第４回国立大学法人上越教育大学教育諮問会議

平成29年11月６日（月），「第４回国立大学法人上越教育大学教育諮問会議」を開催した。

この諮問会議は，地元及び近県の教育委員会の幹部職員や公立の連携協力校の長，大学運営・

文部科学行政等に精通した有識者，総勢11名の構成員で，大学のカリキュラム，養成する人材像，

現職教員の再教育の在り方などについて答申し，その質の向上に資するため，平成26年度に設置

されたもので，今回が第４回の開催となる。

当日は，川崎学長から，「教員養成の拠点大学としての今後の在り方について」の諮問があっ

た後，本学に対する期待や要望を含め，大学院での教員研修機能の強化と本学が取り組むべき事

項の方向性と課題及び，地域の拠点大学として，本学が取り組むべき連携の方向性と課題等につ

いて活発な意見交換が行われた。
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○昇降機緊急時救出訓練

平成29年11月７日（火）に職員及び警備員

を対象に昇降機緊急時救出訓練を実施した。

エレベータの保守点検を委託する会社から２

名の技術員を講師にお迎えし，災害，故障等

により昇降機内に乗客が閉じ込め状態になっ

た際の救出手順を確認した。

エレベータ前での救出訓練手順を確認する参加者

○デジタル工作機器講習会

情報メディア教育支援センターが所有するデジタル工作機器について，学内における利用を推

進するため，次のとおり講習会を実施した。

期 日 平成29年11月９日（木）

場 所 情報演習自習室

対象機器 １）レーザーカッター（Trotec Laser社製rayjet出力30W）

２）３Ｄプリンタ（AFINIA社製H480）

参加人員 ３人

○都道府県等教育委員会と上越教育大学との連携協議会

平成29年11月12日（日）に本学において「平成29年度都道府県等教育委員会と上越教育大学と

の連携協議会」を開催した。

この連携協議会は，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いる。11月12日は，学長等本

学関係者と仙台市，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，岐阜県，長崎県の12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。

○大学メールアカウント及びポータルサイトのパスワード12桁化

本学の情報セキュリティ強化のため，大学メールアカウント及びポータルサイトのパスワー

ドの最低12桁化を，それぞれ次の日時に実施した。

大学メールアカウント：平成29年11月22日（水）

ポータルサイト：平成29年12月18日（月）
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○健康保持増進講演会

教職員及び学生を対象に，健康保持増進の啓発を図ることを目的として，平成29年11月22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 糖尿病について

講師 皆川 真一

（新潟県立中央病院 内分泌・代謝科 医長）

○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29年11月28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。

五百川 裕 教授（学校教育学系）

五十嵐透子 教授（臨床・健康教育学系）

髙橋 等 教授（自然・生活教育学系）

村中 智彦 准教授（臨床・健康教育学系）

○平成29年度情報セキュリティ研修

11月に実施した標的型攻撃メール対応訓練の実施

結果を踏まえ，外部講師による標的型攻撃メールの

脅威や見分け方，メールを開いてしまった場合の対

応等についての研修会を実施した。

期 日 平成29年12月13日（水）

場 所 第２講義棟 講202教室

参加人員 30人

○国立大学法人上越教育大学外部評価委員会

平成29年12月15日（金），「国立大学法人上越教育大学外部評価委員会」を開催した。

本学では，教育活動の状況について，外部の有識者による検証を行い，その結果により，大学

の教育活動の質の向上を目指すとともに，社会への説明責任を果たすことを目的として外部評価

を実施しており，今年度の外部評価委員会は，地元及び近県の教育委員会の幹部職員や公立学校

の校長，大学教授ら計６名の外部の有識者で構成されている。

また，本年度の外部評価では，第２期中期目標期間に受審した大学機関別認証評価及び教職大

学院認証評価の各評価結果に基づき，その後改善の取組を進めてきた教育活動等の状況を評価対

象として，委員会による検証及び評価を実施している。
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当日は，評価担当の小埜副学長から，自己評価書の内容及び各委員から事前に提出された質問

事項への回答に関する説明があった後，出席した４名の委員から，大学の教育活動に関する質問

や，今後のさらなる改善が期待される点等についての発言があり，活発な意見交換が行われた。

○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12月16日（土） ９人

平成30年１月６日（土） ６人

平成30年１月20日（土） 16人

○読み聞かせ実施のための学生向け研修会

本学学生・職員を対象に「読み聞かせ実施のための学生向け研修会－読み聞かせをやってみよ

う－」と題して，学生が子どもへの読み聞かせ会を開催するために必要となる基本的な理論や技

術を習得することを目的に研修会を開催した。

期 日 平成29年12月20日（水）

場 所 附属図書館２階情報交流ゾーン

参加人数 15人

講 師 大坪千恵子（附属幼稚園教諭）

石平俊一（高田図書館主任）

○平成29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29年12月25日（月），上越地域（上越市，柏崎市，糸魚川市，妙高市）教育委員会との連

携推進協議会を開催した。

連携推進協議会では，本学が進める地域連携推進事業の取り組み等に関する報告のほか，各

教育委員会から現在取り組んでいる事業及び大学への要望について発言があり，組織的・継続的

な地域貢献を推進することを目的に様々な協議が行われた。

○台湾・国立嘉義大学訪問団（受入れ）の実施

平成30年１月22日（月）から23日（火）までの２日間，協定校の台湾・国立嘉義大学の教職員

11名と学部生・大学院生25名の訪問団が，上越教育大学を訪れた。１日目に附属幼稚園を参観し，

市内のワイナリーや酒造場等を見学した後，歓迎交流会に参加した。２日目には附属小・中学校

を参観，午後には大学内の各会場に分かれて「交流・単位互換」「体育」「教育行政」「学生交流」

のテーマで本学の教員，学生と情報交換会を行った。情報交換会では積極的な意見交換が行われ，
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異文化理解と相互交流を深めるよい機会となった。

訪問団は本学での交流後，各地を見学し，26日（金）に帰国の途に着いた。

○平成29年度新構想３教育大学シンポジウム

１月27日（土）に本学，兵庫教育大学及び鳴門教育大学の新構想３教育大学が連携して「平成

29年度新構想３教育大学シンポジウム現代的教育課題と大学における現職教員の再教育ー学校教

育における発達障害児・者の支援を通して―」を講義棟２０１教室において開催した。

このシンポジウムは，「現職教員の再教育の場」として設置された３教育大学が，新構想大学

設置の意義や学校教育の中で果たすべき役割を再確認する目的で開催したもので，当日は雪が降

り積もる悪天候にもかかわらず，定員150人の会場が，地域の教員や大学院学生，３教育大学関

係者等でほぼ満席となるなか開催された。

シンポジウムは，文部科学省高等教育局大学振興課の柳澤教員養成企画室長から，「「有識者

会議報告書」における，現職教員の再教育について」と題して基調講演が行われ，同報告書の主

な記述や重要となるポイント等について講演が行われた。引き続き，実践発表では，中島上越教

育大学附属小学校副校長がコーディネータとなり，新構想３教育大学の大学院修了生等から，「学

校教育における発達障害児・者の支援」について，具体的な事例を挙げながら実践発表が行われ，

大学院において学校現場で学び続ける方法を学ぶことができたなどと，大学院での学びの成果等

について発表があり，その後，発表者と会

場の参加者との活発なディスカッションが

行われ，盛況のうちに閉会した。

シンポジウムの参加者からは，教員養成

大学・学部が直面している厳しい状況をよ

く理解することができた，実践発表は特別

支援がテーマであったが，全ての教育，学

校改善につながる内容だったなどの声が寄

せられた。 柳澤教員養成企画室長の講演を聞き入る参加者
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○第16回（平成29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30年１月31日（水），「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石井教

育次長をはじめ５名，新潟市教育委員会か

らは前田教育長をはじめ５名，本学からは

川崎学長をはじめ15名が出席した。三者で

の今後の更なる連携・協働体制の強化に向

けて，活発な意見交換を行った。

○救急（応急手当）講習会

平成30年２月15日（木）に学生及び教職員を

対象に救急（応急手当）講習会を実施した。地

元上越南消防署から２名の救急隊員を講師にお

迎えし，心肺蘇生，ＡＥＤの操作及び気道の異

物除去等について訓練を行い，参加者におかれ

ては，緊急時に即座に対応できるよう真剣に取

り組んでいた。

ＡＥＤを用いた心肺蘇生の訓練を行う参加者

○赤倉地区防災訓練（２回目）

平成30年２月16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，積雪時に

火災が発生したことを想定し，管理人による宿

泊者の避難誘導及び消防署への通報訓練，宿泊

者がケガを負った場合を想定した応急手当の訓

練を行った。

身近な物を使用しての応急措置
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○平成29年度ファカルティ･ディベロップメント研修会・講演会

平成30年２月21日（水），愛媛大学学長特別補佐の小林直人教授（教育企画室長）を講師とし

て「平成29年度ファカルティ・ディベロップメント研修会・講演会」を開催した。

この研修会・講演会は，授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図ることを目的として開催

した。

まず，午前に開催した研修会では，講師による「アクティブラーニングによる授業改善，その

考え方と具体的な手法（Ⅱ）－医学部での実践を通じて－」をテーマとした講演の後，講演内容

を踏まえたグループ討議及びその討議結果の共有と講師からの助言等の流れで進められた。この

研修会には，ファカルティ・ディベロップメントの一環としてアクティブラーニングの積極的な

導入に取り組む教職員17人，ティーチング・アシスタントを中心とする学生10人が出席し,参加

者からは，「自分自身の授業の課題に気づくことができた」や「講師，参加者から，様々な観点

からの話を聞くことができ，意義あるものだった」等の感想が寄せられた。

（研修会：講師による講演） （研修会：グループ討議）

また，午後に開催した講演会では，「学生の主体的・対話的な深い学びを高めるアクティブラ

ーニングによる授業実践－医学部での成果と課題を踏まえて－」をテーマとした講演で，大講義

室にもかかわらず，模擬授業も取り入れながらアクティブラーニングの基本的な考え方や講義法

が紹介された。この講演会には，教職員及び学生約120人が出席し，参加した教員からは，「大講

義室で授業を行う際のヒントを，模擬授

業を通して得ることができた」や「学生

の視座から体験的に学べて良かった」等

の感想が，また学生からも「有効な具体

策を提示していただき，教育実習でも実

践したい」や「今後の授業実践で役立て

られそうな方法を学ぶことができた」等

の感想が寄せられた。

（講演会：模擬授業）
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○第４回報道機関との懇談会

平成30年２月27日（火），本学中会議室において「上越教育大学と報道機関との懇談会」を開

催した。

この懇談会は，報道関係者に対して，本学の現状や今後の取り組みについて情報提供を行い，

本学に対する理解と関心を深めてもらうとともに，報道の見地からの率直な意見を聴取すること

で，今後の大学運営の参考とすることを目的として平成26年度から継続して開催しているもの。

今年度は，報道機関５社が出席し，先ず本学側から本学の現状と改革に向けた取り組み及び平

成30年度の創立40周年記念行事・事業計画並びに出版会からの出版状況等についての説明を行

い，引き続き行われた意見交換会では，大学の地域貢献の状況や今後の教育研究活動の方向性等

について活発な意見交換が行われた。



職　名 氏　　名 渡航目的国 用　　　　務 期　　　間 備　考

1 副学長 梅野　正信 アメリカ
pan-yellow sea forumへの招聘報
告のため

平成29年11月１日～
平成29年11月４日

外国出張

2 教授 釜田　　聡 韓国
異己プロジェクトの研究授業・研
究打合せ，韓国国際理解教育学会
への参加と発表

平成29年11月９日～
平成29年11月12日

外国出張

3 副学長 梅野　正信 韓国
４地域史学会共同国際学術大会へ
の参加・報告

平成29年11月17日～
平成29年11月19日

外国出張

4 教授 釜田　　聡 中国

平成29年度基板研究(B)「日・
中・韓三カ国協働による「異己」
理解共生を目ざした国際理解教育
のプログラム開発」の研究推進の
ため・史家小学校での授業研究会
と研究協議，北京師範大学での研
究打合せに参加する。北京側は姜
英敏先生が対応する

平成29年11月22日～
平成29年11月24日

外国出張

5 教授 大庭　重治
ニュージーラン
ド

国際応用言語学国際会議に出席
し，研究発表を行うため

平成29年11月25日～
平成29年11月30日

外国出張

6 学長 川崎　直哉 中国
第７回日中教師教育学術研究集会
に出席のため

平成29年12月１日～
平成29年12月４日

外国出張

7 教授 周東　和好 中国
第７回日中教師教育学術研究集会
への出席および研究発表

平成29年12月１日～
平成29年12月４日

外国出張

8 教授 五十嵐透子 アメリカ

the evolution of psychologyカ
ンファレンス参加市内の学校訪
問：性教育，教員研修に関する情
報収集

平成29年12月８日～
平成29年12月19日

外国出張

9 講師 野澤　有希 香港

香港の二つの小学校を訪問し，校
長，カリキュラム，主任，教員に
インタビューを実施し，授業参
観，カリキュラム開発，の内容と
校内の研究開発組織を明らかにす
る。

平成29年12月９日～
平成29年12月17日

外国出張

10 教授 釜田　　聡 台湾
科研「異己プロジェクト」での台
湾実施についての研究打合せ。相
手：嘉義大学・林明煌教授

平成29年12月17日～
平成29年12月18日

外国出張

11 准教授 長谷川正規
フランス
スペイン
ポルトガル

劇場を中心とした演奏環境および
オーケストラに関する調査，タン
ギングに関する教材の収集

平成29年12月19日～
平成30年１月23日

外国出張

12 教授 松崎　邦守 アメリカ
2018 Hawai International
Conference on Education参加

平成30年１月４日～
平成30年１月10日

外国出張

13 教授 大場　浩正 フィンランド
教育展示会（EDUCA）参加および
授業視察のため

平成30年１月25日～
平成30年１月31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

14 准教授 長谷川正規
オーストラリア
チェコ共和国

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
とタンギ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30年２月５日～
平成30年３月９日

海外研修

15 助教 兪　　期天 ウズベキスタン
科研の協力者としてセミナーに参
加。内容：和紙の研究活動及び
日・韓国語の通訳など

平成30年２月19日～
平成30年２月24日

外国出張

16 准教授 橋本　暁子 大韓民国
粱山市内の商業的土地利用調査を
おこなうため

平成30年２月27日～
平成30年３月１日

外国出張
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■大学
事　　　　　　　　　　項

11月１日 （水） 留学生等交通安全教室
第12回大学改革推進委員会
第１回研究費不正使用防止計画推進室会議（書面審議，～10日（金））
第８回衛生委員会

11月２日 （木） 第89回大学評価委員会
第79回カリキュラム企画運営会議

11月６日 （月） 第４回国立大学法人上越教育大学教育諮問会議
11月７日 （火） 昇降機緊急時救出訓練
11月８日 （水） 第215回教育研究評議会

標的型攻撃メール対応訓練（10月31日（火）～11月８日（水））
学長と平成29年度10月入学留学生との懇談会
第２回ファカルティ・ディベロップメント委員会

11月９日 （木） デジタル工作機器講習会
第２回教員免許状更新講習実施委員会

11月10日 （金） 第８回入学試験委員会
第４回総合学生支援室会議

11月12日 （日） 都道府県等教育委員会と上越教育大学との連携協議会
11月13日 （月） 第１回上越地域における教育課題の解決に向けた研究推進検討会議
11月17日 （金） 第９回教務委員会
11月21日 （火） 第３回教育実習委員会
11月22日 （水） 第216回教育研究評議会

第234回教授会
第５回施設安全・環境委員会（書面審議）
平成29年度健康保持増進講演会

11月25日 （土） 平成30年度大学院入試（中期募集）
11月28日 （火） 第５回学術研究委員会

平成29年度永年勤続者表彰状授与式
11月29日 （水） 第６回学術研究委員会

第13回大学改革推進委員会
12月１日 （金） 第９回入学試験委員会

第10回教務委員会
12月５日 （火） 第235回教授会

第６回学生委員会
12月６日 （水） 第116回役員会

第217回教育研究評議会
第５回国際交流推進センター運営委員会
第２回教育実習協力校（園）会議
第９回衛生委員会

12月７日 （木） 第１回研究活動の不正行為対策委員会（書面審議，～12日（火））
海外教育（特別）（実践）研究Ａ（オーストラリア）報告会
第２回大学教員人材評価委員会
平成30年度大学院入試（中期募集）合格者発表

12月11日 （月） 第46回情報・広報委員会（書面審議，～15日（金））
第80回カリキュラム企画運営会議

12月12日 （火） 第５回総合学生支援室会議
12月13日 （水） 平成29年度情報セキュリティ研修

外国人留学生との意見交換会
12月14日 （木） 第14回大学改革推進委員会

第11回教務委員会
12月15日 （金） 国立大学法人上越教育大学外部評価委員会

第90回大学評価委員会

月　日

 主 要 日 誌

17



事　　　　　　　　　　項
12月16日 （土） 大学院入学相談会（東京会場）
12月18日 （月） 第４回地域連携推進室会議
12月19日 （火） 第３回就職委員会
12月20日 （水） 第218回教育研究評議会

第236回教授会
第15回大学改革推進委員会
第10回入学試験委員会
読み聞かせ実施のための学生向け研修会
学生表彰授与式

12月21日 （木） 第７回学術研究委員会（書面審議，～26日（火））
第３回情報戦略室ＩＲ部門会議
第１回第一種学資金返還免除候補者選考委員会

12月25日 （月） 平成29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
第１回学校実習等在り方検討会議

12月26日 （火） 第３回附属図書館運営委員会（書面審議，～１月４日（木））
１月５日 （金） 第16回大学改革推進委員会
１月６日 （土） 大学院入学相談会（東京会場）
１月10日 （水） 第219回教育研究評議会

第５回創立40周年記念行事準備委員会
１月11日 （木） 第３回情報戦略室評価部門会議
１月13日 （土） 平成30年度大学入試センター試験（～14日（日））
１月15日 （月） 第４回辰野千壽教育賞実行委員会
１月17日 （水） 第11回入学試験委員会

第12回教務委員会
第５回国立大学法人上越教育大学出版会出版企画委員会（書面審議，～
23日（火））

１月18日 （木） 研究費不正使用防止のための研修会（教員対象，～22日（月））
１月19日 （金） 第17回大学改革推進委員会

第６回総合学生支援室会議
１月20日 （土） 大学院入学相談会（東京会場）
１月24日 （水） 第220回教育研究評議会

第237回教授会
第２回上越教育大学CSIRT会合
全学教職員集会
第３回ファカルティ・ディベロップメント委員会

１月26日 （金） 平成30年度学部推薦入試
１月27日 （土） 平成29年度新構想３教育大学シンポジウム
１月30日 （火） 第117回役員会

第57回経営協議会
第39回学長選考会議

１月31日 （水） 第16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

２月１日 （木） 第47回情報・広報委員会
２月５日 （月） 研究費不正使用防止のための研修会（事務系職員対象，～28日（水））

第12回入学試験委員会
２月６日 （火） 第238回教授会

第６回施設安全・環境委員会
第３回教員免許状更新講習実施委員会
平成29年度特別支援学校教育実習連絡会
第４回附属図書館運営委員会

２月７日 （水） 第18回大学改革推進委員会
平成30年度学部推薦入試合格者発表
第10回衛生委員会
第７回学生委員会

２月８日 （木） 第48回情報・広報委員会（書面審議，～13日（火））
平成29年度保育実習連絡会

月　日
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事　　　　　　　　　　項
２月13日 （火） 第４回情報戦略室ＩＲ部門会議

第４回教育実習委員会
２月14日 （水） 第221回教育研究評議会
２月15日 （木） 第２回研究費不正使用防止計画推進室会議（書面審議，～19日（月））

平成29年度救急（応急手当）講習会
第13回教務委員会

２月16日 （金） 平成29年度赤倉地区防災訓練（２回目）
第13回入学試験委員会
第81回カリキュラム企画運営会議

２月20日 （火） 第４回就職委員会
２月21日 （水） 第222回教育研究評議会

第239回教授会
平成29年度ファカルティ・ディベロップメント研修会・講演会

２月25日 （日） 平成30年度学部一般入試（前期日程）
２月26日 （月） 第２回保健管理センター運営委員会
２月27日 （火） 第91回大学評価委員会

第４回上越教育大学と報道機関との懇談会
第２回特別支援教育実践研究センター運営委員会（書面審議，～３月５
日（月））

２月28日 （水） 平成29年度留学生スキーのつどい（～３月１日（木））
第19回大学改革推進委員会
第14回教務委員会

　 　
■附属幼稚園

事　　　　　　　　　　項
11月１日 （水） 平成30年度入園選考検査（～２日（木））
11月８日 （水） 保育について語る会
11月10日 （金） 入園選考検査結果発表
11月11日 （土） 保育参観日
11月17日 （金） 祖父母参観日
11月27日 （月） 第４回避難訓練
12月５日 （火） 第２回附属学校運営委員会
12月11日 （月） 身体計測
12月22日 （金） 第２学期終業式
１月９日 （火） 第３学期始業式
１月11日 （木） 身体計測
１月15日 （月） 第５回避難訓練
１月18日 （木） 歯科検診
１月27日 （土） 冬の園開放デー
１月29日 （月） 欠員募集（～２月９日（金））
２月２日 （金） 豆まき集会
２月８日 （木） 身体計測
２月13日 （火） 第６回避難訓練
２月14日 （水） 欠員募集選考検査
２月16日 （金） お楽しみ発表会

欠員募集選考結果発表
２月28日 （水） 第２回学校評議員会

■附属小学校
事　　　　　　　　　　項

11月６日 （月） 平成30年度１学年児童募集要項配布開始（～24日（金））
11月７日 （火） 個別懇談（６年）（～８日（水））
11月10日 （金） 安全の日
11月14日 （火） 入学願書受付開始（～24日（金））
11月15日 （水） ６年生宿泊体験学習：関東方面（～17日（金））
12月１日 （金） 活動参観日
12月５日 （火） 第２回附属学校運営委員会

月　日

月　日

月　日
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事　　　　　　　　　　項
12月８日 （金） 安全の日
12月10日 （日） 新１年生入学選考検査
12月14日 （木） 入学選考合格発表
12月21日 （木） 給食最終日
12月22日 （金） 第２学期終業式
12月25日 （月） 冬季休業（～１月８日（月））
１月４日 （木） 平成30年度入学児童選考２次募集要項配布開始（～15日（月））
１月９日 （火） 第３学期始業式

２次募集願書受付開始（～15日（月））
１月10日 （水） 給食開始

安全の日
発育測定（５・６年）

１月11日 （木） 発育測定（１・２年）
１月12日 （金） 発育測定（３・４年）
１月23日 （火） 学力テスト（～24日（水））
１月26日 （金） 自由参観日

第３回避難訓練
１月31日 （水） ３・４年スキー教室
２月５日 （月） 冬の音楽集会
２月７日 （水） 安全の日
２月８日 （木） ５・６年スキー教室（赤倉）（～９日（金））
２月15日 （木） 新１年生入学説明会
２月19日 （月） 個別懇談（～21日（水））

欠員募集要項配布開始（～３月２日（金））
２月26日 （月） 欠員募集願書受付開始（～３月２日（金））

■附属中学校
事　　　　　　　　　　項

11月１日 （水） 秋の合唱コンクール
11月３日 （金） 桜城文化祭
12月５日 （火） 第２回附属学校運営委員会
12月９日 （土） 平成30年度新１学年生徒入学選考
12月12日 （火） 平成30年度新１学年生徒合格発表
12月22日 （金） 第２学期終業式
12月23日 （土） 冬季休業（～１月８日（月））
１月６日 （土） 新入生・保護者入学説明会
１月９日 （火） 第３学期始業式
１月11日 （木） １・２学年スキー合宿（～12日（金））
１月15日 （月） 第３回避難訓練
１月23日 （火） 生徒会三役任命式
２月28日 （水） 第２回学校評議員会

月　日

月　日
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