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平成27年6月29日 現在（平成27年9月17日 一部修正，9月30日 追加修正）

第３期 中期目標・中期計画（素案） 一覧表
（法人番号 ３６） （大学名） 上越教育大学

（前文）大学の基本的な目標

上越教育大学は、連合博士課程、修士課程、専門職学位課程及び学士課程を持ち、大学院（現職教員再教育）重点化を目指す大学であり、大学院における現
職教員の再教育を行う中核的な機関として、学校現場に密接に関連した実践的な教育研究を行うことを基本的な目標とする。
この基本的な目標を踏まえ、世界的に不安定かつ流動的な時代にあって、我が国の伝統と文化を基盤とし、人格に優れ、問題解決の力を備えた、持続可能な

社会を創造する人材を育成できる、世界最高水準の初等中等教育教員の養成を行う大学を目指す。

また、学校教育に関する理論的・実践的な研究を行い、その成果を発信するとともに、常に教育改革の世界的潮流を見据え、不断の改革に取り組み、我が国
の教員養成のモデルであり続ける大学となることを目標とする。

このため、基礎力・思考力・実践力で構成される「21世紀を生き抜くための能力（汎用的能力 」を備え、かつ児童生徒に対しその能力を育成できる教員を）

養成する。さらに、教員として、豊かな教養、使命感、人間愛等の「＋α」の資質・能力（以下： 21世紀を生き抜くための能力＋α」と表記）をも備えた教「
員を養成するための教育課程の開発・導入を推進することとし、次のとおり第３期中期目標期間における主要目標に掲げる。

(1) 学士課程においては、系統的な教育実習や、教科及び教職に関する多様な授業科目からなる実践的な教育課程を開発・実践し 「21世紀を生き抜くための、

能力＋α」を備えた教員を養成する。
(2) 大学院においては、修士課程と専門職学位課程が協働し、より高度な「21世紀を生き抜くための能力＋α」を身に付けるための教育課程を開発・実践し、
現代的課題の理解と問題解決の方法を修得した、学校づくりの有力な一員となり得る教員及び地域や学校において中核的、指導的役割を果たす教員（スクー
ルリーダー）を養成する。
特に修士課程においては、焦点化した問題の設定と解決の方策を修得した教員を養成する。一方、専門職学位課程においては、学校現場の諸課題を多面的

・総合的に捉え解決する力を修得した教員を養成する。
(3) 教育委員会や学校等と連携・協働して、地域や学校現場が抱える課題の解決に資する取り組み等を行うとともに、教員が教職生活全体を通じて学び続ける
ための研修拠点としての機能を強化する。

(4) グローバルな視野を持つ人材を養成するため、カリキュラムを充実するとともに、海外協定校との連携を深め、学生交流及び学術交流を推進する。

(5) 附属学校と大学が協働し、児童生徒等の「21世紀を生き抜くための能力」を育成する授業研究に取り組み、この成果を教育実習生の「21世紀を生き抜くた
めの能力＋α」の育成に活用するとともに、地域の学校現場に還元し、国内外に発信する。

(6) 学校教育に係る全ての教科はもとより幼児教育、特別支援教育等を含むそれぞれの課程・領域で得られた知見・成果を踏まえた、教育委員会や教育現場と
の連携による、学校現場に密接に関連した実践的な教育研究の取り組みなど、本学の強み・特色を活かし、教員養成の質的転換と現職教員の研修機能のさら

なる強化に向けて、教育研究組織の見直しを行う。
(7) 学長のリーダーシップの下、全学が一丸となって上記の目標達成に取り組む体制を構築するとともに、改革の進捗状況を含めた大学の運営状況を常に検証
し、継続して改革に取り組むことができるようにガバナンス機能を強化する。
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中 期 目 標 中 期 計 画

◆ 中期目標の期間及び教育研究組織

１ 中期目標の期間
平成28年４月１日から平成34年３月31日までの６年間とす

る。

２ 教育研究組織

本学は、この中期目標を達成するため、教育研究上の基本
組織として、別表に記載する学部及び研究科を置く。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 教育に関する目標 １ 教育に関する目標を達成するための措置
（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標 （１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置

○教育課程、教育方法及び教育の成果 ○教育課程、教育方法及び教育の成果

（学士課程） （学士課程）

101 初等中等教育教員の養成を中核に据え 「21世紀を生き抜 101 「21世紀を生き抜くための能力+α」を備えた教員を養成するため、学生が各学年段階や、
くための能力+α」を備えた教員を養成するためのカリキュ 卒業時までに修得すべき到達目標及び確認指標である上越教育大学スタンダードと、それ

ラムを編成するとともに、新たな上越教育大学スタンダード に基づいた各科目の具体的達成基準であるルーブリック等を新たに作成し、それらを踏ま
を作成することにより、時代や社会の要請に応え得る深い人 えつつ、教育課程の編成方針及び編成基準により新カリキュラムを編成する。
間理解と豊かな感性・学識、優れた教育実践力を備えた、広
範な教育段階に対応できる教員を養成する。 102 学生の実践力や思考力を高めるための授業科目を中心に、第３期中期目標期間中に全授

業科目の５割以上の科目でアクティブ・ラーニングを積極的に取り入れることにより、学
校現場でアクティブ・ラーニングを実践できる教員の養成を行う。

103 全国的な初等中等教育に対するニーズの把握を行うため教育委員会や学校教育現場等の

関係者との緊密な意見交換を行うとともに、在学生及び卒業生への教育の成果・効果に関
する調査等を実施し、ＩＣＴ教育や英語教育の活性化、インクルーシブな教育、いじめ等
の生徒指導などを学校現場で実践できるカリキュラムを開設する。

104 教員就職に向けた全学的・組織的なキャリア教育や、Institutional Research（以下：

「ＩＲ」と表記）による学習成果等の分析に基づくきめ細かな就職指導により、学生の教
職への意欲を高め、教員採用試験の受験率を向上させるとともに、進学者と保育士就職者
を除く卒業生の教員就職率を80％以上とする。
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（大学院課程） （大学院課程）

〔修士課程〕 〔修士課程〕
105 教育現場における焦点化した問題の設定と解決の方策を修 105 修士課程においては、教科及び教職に係る優れた実践的な指導力と研究能力を備えた教

得した、高度な専門的能力を持つ多様な人材を養成する立場 員を養成するため、教育課程の編成方針及び編成基準に基づいて、実践的課題を見据えた
から、構想力を持った高度専門職業人を養成する。特に、教 研究指導を実施する新カリキュラムを編成する。
科及び教職に係る優れた実践的な指導力と研究能力（教科内
容構成能力、教材開発能力など）を備えた教員を養成する。 106 教員養成系大学・学部以外の出身者については、学部段階での多様な学修内容を基礎と

して、初等中等教育の場における教科及び教職に係る実践的カリキュラムを開設し、実践

的な指導力を備えた教員を養成する。

〔専門職学位課程〕 〔専門職学位課程〕
107 学校現場の諸課題を多面的・総合的に捉え解決する力を修 107 専門職学位課程においては、確かな指導理論と優れた応用力を備えたスクールリーダー

得した教員を養成するという立場から、即応力を持った高度 及び学校づくりの有力な一員となり得る実践的な指導力・展開力を備えた新人教員を養成
専門職業人を養成する。特に、確かな指導理論と優れた応用 するため、教育課程の編成方針及び編成基準により「学校支援プロジェクト」を中核とし
力を備えたスクールリーダー及び学校づくりの有力な一員と た新カリキュラムを編成する。
なり得る実践的な指導力・展開力を備えた新人教員を養成す

る。
〔修士課程、専門職学位課程 共通〕
108 学生の実践力や思考力を高めるための授業科目を中心に、第３期中期目標期間中に全授
業科目の５割以上の科目でアクティブ・ラーニングを積極的に取り入れることにより、学
校現場でアクティブ・ラーニングを実践できる教員の養成を行う。

109 全国的な初等中等教育に対するニーズの把握を行うため教育委員会や学校教育現場等の
関係者との緊密な意見交換を行うとともに、在学生及び卒業生への教育の成果・効果に関
する調査等を実施し、ＩＣＴ教育や英語教育の活性化、インクルーシブな教育、いじめ等

の生徒指導などを学校現場で実践できるカリキュラムを開設する。

110 現職教員以外の学生に対しては、教員就職に向けた全学的・組織的なキャリア教育や、
ＩＲによる情報に基づくきめ細かな就職指導を行い、進学者及び外国人留学生を除く修了

、 、 。生の教員就職率を 修士課程においては75％以上 専門職学位課程においては100％とする

○成績評価等 ○成績評価等

115 「21世紀を生き抜くための能力＋α」の育成に向けた成績 115 「21世紀を生き抜くための能力＋α」の育成に関連した上越教育大学スタンダード、ル
評価基準を新たに作成し、厳格な成績評価を実施する。 ーブリックの見直しを踏まえ、成績評価基準を新たに作成し、同基準に基づく評価手続き

及び評価の体制を明確に学生に周知し、厳格な成績評価を行う。
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（２）教育の実施体制等に関する目標 （２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置

○教職員の配置 ○教職員の配置

121 教員養成と研修機能の更なる強化・充実に向け、学校教育 121 学校現場（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校）での
に関する理論的・実践的な教育研究を推進し、学校現場に密 指導経験を持つ大学教員や本学が行う学校現場に密接に関連する実務的な研修経験を持つ
接に関連した実践的な教育を行うため、学校現場での指導経 大学教員の割合が、第３期中期目標期間末には約５割となるよう教員を確保する。
験等を持つ教員を確保する。 このため、学校現場で指導経験のない大学教員に対しては、学校教育に関する理論的研

究に基づいた、学校現場に密接に関連した実践的な教育を行うため、附属学校等において

学校現場の実態と課題などについて理解を深めるための実務的な研修を行う。

○教育環境の整備 ○教育環境の整備

122 学生の主体的・協働的な学修を支援するため、教育環境を 122 アクティブ・ラーニング等の実践の場として、図書館機能を充実するとともに、教室等
整備・改善する。 の教育環境やＩＣＴ基盤を整備・充実する。とりわけ図書館機能については、学生がグル

ープで協働学修を行えるグループワークスペースの設置や、教員が所蔵資料やＩＣＴ基盤

を活かし図書館内で講義を行える環境を整備する。

○教育の質の改善、教育研究システムの改善 ○教育の質の改善、教育研究システムの改善

123 ファカルティ・ディベロップメント活動を一層充実・促進 123 授業の質の向上や改善を推進するため、学生による授業評価及び教員の自己評価に係る
し、授業の改善につなげる。 取り組みをさらに充実・促進し、段階的に全ての授業を公開するとともに、学生を交えた

ワークショップ形式の研修やアクティブ・ラーニングの積極的な実践に向けた研修等を毎
年度実施する。

（３）学生への支援に関する目標 （３）学生への支援に関する目標を達成するための措置

131 修学面及び生活面における充実した学生生活とするため 131 「学生生活実態調査」及び「大学会館に関するアンケート調査」を学部学生及び大学院
に、入学から卒業・修了までの一貫した総合的な学生支援を 学生を対象に平成29年度及び平成32年度に実施し、授業、教育研究環境、学生生活や健康
実施する。 等に関する実態並びに大学会館の利用状況等を把握する。その結果に基づき課題とされた

事項について改善し、充実した学生生活を支援する。

132 学生宿舎等の居住環境の機能改善及び福利厚生事業の点検・見直しを不断に行い、キャ
ンパスライフに関する学生の満足度を向上させる。

133 学生の教員への就職を見据えた、学校でのボランティア活動等の体系化の推進や、地域

における学生の自主的で多様な学びの機会を充実するとともに、これら活動を支援する体
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制を強化するなど、一貫した総合的な学生支援を実施する。

134 学修支援に係るＴＡ（ティーチング・アシスタント 、ＲＡ（リサーチング・アシスタン）
ト 、ＴＳ（ティーチング・サポーター）の充実などサポート機能を強化し、学生の主体的）

・協働的な学びを支援する。

135 附属図書館、情報メディア教育支援センターが一体となって、学術情報に関するサポー
ト体制を構築するなど、学修支援に係るサポート機能を強化する。また、本学学生が地域
の児童に読み聞かせを行う交流活動を通して学生の読書指導力の養成を図るなど、学生が

主体的に学修できるプログラムを推進する。

136 障害等による特別な配慮が必要な学生に対するノートテイカーなどの支援に際しては、
教員として学校現場においてその経験を活かすことを考慮し、本学の学生が当該支援を行

う体制を整備する。

137 全学生の定期健康診断を行うとともに学部新入生及び大学院新入生を対象にＵＰＩ（大
学生精神健康調査）を実施し、精神的・身体的な問題を把握する。その結果に基づき必要

に応じて面談を行い、悩みを抱えた学生や特別な配慮を必要とする学生を支援する。

138 教員採用に向けた就職指導について、入学から卒業・修了までの一貫した連続性を考慮
、 、 、 、して更に内容を充実し ガイダンス 採用試験対策講座 模擬試験等を実施するとともに

教員採用の全国的な動向を把握し、学生に情報提供を行う。

また、個々の学生に対して、キャリアコーディネーター（公立学校校長等の経験者）や
教員採用試験ジョブアドバイザー（現職派遣学生のボランティア）による就職相談・指導
を行う。
卒業生・修了生にも就職情報の提供や就職相談・指導等の支援を行う。

（４）入学者選抜に関する目標 （４）入学者選抜に関する目標を達成するための措置

（学部） （学部）
141 「21世紀を生き抜くための能力＋α」を備えた教員を養成 141 「21世紀を生き抜くための能力＋α」を備えた教員を養成するため、新テスト「大学入
するため 新テスト 大学入学希望者学力評価テスト 仮称 学希望者学力評価テスト（仮称 」等の導入を踏まえたアドミッション・ポリシーの見直し、 「 （ ）」 ）
等の活用を踏まえたアドミッション・ポリシーの見直しを行 を平成28年度中に行う。
い、それに基づき、多面的・総合的な評価を重視した

個別選抜（大学が個別に行う入学者選抜）を実施する。 142 「21世紀を生き抜くための能力＋α」を備えた教員を養成するため 「知識・技能 「思、 」，
考力・判断力・表現力」及び「主体性・多様性・協働性」を多面的・総合的に評価する個
別選抜方法の検討を高大接続システム改革会議における検討状況を注視しつつ、平成30年
度までに行い、平成33年度入学者に係る選抜から実施する。

、 、 。また 上記選抜方法の妥当性及び信頼性の検証を目的とし 入学者の追跡調査等を行う
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（大学院） （大学院）
145 「21世紀を生き抜くための能力＋α」を備えた教員を養成 145 「21世紀を生き抜くための能力＋α」を備えた教員を養成するため、アドミッション・

するため、アドミッション・ポリシーの見直しを行い、それ ポリシーの見直しを平成28年度中に行う。
に基づき、教職に関する高度な専門性と実践的指導力の修得
を目指す学生を受け入れる入学者選抜を行う。 146 明確な研修課題を有する現職教員及び多様な社会人経験・学習経験を有する者等の大学

院入学希望者の教職に関する能力・意欲・適性等を総合的に評価する入学者選抜を行う。

２ 研究に関する目標 ２ 研究に関する目標を達成するための措置
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標 （１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置

211 教育に関する臨床的研究とそれを支える基礎的研究並びに 211 連合大学院（博士課程）を構成する大学として、現代的教育課題の解明や解決に資する
学校現場に密接に関連した実践的・先導的な研究機能の強化 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を推進するプロ
・充実を図り、国内外の教育界における研究水準をリードす ジェクト研究等を実施する。また、こうした研究の際に、理論と実践の往還のため修士課
る拠点となることを通じて、我が国の教員養成の質的向上と 程と専門職学位課程の教員の協働を推進する。

学校現場の課題解決に資する役割を担うとともに、その研究
成果を積極的に社会に還元する。 212 学校現場が抱えている、学力向上、コミュニティスクールやインクルーシブ教育システ

ムなどの諸課題やニーズに対応した研究を推進するため、地域の学校教員との連携による
プロジェクト研究等を実施する。

213 出版会による出版物の刊行や本学のリポジトリに教育研究資料を毎年度150件以上登録す
る等の取り組みを通して、教育研究成果を国内外へ発信するとともに、研究成果のオープ
ンアクセス化を推進する。

（２）研究実施体制等に関する目標 （２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置

221 教員養成の質的向上や学校現場など地域社会のニーズ並び 221 現代的教育課題の解決に向けた研究を推進するため、教育委員会や学校現場等との連携

に現代社会の変化に即した研究を積極的に進め、社会的要請 体制を強化するとともに、学校現場における指導経験を有する者や教育実践に関する研究
の高い研究課題に対応する研究組織を構築するとともに、そ 実績を有する研究者等を配置するなど、研究実施体制を強化し、支援に係る組織体制を充
の研究支援体制を整備する。 実する。

222 社会的要請の高い研究や実践的・先導的な研究の推進とその研究成果の積極的な公表を

支援するために、地域の学校教員や大学院生を研究協力者とするプロジェクト研究の推進
や上越教育大学出版会における出版などに対し、効果的な研究資金の重点配分を行う。

223 教員養成の質的向上に向け、次世代を担う若手教員の研究推進に資するため、海外との

研究交流や研究スペース等に配慮した研究支援を行う。また、本学の強み、特色を活かす
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べく「21世紀を生き抜くための能力＋α」向上に係る若手教員の研究についての助成を毎
年度実施する。

３ 社会との連携や社会貢献及び地域を志向した教育・研究に ３ 社会との連携や社会貢献及び地域を志向した教育・研究に関する目標を達成するための
関する目標 措置

301 本学の知的・人的・物的資源を有効に活用し、我が国の教 301 新潟県における教員の大量退職時期を見据え、学校ミドルリーダーを育成するための調
員養成の質的向上と学校現場の課題解決のために貢献すると 査研究事業を、教育委員会などの行政機関と連携して実施する。

ともに、地域社会の発展への支援と様々なニーズに沿った教
育研究・文化事業を実施する。 302 新潟県教育委員会及び新潟市教育委員会と協働・連携し 「小・中学校の理科教育におい、

て中核的な役割を担う教員を養成する事業（コア・サイエンス・ティーチャー養成プログ
ラム 」を継続して実施することにより、本プログラム修了者が県内の地区理科教育センタ）

ー等において、本プログラムの内容を活用して行う研修指導等の活動を支援する。

303 教育委員会との人事交流による職員が配置されている学校教育実践研究センターの特色
を活かし、学校現場が抱えている課題をテーマに設定したセミナーを年間50回以上実施す

る。

304 公開講座について、大学を身近に感じてもらえるよう、学校教育に関わるテーマだけで
なく市民の興味がわくようなテーマも設定し毎年15件以上実施する。また、このうち大学
院の一部の授業科目を一般に開放した公開講座も実施する。

305 大学教員が、地域などの求めに応じ依頼先に出向いて講義等を行う出前講座について、
毎年、大学教員数の50％以上の件数の講座を開講する。

306 新潟県内の国公私立大学等で設立した「教員免許状更新講習コンソーシアム新潟」の幹
事校として、県内における免許状更新講習の取りまとめを行う。また、多様な免許が取得
できる本学の特色を活かし、特別支援教育を含む講習を実施する。

307 近隣の大学、地方自治体、調査研究機関や産業界等との密接な連携・協働を進め、新潟
県立看護大学との連携講座などを実施することにより、地域の教育や健康等に資する事業
や研究を実施する。

「 」 、 、308 我が国の教育・研究の振興に貢献するため創設した 辰野千壽教育賞 により 幼稚園

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、保育所等の教育現場における特色ある実践研
究及び先進的取り組みに対し、更なる発展に向け積極的な支援を実施する。

「 」 、309 教職大学院における教育現場での実習を中心とする 学校支援プロジェクト を通じて

小・中学校等が抱える課題を解消するための取り組みを、毎年度35校以上（学校以外の連
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携協力機関での取り組みを含む）で実施する。

310 地域の小学校児童の、土・日曜日における学習やスポーツ、体験学習などの様々な活動
を一層促進するため、学生の自主的な活動である「学びのひろば」の実施に際し、人的・

物的側面から支援を充実する。

４ その他の目標 ４ その他の目標を達成するための措置
（１）グローバル化に関する目標 （１）グローバル化に関する目標を達成するための措置

401 国際的な学生交流及び学術交流の推進並びに教育研究の充 401 「21世紀を生き抜くための能力」のうち実践力、特に持続可能な社会を意識させるため
実を図るとともに、学校及び地域社会等と連携し、グローバ に、異文化コミュニケーション能力と異文化理解マインドを持った教員を養成する。この
ルな視野を持った人材を養成するため 「国際交流推進セン ため、英語でのコミュニケーション能力を高めるため、英語のみを使用した授業を導入す、

ター」を中心に教育研究活動を推進する。 る他、海外の教育・文化の理解、語学研修などの体験型科目や小学校英語指導法等の新た
な科目を開設・開講する。また、異文化を体験することを重視し、海外の教育・文化に触
れる短期留学プログラムや海外協定校との交流・共同授業実践を増やす。

402 本学の持っている教員養成の総合力、教科教育のノウハウ等を、海外協定校をはじめ世
界に向けて発信するネットワークを構築し、海外で講演会、講習会などを開催する機会を
教員に提供する。
また、研究者の受け入れや共同研究を積極的に推進するとともに、若手教員や実務教員

をはじめ教員の海外派遣、国際研究プロジェクトや国際学会の参加などの研究交流事業を

サポートする。

403 本学で開発する「21世紀を生き抜くための能力+α」の育成のためのモデルカリキュラム
について、海外協定校と共同研究を進め、その成果を教育課程に反映する。

404 海外協定校との連携を深め、毎年度30人以上の外国人留学生を受け入れる。また、チュ
ーター制度、留学生による母語講座、留学生及び日本人学生による外国人児童生徒への修
学支援などの地域社会や学校からのニーズに応じた支援事業を積極的に行うと共に、地域

の特色を活かしたスキー事業などを実施し、外国人留学生と日本人学生及び地域社会との
交流活動を活発にし、キャンパスの国際化を推進する。

405 日本人学生の海外派遣留学及び海外での教育研究活動を一層促進するため、上越教育大
学基金による留学生奨学事業の実施や各種奨学金の案内により、経済的な支援を行う。

また留学説明会の実施や協定校アドバイザーによる協定校の情報提供を行う。さらに、
海外での教育実習の履修要件化や海外の大学で履修した授業の単位化を実施する。

（２）附属学校に関する目標 （２）附属学校に関する目標を達成するための措置
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421 学校教育に関する今日的課題や新たなニーズに応じた教育 421 大学と協働して、附属幼稚園から附属中学校までを通した「21世紀を生き抜くための能
モデルの開発を目指し、大学と附属学校の緊密な連携・協力 力」育成のための教育課程のモデルを開発、実践し、この成果を大学の教育実習に活用す
の下、地域の教育課題の解決を含め、教育に関する実践的な る。また、附属学校教員が大学での指導法に関する授業を担当し、学生が教員として実践

教育研究を進める。 的な力量を形成するための一翼を担うなどの日常的な連携を行う。

422 今日的な教育課題に対する先導的な研究を推進する。その際には、地域の公立学校園教
諭を研究協力者として協働的な研究開発に努めたり、附属学校園教員を公立学校園の校内
研修に講師として派遣したりし、研究成果の共有を図る。

423 県教育委員会が主催する初任者研修等の授業参観や協議の場の提供を行ったり、附属学
校園教員が市教育委員会の教育センター研修の講師等の役割を担ったりするなど、教育委
員会等との連携を継続して推進する。

424 グローバル化に対応するために、児童・生徒が海外の協定校との相互の交流事業を通じ
て国際理解を深める。

425 学校現場での指導経験のない大学教員が、学校現場の実態と課題を理解した上で、学生
の指導に努める意識を醸成することを目的として、大学と附属学校が連携して研修実施体
制を整備し、附属学校等において研修を実施する。
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中 期 目 標 中 期 計 画

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 組織運営の改善に関する目標 １ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置

511 学長のリーダーシップにより、適切な評価・検証に基づき 511 ガバナンス機能の強化を図るため、学長の補佐体制及び学内の管理・運営体制の点検・
業務運営を行える体制を整備するとともに、ガバナンス機能 不断の見直しを進める。また、学長補佐体制、管理・運営体制を含め業務運営全般のＰＤ
を強化する。 ＣＡサイクルに監事による監査結果を反映する。

512 大学運営に対する社会、特に有力なステークホルダーであ 512 監事２名のうち１名を常勤として監事機能を強化し、監事が学内の重要な会議はもとよ
る教育委員会からの評価や要請を的確に把握するとともに、 り他の会議等にもオブザーバーとして出席して意見を述べる機会を確保する。また、監査
監事による監査結果や外部評価結果を、組織運営の改善に反 結果については、全教員が出席する教授会においても周知を図る。

映する。
、513 本学の教育研究に関する取り組み状況の説明や教育委員会からのニーズを把握するため

教育委員会との連携協議会を毎年２回以上開催するとともに、近県の教育委員会幹部等で
構成する本学教育諮問会議を毎年開催することにより、学外委員や教育委員会からの評価

や要請を的確に把握して、本学の教育研究組織の改善に反映する。

514 大学の強み・特色を発揮するため 「21世紀を生き抜くための能力＋α」育成の視点に配、
慮し、大学教員の人材評価項目・基準を再検討する。また、評価結果を給与に反映させる
とともに、教育研究や学内・学外貢献に対して表彰制度を創設し、研究費等において優

遇措置を講ずることにより組織を活性化させる。

515 組織を活性化させるため、第３期中期目標期間中に採用する大学教員（学校現場での指
導経験を有する者を除く ）については、50％以上を若手教員にするととともに、年俸制・。

任期制を活用した採用を行う。

516 全構成員が積極的に組織運営の改善や大学改革の推進に参画する意識を醸成するため、
学長が構想や方針等を教職員に対して説明し、意見交換を行う「全学教職員集会」の開催

や、電子掲示板上に関連情報を掲載し、意見交換が行える機会を確保する。

517 男女共同参画を推進するため教職員の２割以上が女性となるように採用計画を進めると
ともに、女性の管理職登用を推進し、管理職に占める女性教職員の割合を、第３期中期目
標期間末までに２割以上とする。

２ 教育研究組織の見直しに関する目標 ２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置
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（学部）521 教員養成の質的転換と研修機能の強化・充実を図るため、
学習指導要領に対応できる 「21世紀を生き抜くための能力 521 教員としての総合的な資質と実践的な能力の育成を重視し、小中一貫教育への対応等の、
＋α」を備えた教員を養成するための教育課程の開発に取り 機能強化に向けて専修・コースの改組を行う。また、教育現場における焦点化した問題の
組むとともに、平成32年度の改組に向けて教育研究体制の見 設定と解決する力や、学校現場の諸課題を多面的・総合的に捉え解決する力を持った高度

直しを行う。 専門職業人としての教員を養成するため、学部段階で修士レベルの内容を履修するなど、
修士課程、専門職学位課程への接続を考慮し、大学院での学びをより深化させる６年（５
年）一貫プログラムを導入する。

（大学院）

522 修士課程における教科及び教職に関する専門性と、専門職学位課程における学校現場の
諸課題の解決に関する実践力・応用力等の両課程の強み・特色を活かし、両課程が協働し
て教育研究成果の共有をはじめ、教育内容や指導法とその検証等を行う体制を構築する。

（修士課程）
、523 教育現場における教科及び教職に係る優れた実践的な指導力と研究能力の向上を重視し

教育現場の焦点化した問題の設定と解決の方策を総合的に捉える教育課程を編成し実施す
るために、現代的課題の理解と実践的課題解決に資する研究指導体制の再構築に向けて、

専攻・コースの改組を行う。

（専門職学位課程）
524 学校における指導的役割を果たし得る実践力・応用力の修得を重視し、教育委員会や学
校現場における要望等を踏まえ、学校現場の諸課題を多面的・総合的に捉え解決に資する

教育実践及び、連携協力校等における学校支援（実践）とその実践の省察及び成果の還元
を内容とした授業（ 学校支援プロジェクト ）のさらなる充実に向け教員組織体制を強化「 」
する。

３ 事務等の効率化・合理化に関する目標 ３ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置

531 事務組織の編成や業務内容を随時見直すことにより、効率 531 事務職員の職位・職階（スタッフ、主査、副課長、課長）ごとに必要となる能力・資質
化・合理化を進める。また、事務系職員の資質・能力の向上 をわかりやすく明示し、向上心を持って職務に臨む意識を醸成するとともに、業務内容に

に努める。 応じた事務処理マニュアルの見直しを行う。

532 事務系職員のキャリアアップと組織の活性化を図るため、毎年度職員の5％を目安に他機
関との人事交流を行う。

533 国立大学協会が主催する実践セミナー等の専門的知識を修得する研修や各階層を対象と
した研修を受講させるとともに、中堅・若手を中心とする職員のニーズを踏まえたスタッ
フ・ディベロップメント研修を開催し、毎年度事務系の全職員に１回以上研修を受講させ
る。



- 12 -

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標 Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置
１ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目 １ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置
標

611 本学の知的・人的・物的資源を活用し、外部研究資金の獲 611 自己収入の増加・多様化に向けた取り組みとして、各種料金設定を見直すとともに、新
得やその他寄附金等社会からの幅広い支援の拡大について積 たな自己収入増加の取り組みを２つ以上企画し、実施する。
極的な取り組みを行う。

612 科学研究費助成事業の獲得向上に向け、支援体制の強化など積極的な取り組みを行い、

第３期中期目標期間中に、新規採択率35％を達成する。

613 創立40周年となる平成30年に向けて、記念事業の計画を作成し、そのための財源として
上越教育大学基金への募金を計画的に進める。このことにより、基金を活用した学生に対

する奨学事業（経済的に困窮した学生、本学学生の海外留学や外国人留学生への支援等）
を、平成27年度のの支援状況に比し、第３期中期目標期間末には２倍以上に拡充する。

２ 経費の抑制に関する目標 ２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置

621 各種業務の効率化・見直し及び選択・集中化を図り、経費 621 複数年契約の対象拡大やスケールメリットを生かした多様な契約形式の導入、ＩＴ機器
を抑制する。 の機能を最大限に活用した事務処理の効率化、福利厚生施設などの見直しなどによりコス

トを削減する。

622 京都議定書目標達成計画が策定された平成17年度を基準として、毎年１％以上のエネル
ギーの低減を目標とし、光熱水量を削減する。

３ 資産の運用管理の改善に関する目標 ３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置

631 大学運営資金の適切な運用を図るとともに、保有資産の有 631 大学運営資金について、毎年度「余裕金運用計画」を作成し、年間を通じて平均１億円

効活用を推進する。 以上の資金運用を行い、運用益を確保する。

632 保有する資産（土地・建物等）の有効利活用を促進し稼働率を向上させる。また、利用
料を徴収する施設等については、第２期中期目標期間中の利用状況に比して10％以上増加
させる。

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措
置

１ 評価の充実に関する目標 １ 評価の充実に関する目標を達成するための措置
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711 大学運営に係るＩＲ機能を強化し、これらの情報に基づく 711 平成29年度までに、本学自己点検・評価基準の国際交流及び地域連携に関する基準の見
定期的な自己点検・評価を行い、その結果を大学運営の改善 直しを行う。また、自己点検・評価及び学外有識者による外部評価を実施し、大学運営の
に活かす。 改善に結び付ける。

712 中期計画の進捗管理及び大学運営の改善に活用するため、本学の活動（学生の入学、就
職、学習面）に関するＩＲ機能を強化するとともに、監事による監査とも連携した評価を
行う。

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標 ２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置

721 社会に対する大学の説明責任を果たすため、大学運営全般 721 本学の知名度を上げるため、第２期中期目標期間に策定した広報の３つの柱「ヴィジュ
にわたり、社会が求める情報を分かりやすい内容で積極的に アル戦略、統一イメージ戦略、報道・地域協働戦略」をさらに発展させる。具体的には、

発信する。 作成したイメージキャラクターの着ぐるみやロゴマーク、ロゴタイプ、コミュニケーショ
ンマーク及びスローガンを積極的かつ統一的に活用するほか、ロゴマーク等に基づくグッ
ズなどを作成する。また、統一イメージ戦略のため設けたデザイン相談ルームを継続活用
する。さらに、パブリシティによる情報発信を推進するため、地域の報道機関との定期的

な情報交換の機会を設けるなどより積極的な広報を行う。

722 大学教員の教育研究活動や学会での受賞、論文や出版物などの研究成果に関する情報を
集約し大学のウェブサイトだけでなく、各種情報メディアを活用して広く学内外に発信す
る。

723 本学の広報活動に対する受け手側の意見を得るために、大学説明会における参加者アン
ケートや広報誌に対するＷｅｂアンケート等を実施し、これらの意見等を踏まえ内容を充
実する。また、大学広報誌の編集作業に学生を参画させることで、学生が求める情報や分

かりやすい内容の記述に配慮した情報を発信する。

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標 Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置
１ 施設設備の整備・活用等に関する目標 １ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置

811 施設マネジメント基本方針に基づき 既設施設の有効活用 811 大学改革を踏まえ、キャンパスの目指すべき姿やキャンパスの整備、活用の方向性を明、 、
計画的な維持管理を含めた施設マネジメントを行う。 確にしたキャンパスマスタープランを充実し、安全・安心な教育研究環境の基盤を確保す

るため、老朽化対策及び機能改善等の整備を推進する。
その際、よりアクティブ・ラーニングに適した学習環境、エコキャンパスなどの観点を

重視して整備を行う。

812 教員・学生の流動性や教育研究組織の変更に柔軟に対応でき、かつ、固定化しないよう
な教育研究スペースの配分を行うため、共同利用スペースを平成27年度の２倍以上に拡充

するなど、施設の有効活用を進める。
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２ 安全管理に関する目標 ２ 安全管理に関する目標を達成するための措置

821 労働安全衛生法等を踏まえ、快適な修学・就労環境を実現 821 学生等及び教職員の健康の保持、健康意識の向上のため、健康に関する教育、研修や啓
するため 学生等 本学学生 附属学校の幼児・児童・生徒 発活動等を実施する。、 （ 、 ）
及び教職員の健康の保持と安全確保に努めるとともに、大学
・附属学校において、健康教育、防災教育を重視して安全へ 822 自然災害等から学生等及び教職員の安全を確保するため、中越地震、東日本大震災等の
の意識向上を図る。 教訓を踏まえた防災教育、地震、火災等の災害を想定した防災等に関する訓練や啓発活動

等を実施する。また、附属学校において、地震、火災等の災害や、不審者対応の訓練に加
え、本学が所在する地域性を考慮し、降雪期における訓練を実施する。

３ 法令遵守等に関する目標 ３ 法令遵守等に関する目標を達成するための措置

831 社会の信頼を確保していくため、学内規則を含めた法令を 831 研究費を含めた予算の適正な執行を担保するため、学内関係規則、本学の研究費不正使
遵守するための教育を行う。特に、研究費については監事お 用防止計画及び本学で独自に作成している「会計ルールハンドブック」を全教職員に周知
よび監査室による内部監査を行い、適正な法人運営を行う。 するとともに、毎年度、コンプライアンス教育を実施する。また、発注業務の一元化によ

り教員発注を行っていない本学の体制を維持し、リスク管理を徹底した上で、毎年度、監
事および監査室による内部監査においてモニタリング、リスクアプローチ監査を実施する。

832 研究活動の不正行為を未然に防ぐため 「研究活動における不正行為への対応等に関する、
」 、 、 、 、ガイドライン を受けて定めた 本学の体制及び規程等に基づき 教授会 新任職員研修

科学研究費助成事業説明会や、新入生オリエンテーション等の機会に研究倫理教育などを
実施するとともに、若手研究者の支援や学長名による定期的な通知による啓発指導等、不
正防止に向け全学体制で取り組みを行う。

833 「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の本学における適用範囲を、心理学、
社会学、教育学関係で倫理上の問題の生じるおそれがある研究に拡大して適用し、その内
容を教員に理解させるとともに当該の研究については倫理審査委員会による審査を受ける

よう周知・指導を徹底する。

834 情報セキュリティの確保について、各種情報機器やＩＣＴ活用技術の進歩の状況を踏ま
え、常に最新の対策等情報を学生、教職員に周知するとともに、新入生を対象とした講習
会や全学の構成員を対象とした定期的な講演会を開催するなど、技術的、物理的、人的側
面から対策の強化を推進する。

835 各種ハラスメントを含めた、非違行為を未然に防ぐための学生及び教職員を対象とする
、 。啓発活動や研修会などの取り組みを e-ラーニング等各種の方策を活用し毎年度実施する
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中 期 目 標 中 期 計 画

別表（学部、研究科等） 別表（収容定員）

学 学校教育学部 学校教育学部 ６４０ 人
部

学校教育研究科 ６００ 人
研 学校教育研究科 うち 修士課程 ４８０ 人
究 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 専門職学位課程 １２０ 人
科 （本学は同連合学校教育学研究科の参加大学である ）。


