
新潟県立農林専門学校
（1945.2）

長岡工業専門学校
（1944.4）

長岡高等工業学校
（1923.12）

新潟医学専門学校
（1910.4）

新潟医学校
（1879.7）

新潟県立病院
（1876.4）

新潟病院
（1873.11）

共立病院
（1870.4）

新潟医科大学
（1922.4）

新潟高等学校
（1919.4）

新潟第二師範学校
（1943.4）

新潟県高田師範学校
（1901.3）

新潟県第二師範学校
（1899.4）

新潟青年師範学校
（1944.4）

新潟県立青年学校
教員養成所（1935.4）

新潟県立農業補習学校
教員養成所（1922.4）

新潟第一師範学校
（1943.4）

新潟県長岡女子
師範学校（1906.4）

新潟県女子師範学校
（1900.4）

新潟県新潟師範学校
（1901.3）

新潟県第一師範学校
（1899.4）

新潟県師範学校
（1898.4）

新潟県尋常師範学校
（1886.12）

新潟学校師範科
（1877.2）

官立新潟師範学校
（1874.2）

機構 教育・学生支援機構(2010.4) 教育プログラム支援センター(2020.4)
  
  
  
  

  学位プログラムセンター(2016.4～教育プログラム支援センターに改組(2020.4))
  連携教育支援センター(2017.4～教育プログラム支援センターに改組(2020.4))
  学生支援センター(2010.4～教育プログラム支援センター及びキャンパスライフ支援センターに改組(2020.4))
  キャリアセンター(2005.4～教育プログラム支援センター及びキャンパスライフ支援センターに改組(2020.4))
  グローバル教育センター(2015.4～留学センター及びコモンリテラシーセンターに改組(2019.10))

 研究推進機構(2011.4) 共用設備基盤センター(2017.2)
  
  
  

  
  
  
 地域創生推進機構(2016.4) 

 学術情報基盤機構(2004.4) 附属図書館(1949.5) 医歯学図書館(旭町分館)
   総合情報処理センター(1989.5～情報基盤センターに改組(2009.4))
  

 超域研究機構(2003.3～超域学術院に改称し研究推進機構へ移行(2011.4)) 朱鷺・自然再生学研究センター(2010.4～研究推進機構(超域学術院)へ移行(2011.4)～研究推進機構へ移行(2014.4)) 
 社会連携推進機構(2004.4～産学地域連携推進機構に再編(2011.4)) 地域共同研究センター(1991.4～産学地域連携推進センターに改組し産学地域連携推進機構へ移行(2011.4)) 
   社会連携研究センター(2005.4～産学地域連携推進センターに改組し産学地域連携推進機構へ移行(2011.4))
   ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー(2004.4～産学地域人材育成センターに改組し産学地域連携推進機構へ移行(2011.4))
   積雪地域災害研究センター(1978.4～災害復興科学センターへ改組(2006.3)～学長・理事直属組織へ移行(2006.4))
   　　　　　理学部附属地盤災害研究施設(1969.4～廃止(1978.4))
   　　　　　工学部附属雪氷工学研究施設(1972.5～廃止(1978.4))

 教育・学生支援センター群(2004.4～廃止(2007.3)) 保健管理センター(1973.4～学長・理事直属組織へ移行(2007.4))
  キャリアセンター(2005.4～学長・理事直属組織へ移行(2007.4))　　　　　　　就職部(1999.10～廃止(2005.3))
 研究支援センター群(2004.4～研究推進機構に再編(2011.4))  アイソトープ総合センター(1993.4～研究推進機構へ移行(2011.4))
 全学教育機構(2005.4～教育・学生支援機構に再編(2010.4))  機器分析センター(1999.4～研究推進機構へ移行(2011.4))
 産学地域連携推進機構(2011.4～地域創生推進機構に再編(2016.4)) 旭町地区放射性同位元素共同利用施設(1981.1～研究推進機構へ移行(2011.4))

教育研究院 人文社会科学系（2018.4） 人文社会・教育科学系(2002.1～教育研究院の再編(2018.4))

 自然科学系（2018.4） 自然科学系(2002.1～教育研究院の再編(2018.4))

法学部（1980.4）                  地域法実務センター(2003.4～大学院実務法学研究科へ移行(2004.4))

経済科学部（2020.4）                  経済学部(1980.4～経済科学部へ改組(2020.4))

   理学部                  臨海実験所(1953.8…教育関係共同利用拠点認定(2013.8)～佐渡自然共生科学センターへ移行(2019.4))

  工学部                  工学力教育センター(2005.4)

  農学部                  フィールド科学教育研究センター(2001.4)

   医学部                附属病院(医歯学総合病院へ移行(2003.10))

歯学部（1965.4）

創生学部(2017.4)

 医歯学系（2018.4） 医歯学系(2002.1～教育研究院の再編(2018.4))

学部 人文学部（1980.4）

大学院 大学院教育実践学研究科(2019.4)

別科

附属学校部

附置研究所

全学共同教育研究組織

本部

 大学院現代社会文化研究科(1993.4) 大学院人文学研究科(1985.4～廃止(2007.9)) 人文学専攻科(1958.4～廃止(1989.4))

大学院自然科学研究科(1987.4)

大学院保健学研究科(2004.4)

大学院医歯学総合研究科(2001.4)

養護教諭特別別科(1980.4)

附属学校園 • 新潟小・中学校(1951.4)
• 長岡小・中学校・幼稚園(1951.4)
• 特別支援学校(1977.4)

附属学校部(2019.4)

脳研究所(1967.6)

災害・復興科学研究所(2011.4)

アジア連携研究センター(2022.4)

佐渡自然共生科学センター(2019.4)

日本酒学センター(2020.1)

経営戦略本部(2015.4)

国際連携推進本部(2017.10)

危機管理本部(2010.10)

保健管理・環境安全本部(2015.4)

人文学部　　　　　　法文学部と改称(1977.5～廃止(1985.11))　　　　　　人文学部、法学部、経済学部に改組（1980.4）

 教育学部（2008.4）

教育学部(廃止(2006.3))               教育人間科学部に改組(1998.4～廃止(2016.3))            教育学部に改組(2008.4)
新発田分校(教育学部新発田分校と改称(1951.4))                  教育学部新潟分校と改称(1952.12～廃止(1956.3))
長岡分校(教育学部長岡分校と改称(1951.4～廃止(1981.4))
高田分校(教育学部高田分校と改称(1951.4～廃止(1982.4))

超高層大気光観測所(1967.6～廃止(1985.4))

医歯学総合病院(2003.10)
腎研究施設(1973.4～大学院医歯学総合研究科へ移行(2002.4))

動物実験施設(1973.4～廃止(2002.3))

附属病院(1967.6～医歯学総合病院へ移行(2003.10))

歯科技工士学校(1976.4～廃止(2005.3))

農場(1951.4～廃止(2001.3))
演習林(1951.4～廃止(2001.3))

大学院法学研究科(1975.4～廃止(2007.9))
大学院経済学研究科(1989.4～廃止(2009.9))
大学院理学研究科(1965.4～廃止(1997.3))               理学専攻科(1955.7～廃止(1965.4))
大学院工学研究科(1966.4～廃止(1997.3))               工学専攻科(1956.4～廃止(1966.4))
大学院農学研究科(1969.4～廃止(1996.11))               農学専攻科(1958.4～廃止(1969.4))

腎研究センター(2016.4)               腎研究施設(2002.4～廃止(2016.3))

大学院医学研究科(1955.4～廃止(2008.3))
大学院歯学研究科(1972.4～廃止(2005.3))

(共同利用・共同研究拠点認定(2010.4))

医学部附属脳外科研究施設(1957.4～廃止(1967.6))

演習林(2019.4)

臨海実験所(2019.4)

ＩＲ推進室(2014.10)
評価センター(2004.4)
広報センター(2004.4)
ダイバーシティ推進室(2021.4)　　　　　　　　　　　　女性研究者支援室(2007.12～男女共同参画推進室へ改組(2011.4)～ダイバーシティ推進室に名称変更(2021.4))
教育戦略統括室(2016.4)

国際戦略統括室(2016.4～国際連携推進本部へ再編(2017.10))
プロジェクト推進室(2008.2～廃止(2015.3))
東京事務所(2004.4～廃止(2016.3))
若手研究者育成推進室(2009.6～廃止(2016.3))
駅南キャンパス室(2009.6～廃止(2016.3))
国際戦略企画室(2011.4～国際戦略統括室へ再編(2016.4)) 国際センター(2004.4～廃止(2016.3))

海外事務所(2009.8～国際戦略統括室に移行(2016.4))
環東アジア地域教育研究ネットワーク(2017.10)

危機管理室(2004.4)
環境安全推進室(2010.10～保健管理・環境安全本部へ移行(2015.4))

保健管理センター(1973.4)

環境安全推進室(2010.10)企画戦略本部(2004.4～経営戦略本部に改組(2015.4))

環東アジア研究センター(2018.10～アジア連携研究センターに名称変更（2022.4））

保健管理本部(2010.10～保健管理・環境安全本部に改組(2015.4))

知的財産本部(2004.4～知的財産創成センターに改組し産学地域連携推進機構へ移行(2011.4))
危機管理室(2004.4～危機管理本部へ移行(2010.10))

学長・理事直属組織(2007.4～廃止(2011.3))

保健管理センター(1973.4～保健管理本部へ移行(2010.10))
国際センター(2004.4～企画戦略本部(国際戦略企画室)へ移行(2011.4))　　　　　　　留学生センター(1997.4～廃止(2004.3))

廃棄物処理施設(1983.9～環境安全推進室に改組し危機管理本部へ移行(2010.10))

広報センター(2004.4～企画戦略本部へ移行(2011.4))
災害復興科学センター(2006.4～災害・復興科学研究所に改組し附置研究所へ移行(2011.4))
大学教育開発研究センター(2000.4～大学教育機能開発センターに改組し全学教育機構へ移行(2009.10))
入学センター(2003.4～教育・学生支援機構へ移行(2010.4))
キャリアセンター(2005.4～教育・学生支援機構へ移行(2010.4))

学長室(2015.1)

朱鷺・自然再生学研究施設(2019.4)

統合脳機能研究センター(2002.4)
生命科学リソース研究センター(2002.4)

脳疾患解析センター(1995.4～廃止(2002.4))
脳疾患標本センター(1971.4～廃止(1995.4))

(教育関係共同利用拠点名称変更(2019.4))

(同上)

大学院技術経営研究科(2006.4～廃止(2019.3))
大学院実務法学研究科(2004.4～廃止(2017.3))                     地域法実務センター(2004.4～人文社会・教育科学系附属地域法務連携支援センターへ移行(2017.3))

商業短期大学部(1959.4～廃止(1998.3))
医療技術短期大学部(1974.6～廃止(2003.3)) 医学部附属助産婦学校(1956.4～廃止(1978.4)…専攻科助産学特別専攻(1978.4～廃止(2003.3))

医学部附属看護学校(1951.4～廃止(1976.4))
医学部附属臨床検査技師学校(衛生検査技師学校(1963.4)…臨床検査技師学校と改称(1972.4)～廃止(1976.4))

教養部(1964.4～廃止(1994.4))

大学院教育学研究科教育実践学専攻(教職大学院)設置
(2016.4～大学院教育実践学研究科へ改組(2019.4))

大学院教育学研究科(1984.4～廃止(2021.3)) 教育専攻科(1963.4～廃止(1984.4))

全学教職支援センターに改組(2009.10～
教職支援センターに改称(2020.4))
上越教育大学へ移管(1981.4)

佐渡ステーション(教育関係共同利用拠点認定(2012.7)～佐渡自然共生科学センターへ移行(2019.4))

キャンパスライフ支援センター(2020.4)
教職支援センター(2020.4)
留学センター(2019.10)
コモンリテラシーセンター(2019.10)

全学教職支援センター(2009.10～教職支援センターに改称(2020.4))

超域学術院(2011.4)

情報基盤センター(2009.4)
旭町学術資料展示館(2002.4)

旭町地区放射性同位元素共同利用施設(1981.1～共用設備基盤センターへ移行(2017.2))
朱鷺・自然再生学研究センター(2010.4～佐渡自然共生科学センターへ移行(2019.4))
研究プロジェクト推進センター(2011.4～廃止(2020.3))
基盤研究推進センター(2011.4～廃止(2020.3))

アイソトープ総合センター(1993.4～共用設備基盤センターへ移行(2017.2))
機器分析センター(1999.4～共用設備基盤センターへ移行(2017.2))

（1949.5）

高田小・中学校（1951.4）

教育実践総合センター(2001.4～
廃止(2009.9))

教育実践研究指導センター(1980.4～
廃止(2001.3))
●新潟小・中学校(1951.4～附属学校園へ移行(2020.4))
●長岡小・中学校・幼稚園(1951.4～附属学校園へ移行(2020.4))
●特別支援学校(1977.4～附属学校園へ移行(2020.4))

第８代 猪　　　男 1979年１０月  ９日〜1985年１０月  ８日

第９代 茂野　　良 1985年１０月  ９日〜1985年１１月２４日

津田　禾粒（事務取扱） 1985年１１月２４日〜1986年  １月３１日

第10 代 津田　禾粒 1986年  ２月  １日〜1992年  １月３１日

第11代 武藤　輝一 1992年  ２月  １日〜1998年  １月３１日

第12 代 荒川　正昭 1998年  ２月  １日〜2002年  １月３１日

第13 代 長谷川　彰 2002年  ２月  １日〜2008年  １月３１日

第14 代 下條　文武 2008年  ２月  １日〜2014年  １月３１日

第15 代 髙橋　　姿 2014年  ２月  １日〜2020年  １月３１日

第16 代 牛木　辰男 2020年  ２月  １日〜

初　代 橋本　　喬 1949年  ５月３１日〜1953年  ８月  ９日

第２代 伊藤　泰一 1953年  ８月１０日〜1957年  ８月  ９日

第３代 小池　敬事 1957年  ８月１０日〜1959年  ８月  ６日

田代　秀徳（事務取扱） 1959年  ８月  ６日〜1959年  ９月３０日

第４代 伊藤　辰治 1959年１０月  １日〜1967年  ９月３０日

第５代 山内　峻呉 1967年１０月  １日〜1969年  ２月２８日

鈴木　保正（事務取扱） 1969年  ３月  １日〜1969年  ３月１６日

長﨑　　明（事務取扱） 1969年  ３月１７日〜1969年１０月  ８日

第６代 長﨑　　明 1969年１０月  ９日〜1973年１０月  ８日

第７代 北村　四郎 1973年１０月  ９日〜1979年１０月  ８日

歴代学長, 沿革
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