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北海道教育大学進学相談会（�キャンパス参加）
旭川校のほか、札幌校、釧路校、函館校、岩見沢校の担当者が集結 !

各キャンパスについての相談が一度にできます。
※詳細は北海道教育大学ホームページをご覧ください。

この他の相談会についても、詳細が決まり次第、北海道教育大学ホームページに掲載します。

オープンキャンパス
オープンキャンパスについて、旭川校のホームページ上で
お知らせしていますので随時ご確認ください。

北海道教育大学
旭川校キャンパス

大雪山自然教育研究施設

旭 橋
常磐公園
中央図書館 旭川美術館

市内中心部
旭川駅周辺

自然あふれるこの都市で 教師への第一歩
中心部に近く、自然に囲まれたキャンパス。必要なものは全て揃った快適な環境。
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遥かな夢の、確かな一歩。
異なる8つの「専攻」は、教員養成に特化した旭川校ならでは。

各分野の専門家があなたの夢を全力サポート。

「教師」を学ぶ大学で、あなたの「なりたい！」が実現します。

太陽と自然に囲まれたキャンパスで同じ夢へと向かう仲間とともにいま踏み出す。

「なりたい自分」へ 。
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旭川校は、令和5年に百周年を迎える伝統のある国立

大学です。教育大には5つのキャンパスがありますが、札

幌、釧路校は小学校の教員養成を、旭川校は中・高校の

教員養成を主に担当しています。中・高校の教員は教科

担任制で、国語、数学、体育などの専門科目の指導が主

な仕事になるので、旭川校ではこの教科指導に軸足をお

いた「教科教育専攻」があり、教科指導法、高度な専門

知識や技能を深く学び、「プロの教師」としての実践的な

指導力を持った教員養成を行なっています。

その一方で、「教科教育専攻」とは別に、教育学、教育

心理学、幼児教育、特別支援教育を学べる「教育発達専

攻」が設置され、この専攻では幅広い観点から「教育とい

う営み」そのものについて様々なアプローチから深く研

究することができます。このように、様々な分野で専門性

に優れた優秀なスタッフを揃えているのが旭川校の特徴

です。

中・高校の教員養成をメインにしたキャンパスですが、

卒業生の大半は、小・中学校の両方の免許を取得してお

り、実際に「教科教育専攻」からも多くの小学校教員が

巣立っています。もちろん、高校の免許を取得して、高校

の教員になっている先輩も多くいます。

次に旭川校の教育における特徴としては、「ゼミ活動」

と呼ばれる学生の自主的な学習の機会があり、1～4年ま

でが一緒に学べる学習活動の機会が用意されています。

また国際感覚を有する教員を養成するため、「グローバ

ル教員養成プログラム」に参加することもできます。

旭川校の環境は、JR 旭川駅からバスで15分程度であ

り、キャンパスは自然に包まれていますが、一歩学外へ出

れば、近くに飲食店、スーパー等の商業施設も多くあり、

学生生活を送るには大変過ごしやすく優しい街です。皆

さんも最新の教育と伝統的な教育精神を融合させた旭

川校で、教員になる夢の実現に向けた第一歩を踏み出し

てみませんか。志高い皆さんの入学をお待ちしています。

北海道教育大学
旭川校キャンパス長 安藤 秀俊

教員への確実な一歩  旭川校へ

キャンパスガイド掲載の情報は令和4年6月1日現在の情報となります。
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実践的に学べる

旭川校の
旭川校の学びの特色

基礎・基本を
学ぶ授業

その道の専門家ともに
教養や理論を学び

専門性を磨く

専攻88
実際に小学校や中学校に行って子どもと触れ合ったり、教師
の仕事を間近に見るなど、旭川校のカリキュラムにはあなた
の教師力を磨く実践的な授業が豊富に用意されています。
また旭川校独自の学びのスタイル「ゼミ活動」では、各ゼミ
の1年生から4年生が一堂に会し、互いの学びを深め合う学
習会などを毎週行っています。

実際に小学校や中学校に
行き子どもと触れ合ったり、

教師の仕事を実感する

実践的な授業
各ゼミの1年生から

4年生が一堂に会し、
互いに学びを深め合う

ゼミ活動

教育的感性を磨く・教育理念を形成する・
倫理観を備える

☛教育学分野

教師に求められる幅広い心理学の教養と
実践的な課題解決能力を育成

☛教育心理学分野

幼児の発達理解を深める・幼児教育の理論を学ぶ・
実践力を養う

☛幼児教育分野

「特別なニーズ」に「あたり前」に
応えることのできる教員の養成

教育学
教育心理学
幼児教育
特別支援教育

小学校教諭1種

☛特別支援教育分野

分野・ゼミ・教室 取得必須免許状

教育発達専攻 募集人員

50人

英語教育専攻 募集人員

25人

国語教育専攻 募集人員

30人

深遠なことばの魅力を探求し、
子どものことばを育むたしかな力を磨く

国語科教育
日本語学
古典文学

分野・ゼミ・教室

中学校教諭1種（国語）
または小学校教諭1種

取得必須免許状

近代文学
漢文学
書道

ことばを学び、ことばを教える

英語科教育
英米文学
英語学
英語コミュニケーション学

分野・ゼミ・教室

中学校教諭1種（英語）
または小学校教諭1種

取得必須免許状

社会科教育専攻 募集人員

40人

社会科学・人文科学についての深い学識
と実践力の育成、魅力的な社会科授業が
できる社会科教員の養成を目指します。

社会科教育
日本史
外国史
地理学

法律学
政治学
社会学
倫理学

分野・ゼミ・教室

中学校教諭1種 （社会）
または小学校教諭1種

取得必須免許状
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数学教育専攻 募集人員

30人

数学についての深い理解と高い専門性
数学の面白さを伝え「よい授業」を実践する教育力

⚫幼稚園教諭1種免許状

⚫小学校教諭1種免許状

⚫中学校教諭1種免許状 国語

⚫中学校教諭1種免許状 社会

⚫中学校教諭1種免許状 数学

⚫中学校教諭1種免許状 理科

⚫中学校教諭1種免許状 音楽

⚫中学校教諭1種免許状 美術

⚫中学校教諭1種免許状 保健体育

⚫中学校教諭1種免許状 技術

⚫中学校教諭1種免許状 家庭

⚫中学校教諭1種免許状 英語

⚫高等学校教諭1種免許状 国語

⚫高等学校教諭1種免許状 地理歴史

⚫高等学校教諭1種免許状 公民

⚫高等学校教諭1種免許状 数学

⚫高等学校教諭1種免許状 理科

⚫高等学校教諭1種免許状 音楽

⚫高等学校教諭1種免許状 美術

⚫高等学校教諭1種免許状 書道

⚫高等学校教諭1種免許状 保健体育

⚫高等学校教諭1種免許状 家庭

⚫高等学校教諭1種免許状 工業

⚫高等学校教諭1種免許状 英語

⚫特別支援学校教諭1種免許状
（知的障害者に関する教育の領域）

⚫学校図書館司書教諭

⚫日本心理学会認定心理士

⚫ピアヘルパー受験資格

数学科教育
確率・統計
代数学

分野・ゼミ・教室

中学校教諭1種（数学）
または小学校教諭1種

取得必須免許状

幾何学
解析学

理科教育専攻 募集人員

40人

自然科学への深い理解、
科学概念形成の授業実践、学び続ける教師

理科教育
物理学
化学

分野・ゼミ・教室

中学校教諭1種（理科）
または小学校教諭1種

取得必須免許状

生物学
地学

芸術・保健体育教育専攻

生活・技術教育専攻 募集人員

25人

人間生活に関する理解、
「ものづくり」・「くらしづくり」から
教育研究

技術科教育
機械
電気

分野・ゼミ・教室

中学校教諭1種
（技術もしくは家庭）
または小学校教諭1種

取得必須免許状

☛技術分野・家庭分野

家庭科教育
衣生活学
食生活学

技
術
分
野

家
庭
分
野

音楽実技の高い専門性
音楽のよさを感動体験と共に伝える
確かな授業力

☛音楽分野

音楽科教育
声楽

分野・ゼミ・教室

管楽器
鍵盤楽器

中学校教諭1種（音楽）
または小学校教諭1種

取得必須免許状

募集人員

10人

造形教育
絵画

分野・ゼミ・教室

彫刻
デザイン

中学校教諭1種（美術）
または小学校教諭1種

取得必須免許状

募集人員

10人
中学校、小学校をはじめ、
多様なフィールドで美術の専門性を発揮しながら
活躍する教員の養成をめざします

☛美術分野

保健体育科教育
体育心理学
運動学
運動環境生理学

分野・ゼミ・教室

中学校教諭1種（保健体育）
または小学校教諭1種

取得必須免許状

募集人員

10人
健康に生活するための
体力と運動・スポーツを
科学する保健体育教員の養成

☛保健体育分野

取得に必要な科目を履修す
ることで、在学中に右記のよ
うな免許状や資格を取得す
ることができます。

※�各専攻における取得必須免許状
以外は取得を保証していません。
履修する科目・時間割等の状況に
より取得できない場合もあります。

旭川校で
取得可能な

免許状・資格
北海道教育大学

旭川校
学校紹介

こちらの動画でも
詳しくご紹介しています
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各専攻分野紹介
旭川校の8専攻では、独自のカリキュラムと
魅力溢れる担当教員の下、
4年間を通して教師として必要な高い専門性と実践力、
豊かな教養と感性を仲間と共に磨いています。

教育発達専攻
教育学分野

教育心理学分野
幼児教育分野

特別支援教育分野

生活・技術
教育専攻

技術分野
家庭分野

芸術・保健体育
教育専攻

音楽分野
美術分野

保健体育分野

国語教育専攻

数学教育専攻 理科教育専攻

英語教育専攻 社会科教育専攻
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各専攻分野紹介

教育発達専攻
教育学分野 教育学の専門知識を習得し

教育の本質を探求する

小学校の先生を育てます

模擬授業を終えて

カリキュラムの特色

自主ゼミの準備

□ 成長と学習、学校と社会など
教育問題を多角的に捉える

□ 教育哲学や教育行政など
教育諸科学を多面的に学ぶ

□ 授業や生活指導の場で役立つ
実践的な知識の習得

教員の資質・能力の土台となる、教育の方法や歴史、制度などを幅広く学び、より大きな視点から教育について考え
るのが教育学分野です。ここでは教えるとはどういうことなのか、学ぶとは、成長するとは、といった基本的な事柄に向
き合いながら、人間形成の機会を創造し、社会との結びつきを深める教育方法を身につけていきます。

教育学分野のゼミでは卒業論文を書き上げることに力を入れていますが、史科や文献講読も教育史や教育哲学、教
育方法学、教育制度、生徒指導、教育社会学などをテーマに幅広く実施されます。これらを専門に研究する教員と学生
とが、活発な議論を重ねることで専門的な知識を積み重ねていきます。

加えてゼミは学生主導で実施されるため、議論のテーマ設定や司会進行、議論内容の整理などに学
生自身が深く関わります。こうした活動のひとつひとつが教員に求められる「話す力」「話し合いの場を
作る力」「よい議論へ導く力」を身につけることに役立っていきます。

講義の内容と実践

教育方法学 黒谷 和志
教育社会学 高橋 均
教育史 未定
教育哲学 古川 雄嗣
生徒指導論 水野 君平
教育行政学 山﨑 智子

担当教員

⚫学びの本質を理解する教育学的素養
⚫教育者としての確固たる教育理念
⚫子どもの個性をのばす実践的指導力

>なにを学ぶのか
⚫現代社会に対応する幅広い専門知識
⚫子どもの個性を捉える柔軟な思考力
⚫豊かな学級・学校を構築する実践力

>分野の目標
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各専攻分野紹介

教育発達専攻
教育心理学分野 児童生徒の社会的発達をサポート

その理論と技術を身につける

小学校の先生を育てます

的確な文献との出会い

カリキュラムの特色

「教育心理学基礎実験」の授業

□ 児童生徒の実態や問題を知る
学校現場での実習

□ 実験や調査を客観的に理解する
心理統計授業の履修

□ 支援ボランティア活動を通した
子どもたちの心の理解

教育心理学分野では心理学についての基礎知識の習得を目的としています。授業では心理学実験など、実際の体験
を通して知見を深めることに力を注いでおり、学生中心に実験を行うことで実践力の獲得にも役立っています。

このような学生を軸にしたカリキュラムはゼミにもいかされており、ゼミ活動の内容を精査し決定することも学生が
主体になって進められています。

またゼミ活動は3つに別れています。中心になるのは教育心理学に関する研究ですが、それらを応用した模擬授業な
どの実践、そして現場を知ってより深い理解につなげるためのボランティア活動が加わります。

研究の中心となるのは教育心理学で、学校教育現場でも求められる臨床教育心理学の理論と実践
と、認知心理学を生かした教育心理学です。ボランティア活動では北海道警察や旭川市とも協力する
体制を整えています。こうした非行少年の立ち直り支援や子どもの学習支援に取り組む学生ボランティ
ア団体「旭川 Jumpers」の活動は新聞にも取り上げられ、北海道や旭川市から表彰も受けています。

講義の内容と実践

臨床教育心理学 久能 弘道
教育心理学 懸田 孝一
教育心理学 宮﨑 拓弥

担当教員

⚫教師に求められる心理学の教養
⚫児童生徒の社会的発達に関する理論
⚫教師としての心理臨床的知識と実践力

>なにを学ぶのか
⚫確かな基礎学力と豊かな教養
⚫教育心理学の知識と技能
⚫児童生徒とのコミュニケーション能力

>分野の目標
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各専攻分野紹介

教育発達専攻
幼児教育分野 乳幼児期の子どもの発達を理解して

公教育の出発点を充実させる

幼稚園の先生を育てます

教育フィールド研究Ⅱ

カリキュラムの特色

さまざまな文献との出会い

□ 幼児教育実践のなかで
人間発達の全体像を理解

□ 幼児教育の意義を探究し
専門性と市民性を身につける

□ 附属幼稚園をはじめとした
実践の場と密接に連携

人間発達の原点となる乳幼児期は、言葉・人間関係・生活様式など多くのことを吸収しながら、めざましいスピード
で成長していく時期です。また幼児期の教育はその後に続く小中学校での教育を支える礎となります。こうした観点か
ら、専門的な知見で幼児期の教育の重要性を理解し、さらに子どもをとりまく保護者の方々と連携するコミュニケー
ション力まで身につけることが、幼児教育分野の狙いとなります。

そのために重視されるのが、実践の場での経験と研究です。専任教員や現場経験豊富な非常勤講師による講義、演
習、実技など授業で得た知識をもとに、附属幼稚園や近隣の幼稚園・保育所での観察実習を行っています。幼児との関
わりや保育実践を実際に体験することで、より深い幼児教育への理解をうながします。

ゼミは自主形式で、学生たちが主体となります。学生同士で乳幼児とよりよく関わるためにはどうし
たらいいかを考え、試行錯誤を重ねることで教育者としてのスキルアップを目指します。

講義の内容と実践

幼児教育学・子ども学
稲井 智義

幼児心理学 川端 美穂

担当教員

⚫幼稚園教育要領に基づく教育課程
⚫幼児期の発達特性を踏まえた指導方法
⚫小学校との接続を見据えた教育課程

>なにを学ぶのか
⚫明確な教育理念と専門知識を備える
⚫教育の出発点を担う保育者の養成
⚫家庭や地域と連携した子育て支援

>分野の目標
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各専攻分野紹介

教育発達専攻
特別支援教育分野 障害の概念を専門的に理解し

子どもたちの個性を豊かに伸ばす

特別支援教育の先生を育てます

大ゼミでの演習

カリキュラムの特色

ボランティア活動

□ 理論と実践の両立によって
適切な指導力を身につける

□ 国内でもトップクラスの
専門性の高い講義

□ 特別支援学校教諭1種の
免許取得が可能

授業内容は、知的障害を含む自閉症スペクトラム障害や学習障害など、発達障害の理論的実践的知識の習得をめざ
します。特別支援教育の基本的知識をふまえ、知能検査などアセスメントの方法や医学的・心理学的な知識、理論を生
かした実際の支援方法などを学び、理論と実践的スキルの両方を4年間通して学びます。旭川校の特徴としては、発達
障害に関連した授業が充実しています。当分野の学生は、国内外で多くの発達障害に関する研究成果を発表している
3名の特別支援教育分野の教員の指導を大学やボランティア活動等を通して、間近で受けることができます。当分野の
学生は、特別支援学校教諭1種免許のほか、幼稚園教諭や中学校、高等学校の免許を取得して、教育現場で特別支援
の中心的な役割を担う教員となっています。

ゼミは1年生から3年生までが参加する「大ゼミ」があります。自分たちの興味や関心のある事柄に
ついて、全員で学年を超えて議論を行い、理解を深めていきます。3年生からは各教員のもとで「小ゼ
ミ」に所属し、卒業論文の執筆を通して、特別支援に関連する専門的な知識を習得していきます。

講義の内容と実践

臨床発達心理学 片桐 正敏
特別支援教育・認知心理学　　

蔦森 英史
特別支援教育 萩原 拓

担当教員

⚫障害の概念と多様性の理解
⚫障害のある児童生徒に対する教育
⚫障害のある子どもたちの支援方法

>なにを学ぶのか
⚫多様な個性に対応する専門知識の習得
⚫障害を持つ子どもを支える技術の獲得
⚫子どもの視点に立てる教員の養成

>分野の目標
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各専攻分野紹介

国語教育専攻
幅広い教養を身に付けることで

国語の立体的理解を支える

国語の先生を育てます

国語教育の主要分野である国語科教育、日本語学、近代文学、古典文学、漢文学、書道などについて総合的に学び、
国語教師としての力を身に付けます。特に小中学校での国語授業では幅広い教養とともに、国語を扱う上での生きた
知識が重要となります。そのため多くの特別講義では、能動的な授業形式が取り入れられています。

一例を挙げると「日本語学特講」では日本語に関する疑問点や発展性についてのディスカッションを行い、「近代文
学特講」では地元の文学館に関する調査・報告を通じて北海道文学についての理解を深めます。また「古典文学特講」
では「歌枕」をテーマに文献等で調査をしながら、理解を深めます。こうして体を動かし体験を重ねることで、受講内容
をより立体的に理解することが重視されています。

国語科教育ゼミでは様々な論文を参考にしながら仮説を立てて実験を行い、その結果を基に議論な
どを進めます。活動は主に1年生から3年生までの縦割り班で行うことも大きな特徴です。

講義の内容と実践

国語科教育 渥美 伸彦
国語科教育 上田 祐二
漢文学 大橋 賢一
日本語学 西内 沙恵
書道 西川 竜矢
日本文学（古典） 長谷川範彰
日本文学（近代） 村田 裕和

担当教員

⚫国語に対する深い教養と理解
⚫国語教育の主要分野に関する基礎知識
⚫専門知識を教育現場で活用する能力

>なにを学ぶのか
⚫国語教師として必要な知識の習得
⚫小中学校で国語を教える能力の獲得
⚫教員としての不断の向上心の養成

>分野の目標

カリキュラムの特色

□ 国語教育の各主要分野を
基礎から徐々に深化させ学ぶ

□ 日本語に関する研究を基に
学生の興味にそって検討を進める 

□ 文学ゆかりの地に足を運ぶなど
知識と体験とのバランスを図る

新入生歓迎会各種書道展覧会の開催
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各専攻分野紹介

英語教育専攻
英語を教えるだけでなく

言葉を通じた異文化理解を担う

英語の先生を育てます

対面授業の様子

カリキュラムの特色

オンライン授業の様子

□ 入学直後から専門ゼミに属し
専門分野をより深く学習

□ 1年次から各専門領域の
高度な内容を受講

□ 総合的な英語能力を身に着け
異文化についての知識を幅広く習得

英語教育専攻は、将来の英語教師を育てる分野です。外国語を効率よく、正しく身につけるにはどうやって指導すれ
ば良いのか。そのことを体系的に学ぶ授業のひとつが「中学校英語科教育法」です。ここでは中学校の英語の授業を
模擬的に考えながら、指導法だけでなく発音練習やその評価のしかた、指導案の書き方や効果的な声かけなど、英語
教師として実践的に役立つ能力を細かく学んでいきます。

さらに英語表現の豊かさに触れる英米文学や、英語そのものの構造を理論的に学ぶ英語学、そして外国語という異
文化の理解につながる英語コミュニケーション学を学び、在学中には英語を母国語とする人たちとの交流も図ります。

また、模擬授業を取り入れた実践的な手法はゼミでも採用されており、豊かな経験を重ねることに
繋がっています。加えてゼミでは教育学に関する論文作成も進められます。その過程ではこれまでに発
表されてきた多くの論文に触れ、実際の教育現場に生きる知識を身につけていきます。

講義の内容と実践

英語科教育 石塚 博規
英語学 井筒 勝信
英語科教育 笠原 究
英語コミュニケーション学

片桐 徳昭
英語科教育（小学校英語）

金山 幸平
英米文学 十枝内 康隆
英語学 山田 祥一
特任講師
コマシン・ステファニー・ミドリ

担当教員

⚫文法、音声、英語史等からなる英語学
⚫精読と文学理論を両立する英米文学
⚫英語教育学等の専門的知識

>なにを学ぶのか
⚫読む、聴く、書く、話すの4技能の習得
⚫英語学や英米文学に関する的確な理解
⚫英語教育学における専門的知見

>分野の目標
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各専攻分野紹介

社会科教育専攻
地域や国、世界を理解し

社会の捉え方と生きる力を伝える

社会科の先生を育てます

体験活動

カリキュラムの特色

模擬授業

□ 優れた教員になるための
豊かな教養の習得

□ 多様で複雑な社会を読み解く
洗練された知識の獲得

□ 時代にふさわしい
人文社会諸科学の学習

社会科教育専攻では、社会科教師に必要な知識と技能を学ぶことができます。社会科教育の分野には社会科教育、歴史
学、法律学、政治学、社会学、経済学、倫理学など多様な科目が含まれており、これらを効率よく学んでいくために、授業は通
常の講義に加えて少人数の演習形式でも行われます。

社会科教育専攻の大きな特徴のひとつに、教材開発研究とフィールドワークを伴う実習・実験があります。教材開発研究
では中学校社会科の地理・歴史・公民の教材について検討し、新たな教材づくりを通して授業の中での効果的な活用方法を
学びます。またフィールドワークでは実際に国内外のさまざまな場所を訪れ、地理や社会学などさまざまな視点から巡検を
行います。

ゼミについては1年生から活動が始まるため、自分が興味を持った分野について4年間をかけて追求する
ことができます。また外国史ゼミでは1年生から3年生までが参加して英語の文献講読を行っています。こう
した活動によって地域と世界との関わりや出来事を多角的に捉え、豊かな教養をもって物事に取り組む力を
養います。

講義の内容と実践

日本史 海老名 尚
社会学 角 一典
地理学 熊野 貴文
社会科教育 坂井 誠亮
政治学 田畑 真一
倫理学  千葉 胤久
外国史 津田 拓郎
法律学 籾岡 宏成

担当教員

⚫社会科教育につながる人文社会科学
⚫教材開発研究につながる実習・実験
⚫国内外での地理学実習

>なにを学ぶのか
⚫社会や教育の問題に向き合う真摯さ
⚫児童生徒を慈しむ深い人間性
⚫教え子に信頼される知性と人格

>分野の目標
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各専攻分野紹介

数学教育専攻
数学の各分野を専門的に学び

その美しい世界観を子供たちに示す

数学の先生を育てます

カリキュラムの特色

□ 5つの分野の専門教員が
数学に関わる多様な科目を開設

□ 専門科目は1年次から履修し
学年ごとに次第に内容を深める

□ 数学史や教材開発研究など
数学を取り巻く教養分野の充実

数学教育専攻では、「解析学」「幾何学」「代数学」「確率・統計」「数学科教育」の5分野の教員が多様な科目を開設す
ることで、将来の数学教師を育て上げます。各分野は、いずれも理論を積み重ねていくことで世界観を拡大していくと
いう数学ならではの美しさに満ちており、これらを横断的に、かつ専門的に学ぶことで数学に対する理解を深めながら、
高い指導力を養っていきます。

また数学的な教養を深める科目に注力するのも旭川校ならではの特徴です。たとえば「数学史」では複数の教員が
それぞれの分野のとっておきの話題を提供。さらに数学教育法の分野でも「数学教育史」を取り上げ、過去の積み重ね
を学ぶことによってこれからの数学教育のあり方を考えるというカリキュラムが組まれています。

ゼミには 1年生から参加。高校の数学とはまったく違った論理的な数学に触れることによって、揺る
ぎない理解力を身につけていきます。こうして卒業研究までに、より高度な専門知識を学び取り、優れ
た数学教師としての能力を身につけることを目指しています。

講義の内容と実践 担当教員

⚫現代数学の考え方や厳密性
⚫数学の有用性と魅力
⚫算数や数学の指導法と理論

>なにを学ぶのか
⚫数学についての深い理解と専門性
⚫論理を操る力と高い理解力・表現力
⚫意欲を高める「よい授業」を実践する力

>分野の目標

解析学ゼミの卒業研究

数学科教育ゼミの活動風景

確率・統計 植田 優基
数学科教育 樺沢 公一
解析学 小室 直人
幾何学 齋藤 幸子
代数学 辻栄 周平
数学科教育 谷地元 直樹
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各専攻分野紹介

理科教育専攻
自然の神秘にかくされた

必然を解き明かす楽しさを伝える

理科の先生を育てます

卒業研究活動 : 電子プローブによる鉱物分析

カリキュラムの特色

学生ゼミ活動：天体望遠鏡を用いた星空観望会

□ 自然科学全般の基礎に加え
最新の知見を学習

□ 理科教育学を学び
理科を伝える技術を習得

□ 実験や教材開発を通して
理科教師としての実践力を磨く

理科教育専攻では、物理学・化学・生物学・地学といった理科4分野に理科教育学を加えた5分野についての学習を
積み重ね、自然科学についての幅広い知識とともに、理科を伝える確かな技術を備えた理科教師を育て上げます。

各分野を専門とする教員が揃っているため、細かな疑問にもていねいに対応することができる他、長年の経験を生
かした奥深い授業を行っています。得意分野をさらに伸ばし、苦手分野を克服する4年間の学びによって、卒業後に自
信をもって教壇に立てることを約束します。

物理学・化学分野では実験、生物学・地学分野ではフィールドワークを充実させ、学校現場で求められる「身近な事
物・現象についての観察、実験を通して自然法則を見出す」授業に対応できる実践力を身につけること
ができます。例えば、地学分野では、活火山に登って噴火メカニズムに触れたり、本校屋上の天文台や
なよろ市立天文台の望遠鏡を使って天体を観測し、その成果を卒業研究としてまとめる学生もいます。

講義の内容と実践

理科教育学 安藤 秀俊
動物分類学 奥寺 繁
植物生態学 小山 耕平
有機化学 齊藤 巧泰
火山岩石学 佐藤 鋭一
観測天文学 関口 朋彦
理科教育学 高橋 一将
物性物理学 田中 之博
生物物理学 永山 昌史
生体分子化学 村山 幸一

担当教員

⚫自然科学の高い専門性
⚫教育としての理科の特性
⚫教師として必要な指導力・実践力

>なにを学ぶのか
⚫理科好きから理科のプロへ
⚫科学的リテラシーを持つ
⚫質の高い理科教師の育成

>分野の目標
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各専攻分野紹介

子どもたちの創造性を受け止め
生きる力を着実なものに育て上げる

中学校技術の先生を育てます

カリキュラムの特色

□ 科学・技術に関する科学的思考力と
経験的知識・技能の学習

□ さまざまな技術知見を通した
各種社会ニーズの本質的理解

□ 学校現場に限らず
福祉等にも通底する社会理解の獲得

生活・技術教育専攻の技術分野では、主に中学校技術の教員を育てます。中学校技術の学習内容には木材・金属加
工やその材料、プログラミングといった工学的なものと、園芸や生物育成といった植物・生物を学問として捉えながら
その生育環境にまで知見を広げる理学的なものがあります。そうした、いわば「実生活における科学の応用」を理解す
ると同時に、論理的思考方法を身に着けることこそ、本分野の目的です。科学の応用を学ぶことで、自分の頭で考え・
自分の手でつくり・自分の心で思う「全人的発達」を子どもたちに促すことができる中学校技術の教員を育てます。

このため技術分野では実習を通した体験的な授業を重視しています。畑を耕して種を撒き、収穫までを管理する。木
材や金属の加工について知り、機械の構造やエネルギー変換についての実習を行うなど、知識を実体
験として吸収することで、将来対面する生徒の創造力を柔軟に受け止める包容力を養います。さらに
近年注目されているプログラミング教育に関する授業も取り入れるなど、進化する教育情勢にも対応
しています。

講義の内容と実践 担当教員

⚫材料や加工、生物育成の基礎知識
⚫得意分野に即した専門的な知識と技術
⚫科学的思考を伝えるための指導論

>なにを学ぶのか
⚫子どもたちの創造性を支える指導力
⚫子どもの生きる力を育む幅広い知識
⚫全人的発達を促す包容力

>分野の目標

木材加工実習

栽培実習

電気 秋葉 治克
技術科教育 勝本 敦洋
技術科教育 小泉 匡弘
機械 渡壁 誠

生活・技術教育専攻
技術分野
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各専攻分野紹介

知識が生活を豊かにすることを通じて
生きる力と学びの楽しさを伝える

家庭科の先生を育てます

衣生活学実験

カリキュラムの特色

ゼミ

□ 1年生から家庭と技術の
両分野を履修可能

□ 実習や体験活動を多く取り入れ
幅広い知識を実践的に習得

□ 家庭、技術、福祉、環境など
多彩な分野を総合的に網羅

家庭科教員として必要な技能を習得するため、家庭分野では被服構成実習や調理実習、衣生活学実験、食生活学実
験などの実習・実験に力を入れており、さらに授業を実際に自分達で開発し、その効果を検証する教育法など実践的な
学びを通して専門性を高める授業が用意されています。

習得がそのまま生活の質の向上につながる家庭分野では、学習成果が毎日の暮らしを豊かにし、自立した生活を築
き上げながらも、地域や社会の生活を創造する能力や態度を身に付けることを目指しています。生活そのものが学び
の確認の場であるという意味で、これほど暮らしに密着する分野はありません。

また家庭分野のほとんどの学生は、小学校や他教科の副免許を取得していきます。ゼミは学生主体
で活動内容を決めていき、そのテーマは多岐にわたります。テーマ決めから実施、考察まで学生が自主
的に活動し、活動を通して専門的な知識を深めています。

講義の内容と実践

家庭科教育 岡田 みゆき
家庭科教育 川邊 淳子
被服学 小松 恵美子
食物学 瀬浦 崇博

担当教員

⚫生活に関わる物や環境についての理解
⚫くらしづくりに必要な知識と技術
⚫家庭分野の楽しさを伝える指導方法

>なにを学ぶのか
⚫主体的によりよい生活を工夫する能力
⚫自立と共生の立場から生活を見つめる
⚫創造性を備えた教員の育成

>分野の目標

生活・技術教育専攻
家庭分野
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各専攻分野紹介

音楽文化を伝える知識と演奏技能を
習得し、豊かな感性を育む教師になる

音楽の先生を育てます

カリキュラムの特色

□ 音楽教育関連科目を理解し
音楽科の授業方法を身につける

□ 近隣校等での音楽実演を通して
教師となるための実技を習得

□ 鍵盤・管楽器・声楽の演習での
専門教授による個別指導

音楽分野では小学校や中学校だけでなく、高校や特別支援で音楽教科の教師になるための知識と技能を学びます。
学習内容は音楽科教育・声楽・管楽器・ピアノ・合奏・合唱といったさまざまなジャンルで構成されています。中には入学
してから管楽器を始めるといったように、新たな音楽の領域に飛び込む学生も少なくありませんが、分野ではそうした
活動を歓迎しています。それまでに経験のない音楽活動を重ねて技術を高めていく喜びは、後の教師活動の中でも必
ず役立つものになるからです。

またこの分野では総合的音楽活動の実践を重視しています。旭川市近郊の小規模校で音楽会やオペレッタを行い、
子どもたちと触れ合う機会をつくり上げながら、音楽教育と音楽的な技能を磨きます。

ゼミはピアノ・声楽・管楽器・音楽科教育といった専攻別ではなく、ひとつのゼミに4つの専攻が混ざっ
た形で構成され、ゼミごとに活動内容を決めて研究・研修を行います。これによって、総合的な音楽の
知識を身につけた教員としての力を養っていきます。

講義の内容と実践 担当教員

⚫音楽教師に必要な音楽教育の知識・技能
⚫音楽の専門家としての高度な演奏技術
⚫教育者と演奏家の資質の両立

>なにを学ぶのか
⚫授業方法と演奏技術の総合的な習得
⚫学校の中で音楽教育をリードする人材の育成
⚫地域における豊かな文化の担い手の育成

>分野の目標

合奏

出前授業

器楽（鍵盤楽器） 木村 貴紀
器楽（管楽器）  佐藤 淳一
声楽  杉江 光
音楽科教育 芳賀 均

芸術・保健体育教育専攻
音楽分野
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各専攻分野紹介

人が豊かに生きるために必要な力を
未来の文化の担い手たちに伝える

美術の先生を育てます

立体造形教材研究

カリキュラムの特色

「素描２」の授業

□ デッサン、絵画、デザイン
彫刻や造形教育など幅広く習得

□ 豊かな経験を持つ教授陣の
専門的知識と奥深い講義

□ 製作や演習といった
実技を伴う実践的授業の充実

中学校や高校の美術教師を育てるのが美術分野です。この分野は美術教育についての指導法や美術作品の鑑賞法
といった専門知識の習得とともに、絵画・彫刻・デザイン・工芸などの演習科目も多く、美術そのものを体験的に学ぶこ
とができます。こうして美術全般についての知識を深めながら、美術的感動を伝え・共有することを目的として、子ども
向けの鑑賞・ワークショッププログラムを現役の小中学校教員や美術館学芸員らと開発しています。

もちろんその基幹にあるのは美術指導の実践的な習得です。たとえば造形教育ゼミでは教育大周辺の小学生を対象
に、年に2回の「造形教室」を開催。将来の美術教育を模擬的に体験しながら、子どもたちとの対話の中で美術のおも
しろさを伝える演習を重ねていきます。

こうして目指すのは、子どもたちが「主体的に美術を楽しむ」目を備えることです。人が豊かに生きる
ために大切な「美しいものに感動する力」を養い、「創造する喜び」を確かなものにする。そのために、
美術教師を未来に続く文化の担い手としてとらえているのです。

講義の内容と実践

彫刻 岩永 啓司
絵画  大石 朋生
造形教育 南部 正人
デザイン 新教員（予定）

担当教員

⚫美しいもの、優れたものに感動する力
⚫感性を働かせ創造する喜びを味わう力
⚫美術への深い理解と教育への探求

>なにを学ぶのか
⚫美術教育を基にした専門性の習得
⚫教育的愛情に基づく子どもの個性尊重
⚫社会の文化振興を担う人材の育成

>分野の目標

芸術・保健体育教育専攻
美術分野
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各専攻分野紹介

楽しくなければ 『体育』じゃない
楽しいだけでも 『体育』じゃない

保健体育の先生を育てます

カリキュラムの特色

□ 体育・スポーツ・健康に関連する多様な専門科目を網羅
□ 現職の保健体育教員から直接学ぶ機会を数多く設定
□ 積雪寒冷地ならではの冬季スポーツ実技科目の充実

保健体育分野では中学校や高校の保健体育教員を育てます。保健体育分野では多くの種目の実技の能力を高めな
がら、体育・スポーツ・健康についての理解を深めていきます。

こうして知識と実践のバランスをはかりながら、保健体育では何を教えるべきか、その内容を探求するのが「教材開
発研究」です。この講義は、既存の枠組みにとらわれず自由な発想で教材・教具を開発し、実践してみることから始まり
ます。その後、学生と教員が分け隔てなく意見をぶつけ合うことで、保健体育授業の新たな可能性を拓こうとします。

本校は、地域特性を活かした冬季スポーツの実技科目が充実しており、3つのスキー実技を必修科目に設定していま
す。「アルペンスキー1」では基本的な滑走技能を合宿形式で徹底的に習得します。「アルペンスキー2」
では雪山での安全管理を含む指導法を学びます。本校を発祥とする「歩くスキー」では、38km 走破を
目指す一大イベントが待っています。

講義の内容と実践 担当教員

⚫体育・スポーツ・健康に関する様々な学問
⚫実践的理論に基づく保健体育科教育法
⚫多岐にわたる運動技能と多彩な運動実践方法

>なにを学ぶのか
⚫体育・スポーツ・健康の高度な専門性を備える
⚫楽しく役に立つ授業づくりができる
⚫学校だけでなく地域社会にも貢献できる

>分野の目標

体育方法学

保健体育科教材開発研究

運動学・体つくり運動
板谷 厚

体育心理学・サッカー
小谷 克彦

保健体育科教育学・スキー
高瀨 淳也

運動環境生理学・陸上競技
土橋 康平

芸術・保健体育教育専攻
保健体育分野
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入学試験情報

この入学試験情報は令和4年3月現在のもので、内容は変更される可能性がありますのでご注意ください。
なお、最新の入学試験情報（選抜要項・募集要項等）は北海道教育大学ホームページ （http://www.hokkyodai.ac.jp/）をご覧ください。

☛令和4年度入学試験実施状況
総合型選抜

（教員養成特別入試） 学校推薦型選抜 一般選抜(前期日程) 一般選抜(後期日程)

募集
人員

志願
者数

受験
者数

合格
者数

募集
人員

志願
者数

受験
者数

合格
者数

募集
人員

志願
者数

受験
者数

合格
者数

募集
人員

志願
者数

受験
者数

合格
者数

教育発達専攻 若干名 1 1 0 10 18 17 10 35 42 42 37 5 45 11 6

国語教育専攻 若干名 1 1 0 6 17 17 7 18 19 17 19 6 22 2 2

英語教育専攻 若干名 0 0 0 5 17 17 6 17 36 36 19 3 34 7 3

社会科教育専攻 若干名 2 2 0 8 21 21 8 24 48 48 26 8 36 9 9

数学教育専攻 若干名 2 2 0 6 18 18 6 18 52 48 19 6 44 8 6

理科教育専攻 若干名 0 0 0 8 15 15 8 24 38 38 26 8 49 17 9

生活・技術教育専攻 若干名 0 0 0 7 6 6 6 13 22 22 15 5 30 10 6

芸術・
保健体育
教育専攻

音楽分野 若干名 0 0 0 2 8 8 4 8 15 13 8 - - - -

美術分野 若干名 0 0 0 3 2 2 2 7 9 9 8 - - - -

保健体育分野 若干名 0 0 0 2 7 7 2 8 18 18 9 - - - -

小計 若干名 0 0 0 7 17 17 8 23 42 40 25 - - - -

合計 若干名 6 6 0 57 129 128 59 172 299 291 186 41 260 64 41

☛試験日程 （予定）
 ⃝総合型選抜 （教員養成特別入試）

「教師になりたい」という強い意欲を持つ志願者が、本学
での学修に必要な力を備えているかを評価するために、
特別選抜として実施します。
本学教員の講義に基づく「グループ討論とレポート」によ
る試験、個人面接、大学入学共通テストの成績などによ
り、多面的・総合的に評価します。

 ⃝学校推薦型選抜 （一般）
本学志望の意志が強く、一定の学力と勉学への意欲を兼
ね備えた者を、出身校等学校長の推薦に基づき、面接等
による選抜を行います。
なお、大学入学共通テストの受験が出願要件となります。

 ⃝一般選抜
大学入学共通テストの成績、本学が実施する個別学力検
査等 （第2次試験） の成績等を総合して判定します。学
力だけに偏重することのないよう、専攻・分野等によって
は実技検査を行ったり、面接も取り入れています。

☛選抜方法

出願受付期間 学力検査日 合格発表日

総合型選抜
（教員養成特別入試）

令和4年9月14日（水）
～9月21日（水）

令和4年10月22日（土）
～10月23日（日） 令和5年2月8日（水）

学校推薦型選抜
（一般）

令和4年11月1日（火）
～11月8日（火）

令和4年11月26日（土）
～11月27日（日） 令和4年12月9日（金）

一般選抜
（前期日程） 令和5年1月23日（月）

～2月1日（水）

令和5年2月25日（土）
～2月27日（月） 令和5年3月9日（木）

一般選抜
（後期日程）

令和5年3月12日（日）
～3月13日（月） 令和5年3月22日（水）

※教員養成特別入試は、志願者が多数の場合、提出書類 （調査書及び志望理由書） による第一次検査を実施します。

☛試験教科・科目 （予定）
総合型選抜

（教員養成特別入試） 学校推薦
型選抜

（一般）

一般選抜

第二次
検査※

大学入学
共通テスト

大学入学
共通テスト

個別学力検査等

前期日程 後期日程

教育発達専攻 ①
講
義
に
基
づ
く
グ
ル
ー
プ
討
論
お
よ
び
レ
ポ
ー
ト

②
面
接

③
実
技
検
査 （
必
要
と
す
る
専
攻
・
分
野
の
み
）

6教科
7科目
または
8科目

または

5教科
7科目
または
8科目

面接

6教科
7科目
または
8科目

または

5教科
7科目
または
8科目

必須 国語

面接

選択 数学 又は 英語

国語教育専攻 実技（書道のみ）
・面接

必須 国語
選択 数学 又は 英語

英語教育専攻

面接

必須 英語
選択 数学 又は 国語

社会科教育専攻
必須 国語
選択 数学 又は 英語

数学教育専攻
必須 数学
選択 国語 又は 英語

理科教育専攻
必須 数学

選択 国語 又は 英語

生活・技術教育専攻
必須 国語
選択 数学 又は 英語

芸術・
保健体育
教育専攻

音楽分野

実技・面接 実技・面接美術分野
保健体育

分野

一般選抜 （前期日程） においては、旭川校の他に札幌市
内会場及び東北会場 （仙台市） で受験が可能です（芸
術・保健体育教育専攻を除く） 。学校推薦型 （一般） 、一
般選抜 （後期日程） は、旭川校のみでの受験となります。

☛試験会場の選択

一般選抜 （前期日程） においては、旭川校内の専攻間で
志望順位を指定して、二つまで志望することができます。
ただし、芸術・保健体育教育専攻を志望する場合は専願
となります （複数志望はできません） 。

☛第二志望
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CAMPUS LIFE
キャンパスライフ

人と出会い、広くて深い学びの世界に飛び込む。
感動と喜びの世界を創りだす。

大学だからこそ手に入る時間がそこにはあります。
かけがえのない日々。旭川校のキャンパスライフをご紹介します。
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月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

入学式
新入生歓迎オリエンテーション
健康診断

五月祭 （体育祭） 
教育実習Ⅱ （4年生 ※任意） 

創立記念日
幼稚園教育実習 （※任意） 

前期期末試験

夏季休業・夏季集中講義
基礎実習（2年） 
へき地校体験実習 （2～4年生 ※任意） 

教育実習Ⅰ （3年生） 

特別支援教育実習 （※任意） 

後期講義開始
六稜祭 （大学祭） 

冬季休業

冬季集中講義
後期期末試験

学年末休業
春季集中講義

卒業式

前 期

後 期

4

5

6

7

8

9

10

1 1  

12

1

2

3

入学後すぐに専攻やゼミごとの歓迎イベントがあります。中でも1番大規模なのは大学生協
主催の新入生歓迎オリエンテーション。ゲームやサークル紹介などを通して、旭川校の様々
なことを知ったり友達をつくる機会になったという声の多いイベントです。

旭川校2大イベントのもう一つは「六稜祭」。専攻やゼミごとに飲食や展示などを出店します。
教育実習先の児童・生徒が来ることもあり、射的や勾玉作りなど子ども向けのコーナーも充
実しています。また、パフォーマンスやバンドライブ、また芸人を招いてのライブなど毎年様々
なイベントが企画されています。

旭川校の2大イベントの一つ「五月祭」。新入生歓
迎を兼ねた専攻・ゼミ対抗のスポーツ大会です。
競技に出場するのはもちろん、みんなで応援した
り一緒に練習することで交流を深めます。

※各行事の開催時期はめやすです。
※写真は過去のものです。来年度以降の開催形式は
　変更となる場合があります。
※令和2年度、令和3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
　中止または実施方法が変更となった行事があります。

大学生活の1年間は、4月～9月までの前期と、10月～3月までの後期に分けられます。
学びの中心となる講義と実習はもちろん、多くの行事やイベントも、
大学生活をより充実したものにしてくれます。旭川校の1年

講義だけじゃない

入学式・新入生歓迎オリエンテーション

六稜祭

卒業式

前期・後期の講義のほか、大学では夏休みや冬休みを利用した集中講義もあ
ります。通常は15週間かけて行う講義を、4日間程度に集約して行うものです。集中講義

五月祭

教員免許の取得にはもちろん、卒業に
も必須の科目です。これまでの講義や
授業見学などで身につけた知識や経
験を存分に発揮できる場です。3年次
の主免許実習（5週間）のほか、4年次
の副免許実習（2週間）や2・4年次のへ
き地校体験実習などがあります。

教育実習

CAMPUS LIFE
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サークル紹介
仲間と喜びを共有する

旭川校には対外的な発表会や大会に出場できる「部」と有志で運営する「同
好会」の二種類のサークルがあります。自分を鍛え、仲間と共に支え合い、喜
び合える場としてそれぞれ活発に活動しています。令和2年度以降は新型コ
ロナウイルス感染対策を行いながら工夫して活動しています。

アイスホッケー部

ダンスサークル一期 スカッシュ部

男子バスケットボール部

空手道部

バドミントン部

体育
系

アイスホッケー部
エイサーサークル
空手道部
基礎スキー部
弓道部
旭教自転車競技部
剣道部
硬式テニス部
硬式野球部
サッカー部
スカッシュ部
セパタクローサークル
ソフトテニス部
ソフトバレーサークル
卓球部

卓球同好会
ダンスサークル一期
軟式野球部
バスケットボール部（男子・女子）
バドミントン部
バドミントン同好会
バレーボール部（男子・女子）
バレーボール同好会
ハンドボール部
ラグビー部
陸上競技部
FC ベアーズ（フットサル）
MIXIM（スポーツ全般）
Polaris（バスケットボール）
SFIDA （フットサル）
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文化
系演劇集団ダイキャス

軽音楽部
混声合唱団
茶華道同好会
吹奏楽団
テーブルゲーム・TRPG サークル Shuffle
英会話サークル Hygge
イラスト教材開発サークル
アコースティックサークル
旭教自然愛好会ひだまり
下の句カルタ同好会
Teacher Aide 北海道支部
道北おとぼけキャラバン実験室

ありんこくらぶ（地域活動等）
音楽ボランティアサークル　かたくり
学習支援ボランティア団体　ゆずりは
こももかい（子どもへの絵本読み聞かせ）
大学生協学生委員会こーぱぁず
寺子屋キッズきくし塾（寺での子どもとの交流）
らぽらぽ（発達障がい者への余暇支援）

吹奏楽団

混声合唱団

テーブルゲーム・TRPG サークル Shuffle

軽音楽部

寺子屋キッズきくし塾 大学生協学生委員会こーぱぁず

ボランティア系
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書道を披露したとき 学校の行事で紅葉狩りへ

本学では教育・研究発展のために国際交流を進めています。提携を結んでいる海外大
学への留学制度や、学生の海外への調査研究・国際学会・シンポジウム等参加の資金
援助など、さまざまな交流事業や支援を実施しています。令和2年度以降は新型コロ
ナウイルス感染症の影響により派遣数、受入数ともに少なくなっており、オンライン留
学も取り入れて実施しています。

国際交流
世界のキャンパスへ出かけよう

中国、瀋陽師範大学に10ヶ月間留学 アメリカ、アラスカ大学フェアバンクス校に4ヶ月間留学

社本 希 令和3年3月  国語教育専攻卒業
⃝留学期間／平成31年3月～令和2年1月 亀山 穂波 令和4年3月　英語教育専攻卒業

⃝留学期間／令和元年8月～12月

故宮博物院へ行きました

私は中国の瀋陽という
東北の地に10か月留学し
ていました。瀋陽は、夏は
北海道と同じような気候
ですが、冬は雪がほとんど
降らず、-20度くらいまで冷
え込みます。そんな瀋陽の
地で学んだことを皆さんに
お伝えしたいと思います。

まずは語学です。私はほとんど話せない状況で留学へ行きまし
たが、現地にいると耳も慣れてきますし、語学の授業はすべて中国
語です。最初は何もわからなくてつらい日々を送っていましたが1
か月もするとわかる！という場面が多くなってとても楽しかったで
す。授業の内容は細かく分かれていてリスニングやライティングな
ど専門的に学ぶことができます。また、語学がさらに身に付く方法
として留学生や中国人と遊びに出かけることでたくさん中国語を
話すことができます。机上の学習も大切ですが、留学での時間は自
分で自由に使うことができるので積極的に出かけることが大事だ
と思います。

夏休みには中国を6日間1人旅しました。だれにも頼らずに自分
の力で宿に泊まったり観光地を尋ねるとたくさんの出会いもあり
ました。人の温かみを知りました。この経験は一生忘れることのな
い自分の支えとなっています。

学び、遊び、時には息抜きをしてのびのびと過ごすことができた
留学でした。中国や他の国々の人の考え方を知ると自分の見方も
変わってきます。私は今まで他人の目を気にして生活することも多
かったですが、海外へ行ってみて自分を少し好きになれたような気
がします。就職するにしても、留学は自分を見つめる良い機会とな
りますし教員になる際にも子供たちに様々な見方で物事を教えるこ
とができると考えています。少しでも勇気があるならばぜひ留学へ
行ってみてください。

私は2年生のとき、8月か
ら12月までアラスカ大学
フェアバンクス校に1学期
留学してきました。私はこ
の大学に入学した時から長
期留学を考えていたので、
GEL プログラムにはいり、
1年生の時から準備してき
ました。私は将来英語教員
になりたいと入学時から考えていて、英語のしっかり話せる教員に
なりたいと考えていたのと同時に授業を通して、多様な文化の面白
さや英語を使えるようになることで世界の多くの人とコミュニケー
ションできるようになる楽しさを伝えたいと考えていました。実際に
留学してみて、ずっと英語を使わなければいけない状況は最初、大
変でしたが、だんだん英語が以前より聞き取れるようになってきた
ように感じ、自分が伝えたいことをより英語で伝えられたときはとて
も嬉しかったです。そしてアメリカのハロウィンやサンクスギビング
を実際に体験し、アメリカの食べ物や習慣などの文化に触れられた
ことが何よりも楽しく、思い出に残っています。また私はアメリカの
教育に興味があったので、アメリカの学校を訪問し、自由にテーマを
設定できるエッセイを書く際には友人に教育についてインタビュー
をして、書きました。教育の違いについて知ることによって、日本の
教育についてより考えるようになり、自分が教員になったら何がし
たいのかより鮮明になりました。離れた土地で多様な文化、多様な
考えに触れることは自分にとってものすごくいい刺激になります。今
までの考えがより深くなったり、考えたこともないことを考えてみた
り、考えが変わったりします。もちろん留学はお金も時間もかかりま
すが、何か海外でやりたいことがある人、新しいことに挑戦してみた
い人はぜひ留学を検討してみてください。
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山崎 夏実 英語教育専攻3年
⃝留学期間／令和3年9月～令和3年12月

私は2年生のときに、9月から12月までロン
ドン大学アジア・アフリカ学院（SOAS）にオ
ンラインで留学をしました。以前から自身の
語学力の向上と異文化交流を目的とし現地
での留学を検討していましたが、コロナウイ
ルスの流行によってそれは叶わなくなってし
まいました。それでもオンラインでの留学に
参加した理由は、コロナウイルスに振り回さ
れた2年間、そしてこれからの残された大学
生活を考えると、今後数年は現地への派遣留

学は困難であり、ならばオンラインであっても留学の機会を得たい
と思ったからです。

授業では、基礎的な英語力を身に付けるとともに、国際開発学や
メディア・コミュニケーション学について学びました。旭川校では触
れられない学問を学べたことで、自身の思考の幅が広がり、一つの
問題に対して様々な視点から考えるようになりました。また自分自
身の意見を求められる場面が非常に多く、常に意見と疑問を持って
講義に臨む姿勢が身につきました。

大変だったことは、日本にいながらイギリスの時間軸で生活をし
なければいけなかったので、体調や一日のスケジュール、生活リズム
を管理しなければならなかったことです。また、自室で一人で講義を
受けているので、孤独感や精神的な疲労感もありましたが、SOAS
はメンタルヘルス面でのサポートが充実しており、先生が親身になっ
て私の話を聞いてくださったことが嬉しかったです。

オンライン留学は現地に行く留学と違い、常に英語を聞いたり、話
したりする機会は圧倒的に少ないです。だからこそ、常に英語で考
えること、先生や他の学生をまねて、積極的に新しい単語や表現を
使ってみること、そして間違いを恐れないことが大切だと感じました。

オーストラリア、シドニー工科大学にオンライン留学

渡邊 小春 英語教育専攻3年
⃝留学期間／令和3年7月～令和3年11月

私は2年生のとき、7月から11月までの4

か月間オーストラリアのシドニー工科大学に

オンライン留学しました。今年度は新型コロ

ナウイルス感染症拡大の影響により、現地へ

の派遣は行われず、代わりにZOOMでの双

方向型授業で行われました。

私はグローバル教員養成プログラムに所

属しており、留学を経験することにより自分

の英語力の向上や様々な国の文化を知り、子どもたちに英語を学

ぶことの楽しさや文化の違いなどを伝えていきたいと思い、今回シ

ドニー工科大学の英語準備コースに参加することを決めました。

実際に参加してみて、海外の大学では日本の大学よりも自分から

発言することを多く求められるため、初めは自分の考えを英語で伝

えるのが大変でしたが、ディスカッションやプレゼンテーションを

重ねるにつれて、積極的に英語を話すことができるようになったと

感じています。

また、論文を書くときに役に立つAcademic Writingなども学ぶ

ことが出来ました。自分のレポートを先生や友人に添削してもらっ

たり、友人のレポートを添削したりすることにより、英語表現の幅

を広げることができ、自分にとってとても良い刺激となりました。

今回の留学を通して、リスニング・リーディング・ライティング・

スピーキング力を全体的に伸ばすことができました。また、日本語

が通じない環境に身を置いたことにより、自分が今後どのような

勉強をすれば良いのかが明確になりました。英語力を伸ばしたい

人、海外の文化に興味がある方はぜひ留学を検討してみてください。

イギリス、ロンドン大学アジア・アフリカ学院にオンライン留学

海外留学プログラム 協定校一覧

［中国］ 瀋陽師範大学、哈爾濱師範大学、山東師範大学、香港大学、四川大学、
天津外国語大学遼寧大学、大連海洋大学

［韓国］ 釜山大学校師範大学、ソウル教育大学校、全州教育大学校、釜山教育大学校、漢城大学校

［台湾］ 台北市立大学

［ベトナム］ フエ大学 （教育学部・外国語学部） 

［カナダ］ カルガリー大学 （教育学部） 、サイモン・フレイザー大学 （教育学部） 、セント・メリーズ大学

［アメリカ］ アラスカ大学フェアバンクス校、アラスカ大学アンカレッジ校、イリノイ州立大学南ユタ大学

［オーストラリア］ シドニー工科大学、ジェームズクック大学、グリフィス大学

［フィンランド］ シベリウス音楽院、オウル大学 *

［ノルウェー］ ベルゲン大学

［イギリス］ ロンドン大学アジア・アフリカ学院 （SOAS） 

［ロシア］ ノボシビルスク国立教育大学、ヴィトゥス・ベーリング記念カムチャッカ国立大学

［キルギス］ ビシケク人文大学

［エジプト］ カイロ大学

本学と国際交流協定を締結して
いる大学へ留学することができ
ます （1年間以内） 。
留学先大学の授業料は免除さ
れます。

* は学生交流未実施
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⃝平成30年３月　芸術・保健体育教育専攻美術分野卒業
⃝令和2年３月　　修士課程教科教育専攻美術教育専修修了

秋葉 美香
旭川市立緑が丘中学校勤務

卒業は次のステップへのスタート。さらなる夢の実現を目指し
活躍する卒業生の様子をご紹介します。卒業生進路

例えば、こんな道がある

中学校教諭小学校教諭

⃝令和3年3月　英語教育専攻卒業

板木 大雅
旭川市立神居小学校勤務

⃝教育大学で過ごしてよかったと思うことはありますか。
１つは、教員になるための授業が充実していることです。教員を

志す仲間と共に授業を考えたり、子どもの指導方法について学んだ
りする機会がとても多く、必要なスキルを早い段階で身につけるこ
とができました。もう１つは、教育現場とつながることのできる機会
が多いことです。ボランティアや実習で様々な地域の先生や子供た
ちと触れ合い、教員になるイメージをもつことができました。

⃝現在、学級づくりや授業を進める上で大切にしていることは
なんですか。

互いを認め合う、あたたかい雰囲気の学級を目指しています。ま
ずは私自身が子どもの話に耳を傾け、考えを聞くように意識してい
ます。授業の際は発言が多く、楽しく学ぶ姿が見られる学級になり
ました。授業では美術科を担当していますが、こだわりをもって作
品作りに取り組めるよう生徒の自由な発想を認め、用具や材料の準
備、取り組みやすいワークシートづくりを心がけています。

⃝今の仕事のやりがいを感じるところを教えてください。
子どもの成長を身近に感じられるところです。新しくできるように

なったこと、努力が実った瞬間、長い時間を共に過ごしたからこそ
大きな感動を得られます。授業では、作品作りに没頭している子ど
もの姿を見られることです。「今までで一番上手にできた！」「これ、
楽しそう！」と美術に興味をもってくれたり、制作に取り組んでくれ
たりする姿に、やりがいを感じます。

⃝教員を目指す後輩に伝えたいことはなんですか。
「人とのかかわり」を大切にし、楽しんでほしいと思います。世の中

一人ではできないことばかりです。周りを頼り、頼られ、考え、実行
し、成功し、失敗しながら成長していきます。共に学ぶ仲間や先生、
趣味の仲間、バイト仲間…積極的に色々な人と出会い、かかわりを
もつことで自分の世界が広がります。そしてその経験は、必ず教員
人生に活きてきます。素敵な教員になってください！

⃝教育大学で過ごしてよかったと思うことはありますか。
教員になりたいという、同じ目標を持つ多くの仲間と出会い、一

緒に過ごした時間こそが教育大学で過ごしてよかったと思ったとこ
ろです。教員という夢は同じでも、それぞれがもつ理想の教員像と
いうものは皆違っていて、さまざまな考えを共有することができまし
た。また、大学の先生方が夢に向かって努力する学生を支え続けて
くれることも魅力でした。

⃝現在、学級づくりや授業を進める上で大切にしていることは
なんですか。
「明日もまた学校に行きたい。」と思えるような学級を作ることを

目標としています。そのために、子ども一人一人が活躍する機会を
作ることができるよう心掛けています。また、子どもたちと一緒に遊
んだり、話したりすることを通して、子どもの個性をしっかりと理解
することが、学級づくりの土台になることに気づき、これからもそれ
を大切にしていきたいと思っています。

⃝今の仕事のやりがいを感じるところを教えてください。
子どもたちの素直な姿を見ることができるというところに、教員

のやりがいを感じています。友達と一緒に楽しそうに遊ぶ姿や、い
ままでわからなかったことが、新しくわかったときの驚いた姿など、
様々な姿を見せてくれます。子どもたちのそういった姿を見るため
に日々工夫をしています。子どもたちの笑顔を見るたびに、毎日勇
気づけられています。

⃝教員を目指す後輩に伝えたいことはなんですか。
　教員は子どもたちの成長をそばで感じることができる素敵な職業
です。講義やゼミナールの活動だけではなく、ボランティアやサー
クル活動など様々なことに挑戦してください。そこで経験したこと
や得たものは、自分自身を高めるとともに、子どもたちの成長にも
繋がるはずです。いつの日か、皆さんと一緒に働けることを楽しみ
にしています。
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⃝平成31年3月　理科教育専攻卒業

村岡 徹
札幌琴似工業高等学校勤務

高等学校教諭

⃝教育大学で過ごしてよかったと思うことはありますか。
同じように教員を志す友人、教員になるために手厚くサポートし

てくれる先生に出会えたことがよかったです。議論をしながら模擬
授業を作ったり、実験教材の開発をしたことは、現在の授業づくり
の基盤になっています。卒業後も、様々な教育現場で働いている友
人と連絡をとっており、教育について語り合うことは良い刺激になっ
ています。

⃝現在、学級づくりや授業を進める上で大切にしていることは
なんですか。

生徒の未来がより良いものになるために、常に新しいことに挑戦
する気持ちを大切にしています。大学でやった実験を試したり、他
の先生のやり方を真似したり、積極的に研究会に参加したりしてい
ます。ときには、「これは駄目だったな」と感じるときもありますが、
その中に新しい発見があり、必ず次に繋げるようにしています。

⃝今の仕事のやりがいを感じるところを教えてください。
自分の行動が直接生徒の成長につながるところにやりがいを感じ

ます。生徒はそれぞれ全く異なった個性があります。一人ひとりが
目指す進路を実現できるよう、私も生徒と一緒に真剣に考え、話し
合っています。自分のはたらきがけで、生徒の反応が変わっていくの
を見ていると、教員をやっていてよかったと感じます。

⃝教員を目指す後輩に伝えたいことはなんですか。
　教員の仕事のメインはやはり授業だと思っているのですが、実際
働いていると教材研究に費やせる時間は限られています。大学生の
うちに教科の専門性を磨いておくと、授業づくりがスムーズになる
と思います。また、様々なことに興味を持ち、人として魅力のある教
師になることが、良い教員になるための条件だと感じています。

CAMPUS LIFE

その他の就職先

北海道管区行政評価局
札幌管区気象台
北海道開発局
旭川市役所　他各市町村
北海道庁
北海道警察
国立大学法人　各大学
株式会社 JR 東日本サービスクリエーション
株式会社ファンケル
旭川ケーブルテレビポテト
Mango Byte Technology Co., Ltd
株式会社カチタス
旭川スズキ販売株式会社
株式会社 MAXIS エデュケーション
株式会社ニスコ
株式会社グローバル・リンク・マネジメント
明治安田生命保険相互会社
日本 IBM 株式会社
株式会社コプロ・エンジニアード
ソーゴー印刷株式会社
渡島信用金庫
NPO 法人　大雪山自然学校
NPO 法人　インクルード　他

各市役所、役場
国立大学法人
北海道庁
北海道経済産業局
札幌国税局
独立行政法人労働者健康安全機構
札幌市消防局
旭川市消防本部
北広島市消防本部
公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会
児童発達支援・放課後等デイサービス ガリレオ
株式会社札幌進学プラザ
函館練成会函館本校
子どもカンパニー
資生堂
株式会社カワムラ
旭川ケーブルテレビ
株式会社スタディーネットワーク
北陸銀行
旭川信用金庫
北洋銀行株式会社
旭川ガス株式会社
株式会社ニトリ
長谷川産業
六花亭製菓株式会社　他

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度
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旬の食材を利用した期
間限定のメニューもありま
す。たくさん食べて、午
後も頑張って。

お昼にはレジに長蛇の
列ができるほど人気。
一人暮らしに役立つ
情報も提供します。

「JR 旭川駅」から⑤旭町・春光線で15分、「旭町2条10丁目」下車、徒歩約5分
「1条通8丁目」から⑭旭町線で15分、「旭町2条10丁目」下車、徒歩約5分
「1条通8丁目」から㉔新橋・北門線で15分、「北門9丁目」下車、徒歩約5分

＊寄宿料については、改定する場合があります。

旭町2条10丁目

旭川校

北門9丁目 1条通8丁目

JR旭川駅

旭橋

常磐公園
●

新橋

至札幌

石狩
川

園
公
物
買

旭川校へのアクセスマップ

旭川電気軌道バス

大雪山自然教育
研究施設
教 育 研 修ならびに自然の
調査研究のため、大雪山国
立公園内、旭岳の山麓に設
置され、四季を通じて利用
できます。

値段が安いのにメニューが豊富です。
さらに、食べたメニューのカロリー、塩
分量、栄養バランスがレシートに記載さ
れるので、健康管理もばっちりです。

ASAHIKAWA
CAMPUS  MAP

旭川校マップ

キャンパスライフをサポートする施設紹介

主に、サークルや学生自治会が
ここで活動しているよ。

緑に囲まれたキャンパス

食 堂

書籍、文房具、生活雑貨、食品などを販
売しています。また、保険の紹介、お部
屋探し、自動車学校やアルバイト情報な
ど、優しいスタッフが相談に応じてくれ
ます。

〈築
つき

ヶ
が

丘
おか

寮（男子）〉
収容定員：90人（すべて一人部屋）　居室面積：9.6 ㎡
寄宿料：月額4,300円
光熱水料・雑費：月額14,000～15,000円程度
住所：旭川市北門町9丁目（大学から徒歩約2分）

〈春光寮（女子）〉
収容定員：72人（すべて二人部屋）　居室面積：13.0㎡
寄宿料：月額1,800円
光熱水料・雑費：月額8,000～9,000円程度
住所：旭川市春光4条2丁目1番2号（大学から徒歩約18分）

大学生協売店 学生寮
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授業の履修方法や就職、実習に関する
こと、また、サークルや大学祭など、学
生生活を幅広くサポートしてくれます。

資料の探し方・借り方などを分かりやす
く説明する「図書館ツアー」やパソコン
を使って資料や雑誌記事の検索方法を
学ぶ「情報検索ガイダンス」があります。

健 康 相 談、心 理 相
談、健 康 診 断 など、
学生の健康管理をサ
ポートしてくれます。
学内でのけがや病気
に対して看護師が応
急処置にあたってい
ます。

教員、民間、公務員、それぞ
れの相談員が進路の選択や
就職などについての相談や
悩みに応えてくれます。
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N 棟 M 棟 P 棟自然科学棟 音楽棟 共通教育棟
理科・数学・家庭
保健体育・国語（書道）
美術 各研究室および教室

演奏室
音楽 各研究室および教室

ピアノの練習が
できる個人部屋も
あるよ。

こんな大きな教室も
あるんだ！ 収容人数は

なんと278人。

学生が安全に大学生活を
送れるよういつも

見守ってくれています。

運動をして
いい汗をながそう！

平成28年4月、図書館内にラーニン
グコモンズがオープンし、学生がグルー
プで会話をしながら自主学習を行うス
ペースができました。

あなたのやる気と私たちのもっ
ている採用情報で、将来へ
の一歩を踏み出そう。

一般教室（P101 教室など）
大会議室・地域連携室
教職大学院室・キャリアセンター

F 棟 福利厚生施設
食堂・売店

E 棟 教育科学棟
学校教育・教育心理
幼児教育・特別支援教育
各研究室および教室

L 棟 講義棟
一般教室

（L301・L101 教室など）

C 棟 中央棟
図書館
総務・財務グループ
英語 各研究室および教室

W 棟 S 棟技術棟 社会科学棟
ものづくり教材開発センター
技術 各研究室および教室

保健管理センター
教育支援グループ
国語・社会科 各研究室および教室

キャンパスツアーは
動画でも
学内のさまざまな施設を
ご紹介しています。

正門入口

守衛室

CAMPUS LIFE

教育支援グループ 図書館 保健管理センター

しっかりと自分の体と心の
状態を整えて、楽しい大
学生活にしましょう。

キャリアセンター
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ここでは、教員を目指して教育大学に通う学生、
つまり「教員の卵」として、実際の教育現場を訪れ、
教員の求められる教養を身に付けることができる

「教育実習」についてお話します。

現場で学ぶ喜び
教育実習について

ゼミ紹介

✜へき地校体験実習 子どもたちと密接に関わる
2年次または4年次で履修することができる希望制の実習。
へき地教育は「教育の原点」ともいわれ、地域との密着が強く、保護者や地域住民から信頼される、特色ある
学校で学ぼうと、毎年多くの教育大生が体験に参加します。
児童生徒数が非常に少ない学校で、一週間前後の実習を行うことで、子ども一人一人と密に関わることがで
き、豊かな自然環境の中でのびのびと成長する子どもの様子や、教師のいきいきとした仕事ぶりを見ることが
できます。
子どもとの触れ合いを通して、教職のやりがいや充実感を感じることができる重要な実習です。

✜教育実習Ⅰ 実際に「先生」として過ごす
3年次の夏休みに行う少し長めの約1ヵ月の実習。
近郊の小中学校で、実際に児童生徒を前にして「先生」として過ごすことで、大学の講義では学ぶことが難しい、
児童生徒の特徴に則した授業の開発と実践を行うことができます。
また、児童生徒との関わりの機会も多く、子どもと触れ合いながら、学校経営・学級経営や生徒指導などを学ぶ
ことができます。
さらに、現職の教員との対話や授業参観を通して、教員の詳しい仕事内容や内情だけでなく、教員としての楽し
さや充実感、あるいは大変さについて知ることもできます。
本実習は、ともに教職を志す仲間と一緒に行うことができ、悩みや不安を相談し合い、励まし合いながらやり遂
げることで、学生間の結束が強くなります。
このような経験は、教育大生の将来に大きな影響を与える貴重なものです。

旭川校の特色として「ゼミ活動」が挙げられます。「ゼミ
活動」とは各ゼミの1年生から4年生が一堂に会し、互いの
学びを深め合う学習会などを毎週行う、学生主体の活動で
す。他学年の先輩方との交流の中で、実習や授業などの体
験談を聞くこともでき、大学生活に必要な知見を得ること
もできます。

各専攻にはそれぞれ3～7つのゼミが設けられています。
例えば、園芸や生物育成を主

に行う「技術科教育第一ゼミ」
では、腐葉土を用いた土地づく
りから、作物の播種・育成・収
穫、収穫した作物の加工までを

一年を通して行います。このよう
なゼミ活動の体験が、教科の専
門性を高める学びにつながりま
す。他にも、模擬授業をゼミ活動
として行うなど、教師としての実
践的なスキルも身に付けること
ができるのです。 播種

模擬授業

収穫した野菜

✜基礎実習 自己課題発見の短期実習
2年次の8月から9月に行う短期の実習。
授業観察を中心に行い、現職の教員による授業の工夫や流れ、児童生徒の反応などを参観し、翌年の教育実習Ⅰ
への自己課題や目的をもつきっかけになります。
小規模校での実習もあり、児童生徒数の少ない学校での授業について学ぶとともに、児童生徒と触れ合い、教職
のよさを体感することができます。

〔このページは、学生スタッフが制作しました〕
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教科の専門性について

副免許について

旭川校には8つの専攻があり、それぞれの専攻に専門的
な教授たちが構えています。さらに、専攻ごとに専門分野
の学びをより深めることのできるゼミが設置されています。
そのため幼稚園・中学校・高校の教員に求められる確かな
教科指導力を身につけることができるのです。

また、幼稚園・小学校・特別支援教育の先生を育てる教育
発達専攻がおかれていることも旭川校の大きな魅力です。
教育発達専攻は教育学分野、教育心理学分野、特別支援
教育分野、幼児教育分野の4つの分野に分かれています。こ
の専攻の特徴は、教育の根幹を深く学ぶことで、より体系
的に教育理念を理解する力が身につけられることです。

今後小学校においても、教科担任制が推進されていくとい
われています。その際、教師に求められることは、5教科は
もちろん、5教科以外の音楽、図工、体育、技術・家庭といっ
た実技教科の専門的な知識をもとに指導できる力です。旭
川校の教科専門性の高い授業こそがその力を養うことがで
きるのです。

本校には小学校・中学校両方の免許取得者も多く、幅広
い専門的な知識をもった確かな質を伴う教員を目指すこと
ができます。

旭川校は各専攻の取得必須免許状以外に、取得希望の
他教科・他校種等の副免許状が取得できるのが大きな特徴
です。多くの新入生は前期にどの教科の副免許を取得する
のか考え、後期から本格的に副免許を取得するための講義
を受講していきます。ここでは実際に副免許の取得を目指
す1学年の学生の後期時間割を紹介いたします。

この学生は生活・技術教育専攻 技術分野に所属しており、

中学校教諭 1 種免許状（技術）、高等学校教諭 1 種免許状
（工業）、中学校教諭 1 種免許状（国語）、高等学校教諭 1 

種免許状（国語）、小学校教諭 1 種免許状の5つの免許取
得を目指しています。1学年後期から実際に副免許取得の
講義を履修している様子が読み取れます。小学校の免許に
関しては主に2学年前期から受講することができます。

このように旭川校は多くの免許取得が可能です。またそ
れだけでなく、教員養成課程ならではの取得可能免許や受
験資格が得られます。例えば「学校図書館司書教諭」や「日
本心理学会認定心理士」、「特別支援学校教諭1種免許状」

といった免許、さらに「ピアヘルパー受験資格」などが挙げ
られます。

専攻教科等の他の免許でも希望次第で取得が目指せる
のです。

必修科目 選択必修科目 専攻別科目 ゼミ 副免許科目

月 火 水 木 金

1 外国語
コミュニケーション I アイヌ語 外国語 III 人文科学入門

（短詩系文学） 国語表現

2 体育Ⅱ 発達と学習 外国語Ⅳ 情報基礎

3 古典文学研究 木材加工実習Ⅰ 社会科学入門
（世界と日本）

4 一般製図 日本文学概論Ⅱ ゼミ

5 金属加工実習 技術教育と福祉

〔このページは、学生スタッフが制作しました〕
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旭旭川川のの魅力魅力とはとは

北 海道の魅力は数多くあります。季節によって色とりどりな景色を見ることがで
き、広大な土地で豊かな自然を感じながらのびのびと生活できます。また豊

かな食も魅力的です。海鮮から野菜、お米など北海道には新鮮でおいしい食べ物
がたくさんあります。さらに北海道は冬に雪が降るためウィンタ－スポーツを気軽に
楽しむことができます。
本校の位置する旭川は、そんな北海道の魅力がたくさん詰まった街です。
旭川は国内最大の国立公園である大雪山の懐に抱かれた雄大な自然がありま

す。大雪山にはエゾマツやエゾシカ、キタキツネなど北海道ならではのたくさんの
動植物がみられます。大雪山は国の特別記念物の指定を受けており、その麓に位
置する旭川は豊かな自然にあふれているのです。学内ではキツネやリスがよく見ら
れ、四季折々の景色も楽しむことができます。
旭川で有名な食といえば「旭川醤油ラーメン」が挙げられます。ここでは旭川醤
油ラーメンで有名な「旭川らぅめん青葉 本店」のラーメンを紹介いたします。青葉
ラーメンは化学調味料を一切使わない現在まで70年以上継ぎ足されたスープが有
名で、全国から観光客が集まります。またこのお店はおいしいラーメンに加え、フレ
ンドリーな接客も魅力的です。
また北海道の食といえばジンギスカンが有名です。旭川でもジンギスカンを楽し
めるお店がたくさんあります。今回は旭川駅から徒歩約10分の「旭川成吉思汗 大
黒屋」を紹介いたします。大黒屋では自家製秘伝のタレにつけて食べる、新鮮な
羊肉が提供されており、やわらかく厚みのあるお肉を楽しむことができます。さらに
珍しい部位である「ラムタン」や「羊のソーセージ」等もあり、大変魅力的です。
また旭川はウィンタースポーツを気軽に楽しむことができます。北海道ならではの
パウダースノーはスキーやスノーボードをするのに最適です。旭川には大きなスキー
場が3つあり、さらに冬季期間中には旭川駅前にスケートリンクが設けられます。さ
らに旭川駅前の買物公園通りには雪を使った雪像が様々な所に作られ、スポーツ
を通さなくとも普段から雪を楽しめます。
旭川は北海道の中心部に位置するため旭川空港や JR、都市間バスも充実して

おり、道内各地への移動が便利です。富良野のラベンダー畑や南富良野かなやま
湖のワカサギ釣り、美瑛町の青い池、札幌の雪まつりなど有名な観光名所へのアク
セスも円滑です。
このように旭川は大自然や豊富な食材を使ったグルメ、ウィンタースポーツが楽し
めます。さらに北海道の中心に位置するため旅行もしやすく、大都市ながら豊かな
自然も楽しめる暮らしやすい街なのです。そんな魅力的な旭川で大学生活を過ごし
てみませんか？

〔このページは、学生スタッフが制作しました〕
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旭川校には「旭川市内に住む実家暮らし」や「旭川市外や道外から移住し一人暮らしや下宿、寮生活を送る」
大学周辺に住む学生と、「旭川市以外の市町村から交通機関を使って通う」遠方に住む学生がいます。

ここでは札幌から通う学生、一人暮らしをする学生、東京から移住し寮生活を送る
学生の1日の流れやライフスタイルをご紹介いたします。

〔※したっけ＝「そうしたら」「じゃあ」という意味〕

東京出身の1年生です！

学生寮の春光寮で

生活しています。

旭川は大都市ながら適度なサイズで暮らしやすい町だと思いま
す。東京と違って北海道は自然が豊かで、食べ物もすべておい
しいです。初めての土地が不安だったため、春光寮という女子
学生寮を選びました。寮生活では同学年の道外出身の生徒や
他学年の先輩との交流ができ、不安や心配事も解消されます。
旭川校に来た理由はたくさんの免許取得が可能で、教育大な
らではの手厚い授業が受けられるためです。心機一転新しい
土地での大学生活も楽しいものですよ。

アルバイトは2つ掛け持ちしてい
て、部活にも所属しています。副
免許の取得を目指し時間割が立
て込んでいて、さらに毎日バイト
に部活に大忙しですが、それあっ
てこその充実した学生生活を送
れています。一人暮らしは初め
てだったので初めはなれなかった
のですが、だんだんと自立した生
活ができるようになりました。旭
川校に来た理由は専門性の高い
教師になりたいという思いからで
す。旭川という土地は自然豊か
であり、北海道を楽しむには適し
ていると思います。

札幌出身で大学近くに

一人暮らししています！

バイトに部活に大忙し！

毎日楽しいです＾^

僕は札幌から

JRやバスで通う1年生です！  

地元の札幌で

アルバイトをしています。

1限があるときは朝6時半に家を
出ます。主にJRが通学手段で、
1時間25分かかります。通学時
間が長いため、電車の中で課題
をして過ごします。定期代は1か
月約5万円で、一人暮らし1か月
にかかる費用よりも安く済みます。
札幌から通うメリットはアルバイト
や家族、高校（札幌龍谷）時代
の友達との交流が途絶えず、さ
らに旭川で新しいコミュニティー
を作れるため、交流の輪が広が
ることです。デメリットは気候の
影響で遅刻してしまう恐れがあ
ることと、朝が苦手な人には大変
かもしれません。

したっけここに住もう！

小林さん山崎さん

山崎さん

小林さん

木下さん
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睡眠

睡眠

登校

登校
（JRの場合）

下校
（JRの場合）

対面講義

授業

自宅にて
オンデマンド
講義

学校にて
オンライン
授業

アルバイト

部活

アルバイト

学習・
自由時間

学習・
自由時間

課題に
取り組む
時間 昼休憩

昼休憩

〔このページは、学生スタッフが制作しました〕



平和通買物公園

旭山動物園

旭川空港

旭川冬まつり

北海道教育大学 大雪山自然教育研究施設

旭岳

北海道教育大学 旭川校
キャンパスガイド 2023
2023年度　令和5年度受験用

011-778-0659・0940（入試課）

北海道教育大学進学相談会（�キャンパス参加）
旭川校のほか、札幌校、釧路校、函館校、岩見沢校の担当者が集結 !

各キャンパスについての相談が一度にできます。
※詳細は北海道教育大学ホームページをご覧ください。

この他の相談会についても、詳細が決まり次第、北海道教育大学ホームページに掲載します。

オープンキャンパス
オープンキャンパスについて、旭川校のホームページ上で
お知らせしていますので随時ご確認ください。

北海道教育大学
旭川校キャンパス

大雪山自然教育研究施設

旭 橋
常磐公園
中央図書館 旭川美術館

市内中心部
旭川駅周辺

自然あふれるこの都市で 教師への第一歩
中心部に近く、自然に囲まれたキャンパス。必要なものは全て揃った快適な環境。


