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ようこそ札幌キャンパスへ
　北海道師範学校として創設されてから130年を超える歴史を有する札幌校は、日本第５位196万人超

の人口を抱える政令指定都市札幌市を中心に、道央、全道、そして全国に、子どもたちの未来を拓く

教師を送り出してきた大学です。

　札幌校は、時代時代の教育課題に対応すべく、教育組織の改組を行ってきました。そのような中に

あっても一貫して大切にしてきたのは、学問の専門性に基づいた教員養成です。現在は、７専攻14分

野からなる充実した教員養成課程があり、諸専門分野の教育研究活動を通じて初等・中等教育を見通

した教員養成を行っています。

　札幌校の最大の特徴は、教科に関する専攻において、卒業要件（134単位）の中に、小学校主免許

の学生であっても中学校・高等学校教員免許状取得に必要な科目の一部が、また、中学校主免許の

学生であっても小学校・高等学校教員免許状取得に必要な科目の一部が含まれていることで、卒業要

件の免許種に関わらず小学校・中学校・高等学校の接続を意識した学びを深められることです。これ

は、最近話題になっている小学校高学年における教科担任制や小中一貫教育にも先駆けて対応したも

のです。また札幌校には、特別支援教育と養護教育の全学のキーキャンパスという使命があることに

加え、国際交流活動が本学の中で特に活発に行われているという特徴もあります。

　さらに札幌校では、獲得した学問の専門性を子どもたちの教育に繋げることを常に意識しながら教

員を養成しています。北海道教育大学で唯一、附属小・中学校が大学と同じキャンパス内にあること

を活かし、１年生の早い段階から、学校現場での実践的な学びと大学での理論的・専門的な学びを往

還しながら実践的指導力の基盤を育成していることもその表れです。

　教職は、子どもたちの未来を拓くことで日本の社会を根底から支えている極めて重要な、そして魅力あ

る職業です。心から「教員になりたい！」と思っている志が高い皆さんの入学を札幌校は待っています。

北海道教育大学　札幌校キャンパス長　田口 哲
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大学での学び
教職論
�生徒指導・進路指導の理論と方法
教育相談の理論と方法�他

附属小・中学校での実習
� 基礎実習（１年目）
（主免）�教育実習（３年目）
（副免）�教育実習（４年目）他

札幌校の特色

理論
・
専門
（大学）

北海道教育大学で唯一
札幌校は附属小・中学校が大学と同じキャンパス内にあります！

すぐ
行けるよ！！

同一キャンパスの
中にあるんだよ！

実践
（附属小・中学校）

1年目からの
理論・専門と実践の

往還
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特別支援教育と養護教育の     キーキャンパス

北海道教育大学附属図書館札幌館�

特別支援
教育 養護教育

　養護教育専攻は、健康管理のプロフェッショナルである
「保健室」の先生（養護教諭）を養成する道内でも数少ない
専攻です。学校の中で子供たちが安全に、そして安心して過
ごすことができるよう、心と体の健康を守るために必要な専
門的な知識を学びます。
　また、養護教諭に必須な技術や実践力を附属学校での健
康診断に関わる実習や、小中学校での養護実習、学内での
実習・演習にて身につけます。

　各分野の専門教員が揃う札幌校では、特別支援教育の指
導理論や制度、臨床的支援方法、心理的、身体的発達支援
など、障害のある子どもたちの教育理論とともに、その指導
方法について学ぶことができます。
　また、隣接する特別支援学級（ふじのめ学級）で行う実習
や、大学内にある子どもの特別なニーズに対応する専用の
体育館や遊戯室等で多くの子どもに触れあって、発達を支
援する力を身につけます。

　札幌校の特徴として、教科に関する専攻（分野）においては、教科担任制や小中一貫教育に対応できる
よう、複数の学校種の免許が取得可能なカリキュラムを編成しています。例えば、中学校を主免許としてい
る場合、卒業要件（134単位）の中に、小学校免許取得に必要な科目や高等学校免許取得に必要な科目が
含まれているため、所属する分野の教科であれば、所定の科目を追加で取得することによって、複数の免許
の取得が比較的容易となっています。また、令和5年度より、これまで主免許が中学校のみだった言語・社
会教育専攻英語教育分野で、小学校を主免許とするカリキュラムが新設される予定となっています。

小・中・高等学校の接続を重視した     カリキュラム

Characteristic of the Sapporo school

実習生の授業風景（小学校）実習生の授業風景（中学校）

4 �プレゼンテーションルームでは図書館のミニ講座等が行わ
れます。ぜひ参加してみてくださいね。また、予約してゼミ等
で利用することも可能です。

5 �グローバル・ラウンジはソファーセットと畳ユニットがありま
す。くつろぎながら読書を楽しむことができます。また、英語
の多読資料を用意していますので、ぜひ多読にチャレンジ
してみてください。

1 2 3 4 5図書館に入る 本や雑誌を読む 相談しながら学習する 話を聴く くつろいでみる

２階

1 �学生ホール２階の図書館ラウンジに入口があります。入館
ゲートに学生証をかざすと図書館に入れます。

�2 �書架には、新着の本・雑誌やおすすめ本の他、絵本や児童
書も置いています。

3 �可動式の机と椅子、ホワイトボードがあります。仲間と相談
しながら学習することもできます。

3

札
幌
校
の
特
色　
　

C
haracteristic	of	the	Sapporo	school

H
okkaido U

niversity of Education Sapporo



田口 哲 

札幌校キャンパス長

このたび札幌校の学生を交えて、
北海道教育大学札幌校の魅力など
を語り合う「キャンパス座談会」を
開催しました。北海道教育大学は5
キャンパスからなり、キャンパスご
とにそれぞれ特色があります。そ
の中で札幌校は、教員養成を主た
るミッションとするキャンパスです
ので、教員を目指す学生の皆さん
に、「入学して良かった」と思って
もらえるよう、私たち教職員は日々
努力をしています。キャンパス座
談会に集まってもらった3人の学
生には、大学生活を通じてそれぞ
れが実感した「札幌校の良さ」を
語ってもらいました。

──キャンパス長　3人それぞれが感じて
いる北海道教育大学札幌校の魅力を教え
てください。
■佐藤さん　4年間通って感じた札幌校の
一番の魅力は、大学の講義以外にも先生
になるための経験をたくさん積むことがで
きた、ということです。例えば私の分野で
は、「授業作り合宿」というものを毎年行
います。その合宿では、全学年を縦割りで
班分けし、1年生のうちから授業を作った
り検討したりしました。4年生の先輩から
授業の作り方をアドバイスしていただき、
一緒に考えてもらったのはとても有意義な
経験でした。  
■鎌田さん　私は小学校の頃から教員を
目指していて、私が入学する年にこの大学
で「教員養成特別入試」が始まったので、
私にうってつけの入試だと思い志望しま
した。この入試には教員になりたい人が集
まってくるので、その中で自分の思いをぶ
つけるだけだと私は精一杯臨みました。今

──キャンパス長　授業や実習は、学生生活
の中心に位置付くものですので、皆さんが経験
してきた札幌校での学びを教えてもらえますか？
■佐藤さん　私は小学校の教員を目指し
ているので、小学校で教える教科の内容
や指導法について主に学んでいます。現

こうして4年生として大学に在学していま
すので、その決断は間違っていなかったと
感じています。また、実習などで困った際
には友人と助け合い協力することができる
のも、札幌校の魅力だと思います。
■大澤さん　私は養護教諭を目指してい
ますが、保健室の中だけではなく、教室の
中の児童の様子も知りたいと思っていまし
た。そこで進学の際にいろいろな大学を調
べたところ、北海道教育大学札幌校では1
年生から「教育フィールド研究」として小
学校に実習に行くことができると知り志望
しました。実習に行って感じたのは教師の
仕事の難しさです。1人で複数の児童の対
応をしなければなりませんし、限られた時
間の中でたくさんの業務をこなしているこ
とを知りました。実習中に困った時は、現
場の先生方や、同じくボランティアで学校
に来ていた学生たちと相談し解決しまし
た。このような経験は、養護教諭になるに
あたって役に立つと思います。

在は研究室での活動が中心で、私は「教
育方法学研究室」に所属しています。昨
年度は、新型コロナウイルスについて不安
を感じている児童のために、仲間と一緒
に※「コロなび！」という冊子を作成しま
した。この冊子を通じて、児童のコロナに

対する不安を少しでも減らすことができた
らと思っています。実習に関しては、3年
生の「主免教育実習」（５週間）のほかに
2年生にも北海道内の小規模校で行われ
る、「へき地校体験実習」（１週間）に参
加しました。私自身が宗谷管内の小規模

札幌校の魅力

札幌校の授業・実習について

座談会の動画についてはこちらから。

附属図書館にて

札幌校 キャンパス座談会

キャンパス
長

4

札
幌
校 

キ
ャ
ン
パス
座
談
会
　
　D

iscussion M
eeting w

ith C
am

pus D
irector

H
okkaido U

niversity of Education Sapporo



佐藤 ひなさん

学校教育専攻  
教育学分野 4年

鎌田 直樹さん

言語・社会教育専攻  
社会科教育分野 4年

大澤 幸歩さん

養護教育専攻  
養護教育分野 2年

札幌校では、学生のうちから現場の先生方と関
わる機会が多く、とても恵まれた環境だと思いま
す。私は推薦入試で入学したので、推薦入試を考
えている皆さんにメッセージを送りたいと思いま
す。高校生活では、部活動や勉強、行事など高校
でしかできない活動がたくさんあると思いますの
で、それらすべてに全力で取り組み、楽しむこと
が大切だと思っています。北海道教育大学を目指
している皆さんを陰ながら応援しています。

大学に合格したら、自分で学ぶ内容を決めること
になります。自分のペースで学ぶことができるた
め、充実した学びとなり、それはあなたの人生に
役立つと思います。教員養成特別入試は、教員を
強く志望している受験生が数多く集まります。周
りに流されず、自分の意見をしっかりぶつけるこ
とができる受験生が合格すると思います。自分の
考えをしっかり持って頑張ってください。皆さん
の合格を願っています。

札幌校では、教師になりたい自分と常に向き合い続
けることができます。また、子どもと触れ合う機会
も多くあり、教育のやりがいを感じることができま
す。うまくいかない時は、指導教員をはじめとした
先生方が親身になって相談に乗ってくださるので
安心です。養護教育専攻を目指している皆さん、面
接では緊張し過ぎずリラックスして、教師になりた
いという気持ちを全力でぶつけてください。口頭試
問は保健の教科書をしっかり勉強しておくと、自信
を持って本番に臨めると思います。

校出身で、へき地教育に興味があったから
です。その実習で初めて学校を通して地
域を見ることができ、地域にとって学校が
とても重要な役割を果たしていることを学
びました。そんな経験も含めて、2年生の
うちから「へき地校体験実習」に参加でき
ることは、札幌校の大きな魅力だと感じて
います。
■鎌田さん　授業や実習では、実際に子ど
も目線に立って私たちも様々な体験をする
ものが多く、理論と実践のバランスが取れ

──キャンパス長　コロナ禍が始まって3
年目を迎えました。学生の皆さんの学びを
継続させるため、私たち教職員は試行錯
誤の連続でしたが、皆さんもさまざまな面
で苦労したと思います。そのような中で得
たものはありますか？
■鎌田さん　私はバドミントン部に所属し
ています。高校までの部活動とは違い、大
学では自分たちで部を運営していかなけれ
ばならない分、自主性が身に付いたと思いま
す。また、私が所属する社会科教育分野で
は2年生からゼミ活動をすることができ、私
は「社会科教育ゼミ」に所属しています。こ
のゼミでは、2年生からフリースクールで実
習ができ、子どもたちを前にして実際に授
業ができたことは大きな財産になりました。
それは3年生の教育実習の前だったので、教
育実習の学びもより深まったと思います。卒

ていると感じました。また、今まで学んだこ
とがなかった言語哲学など、社会科の専門
的な内容を学ぶことができたので、社会科
教員としての力量形成につながりました。
■大澤さん　1年生では教師の基盤となる
ような授業が多くありました。子どもとい
う存在そのものについての学びや、学習の
指導法など、本当に基本的なことから学び
ました。2年生になると養護教諭になるた
めの専門科目が増えて、子どもの健康を
守るにはどうすればよいのか、または学校

業研究は校則について研究しようと思って
いるのですが、専攻の先生方の指導は非常
にていねいですし、学校見学にも行くことが
でき、とてもよいゼミだと感じています。
■佐藤さん　部活動はラクロス部に所属
しています。鎌田さんもおっしゃっていた
ように、大学の部活動は自主的に運営した
り企画したりすることが多いので、そのよ
うな力が身に付くと私も考えています。さ
らに、私は主将として部員をまとめる役割
を担っていたので、その経験は教育実習先
で児童をまとめることに役立ち、児童に話
す時もリーダー性を発揮できたかなと思っ
ています。また、コロナ禍で人との関わり
が少なくなってしまう中、私は同じ分野の
友だちとZoomを使っておしゃべりをした
り、指導教員の先生の協力のもとで勉強会
を行うなどして楽しく過ごすことができま

衛生はどのように守られているのかなどを
学んでいます。私は2年生なので教育実習
にはまだ行っていませんが、入学してすぐ
に附属札幌小・中学校の健康診断に補助
役として参加し、養護教諭になりたいとい
う気持ちがより強くなったのを覚えていま
す。また、その活動を通して同じ専攻の学
生たちと交流を深めることができたのもい
い経験でした。

した。私たちの分野は人数が少ない分、学
生と指導教員の先生との距離が近いところ
が、とても魅力だと考えています。 
■大澤さん　コロナ禍での授業は、当初と
ても不安が大きかったのですが、Zoomを
使ったグループワークなどはいい面も多い
ように感じました。限られた時間の中で、そ
の日初めて話した学生とプレゼンテーショ
ンを作ったり、討論しながら1つの目標を達
成したりする経験はとても有意義で、コロナ
禍だったからこそ、実現できた学びだった
といえます。私はサークルに所属していな
いので、空いた時間はよく附属図書館を訪
れています。リニューアルされたばかりで、
とても広くきれいで使いやすいです。蔵書
は教員採用試験に関する本が多く、また専
攻ごとの文献がまとまっているなど、勉強す
るのにもってこいの環境です。

小学校教諭志望 中学校教諭（社会）志望 養護教諭志望

学生生活について

Discussion Meeting with Campus Director

※「コロなび！」の冊子はこちらから

学生 学生 学生
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　人間は学ぶことによって成長します。しかし、今日、子どもの成長をめぐる様々
な困難が生じています。子どもの貧困や不登校、いじめをどうとらえ、どう対応し
たらいいのか。受験勉強は本当に子どもの生活の中で生きた力になっているのか
…。考えなければならないことが山積しています。学校教育専攻では、教育学、
教育心理学の視点からこうした現代的課題に取り組み、教育の基本を学びます。
子どもの成長を支える豊かな環境を作るために、私たちに何ができるか、一緒に
考えてみませんか。

　見たり、聴いたり、動いたり、集中できたり、字が読めたり書けたり、人の気持
ちを想像できたり。私たちは、日々いろいろな能力をあたりまえに使って生きてい
ます。しかしそれらの能力の一部がうまく機能しなかったらどうなるでしょうか。
　本専攻では、障害のある子どもの理解と支援について学んでいます。「あたり
まえ」から「人間の能力のすごさ」に気づいたら、それはすでに障害の理解と、そ
の支援に向けての一歩を踏み出していることになるのです。

　言語・社会教育専攻では、言語や社会についての学問を通じて、教師となるに
ふさわしい人材を養成することを目指します。国語教育分野、社会科教育分野、
英語教育分野という三つの分野からなっています。これらは、単に国語や社会や
英語を教える技術を身につけるためのコースではありません。社会の仕組みや言
語・文学のあり方について、きちんと考え、次の時代を担う子どもたちをしっかり
支えていくことができる人物となるための修養の場です。

　知識基盤社会といわれる今日において、子どもたちには、論理的に思考し、判
断し、表現する力が求められています。このような力を育むために、算数・数学や
理科という教科は、学校教育において重要な役割を果たすことが期待されていま
す。理数教育専攻では、論理的に思考し、判断し、表現する力を児童生徒に身に
付けさせることができる力を育成していくために、算数・数学または理科について
の専門性を身に付けた小学校、中学校の教員を養成することを目指しています。

　生活創造教育専攻は、未来の持続可能な社会を見据えた「生活を創る力」を培
う専攻です。昨今の急速な技術革新により、私たちの生活は便利になる反面、時に
ものや技術を主体的に使いこなせなくなっています。一方、家族の変動を視野に置
いた新たな生活の仕組みづくりが求められています。本専攻では、技術や科学を
基盤としてものや技術を創造し、それらを主体的に使いこなすとともに、生活実践
を通じて「生活を創る力」を身に付け、たくましく生きるための基本を学びます。
子どもたちに、その力を伝えていくことは今後、ますます重要となっていきます。

　「絵を描く、工作する」「歌をうたう、楽器を奏でる」「走る、ボールを投げ
る」。子どもはこのようなことが大好きです。目を輝かせ、一心に取り組む中で、
子どもたちの感性は磨かれ、創造力が育まれます。
　芸術体育教育専攻では、「美術教育」「音楽教育」「保健体育教育」をそれぞ
れ専門に学ぶことを通して、子どもの感性と創造力を豊かに育み伸ばすことがで
きる先生を目指します。

　子どもをとりまく環境の変化に伴い、児童生徒の健康問題も多様化しており、
子どもたちの心と身体の成長・発達への課題も多岐にわたっています。養護教諭
は学校において子どもたちの健康管理、保健指導、健康相談活動などを行う専門
家であり、養護教諭への期待はますます大きくなっています。養護教育専攻では
医学、看護学、学校保健、衛生学、公衆衛生学、精神保健、養護実践など子ども
の心身の健康支援に必要な科目について様々な角度から学びます。

学校教育
専攻

P10

養護教育
専攻

P29

芸術体育教育
専攻

P25

理数教育
専攻

P19

言語・社会教育
専攻

P15

生活創造教育
専攻

P22

七つの専攻

特別支援教育
専攻

P13

募集人数 30
学校推薦型選抜 6
前期日程 18
後期日程 6

募集人数 25
学校推薦型選抜 2
前期日程 18
後期日程 5

募集人数 80
学校推薦型選抜 10
前期日程 54
後期日程 16

募集人数 55
学校推薦型選抜 5
前期日程 40
後期日程 10

募集人数 24
学校推薦型選抜 6
前期日程 12
後期日程 6

募集人数 26
学校推薦型選抜 6
前期日程 16
後期日程 4

募集人数 30 （10／10／10）

学校推薦型選抜 7（2／2／3）

前期日程 23（8／8／7）

後期日程 ─

美

美

美

音

音

音

体

体

体

専攻・分野紹介 Introducing majors and fields

募集人数 270人
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教育学分野P11

教育心理学分野P12

養護教育分野P30

特別支援教育分野P14

国語教育分野P16

社会科教育分野P17

英語教育分野P18

算数・数学教育分野P20

理科教育分野P21

総合技術教育分野P23

家庭科教育分野P24

図画工作・
美術教育分野P26

音楽教育分野P27

保健体育教育分野P28

免許・資格

│教員養成課程│

※注1） 専攻・分野のカリキュラムにより取得できる免許状以外の免許状の種類（教科）によっては、教育実習先の受入人数および時間割が
重なる等の状況により、取得困難な場合があります。また、人数制限のある教科もあります。

Licenses and qualifications

小学校教諭1種免許状

小学校教諭1種免許状

小学校教諭2種免許状

特別支援学校教諭1種免許状

小学校教諭1種免許状 又は中学校教諭1種免許状（国語）

小学校教諭1種免許状 又は中学校教諭1種免許状（英語）

小学校教諭1種免許状 又は中学校教諭1種免許状（社会）

小学校教諭1種免許状 又は中学校教諭1種免許状（数学）

小学校教諭1種免許状 又は中学校教諭1種免許状（理科）

小学校教諭1種免許状 又は中学校教諭1種免許状（技術）

小学校教諭1種免許状 又は中学校教諭1種免許状（家庭）

小学校教諭1種免許状 又は中学校教諭1種免許状（美術）

小学校教諭1種免許状 又は中学校教諭1種免許状（音楽）

小学校教諭1種免許状 又は中学校教諭1種免許状（保健体育）

養護教諭1種免許状

各専攻で取得できる免許状

所定の単位を修得することにより、次の基礎資格・証明を得ることができます。教員免許状以外で
取得できる資格 学校図書館司書教諭 学校図書館の専門的職務を担当

日本語教員養成科目 単位修得証明書 国内、海外で日本語教育に従事

専攻（分野）のカリキュラムにより
取得できる免許状

※注1） 所定の単位を修得すること 
により取得できる免許状

小学校教諭1、2種免許状

中学校教諭1、2種免許状（国語）

高等学校教諭1種免許状（国語）

中学校教諭1、2種免許状（社会）

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）

中学校教諭1、2種免許状（数学）

高等学校教諭1種免許状（数学）

中学校教諭1、2種免許状（理科）

高等学校教諭1種免許状（理科）

中学校教諭1、2種免許状（美術）

高等学校教諭1種免許状（美術）

中学校教諭1、2種免許状（音楽）

高等学校教諭1種免許状（音楽）

中学校教諭1、2種免許状 
 （保健体育）

高等学校教諭1種免許状 
 （保健体育）

中学校教諭1、2種免許状（保健）

高等学校教諭1種免許状（保健）

中学校教諭1、2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、2種免許状（家庭）

高等学校教諭1種免許状（家庭）

中学校教諭1、2種免許状（英語）

高等学校教諭1種免許状（英語）

特別支援学校教諭1、2種免許状
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入試情報 Entrance examination information

│令和5年度│入学試験日程等一覧│

│令和5年度│一般選抜利用教科・科目等│
課程
学科 専攻・分野 大学入学共通テスト教科・科目

個別学力検査等
前期日程 後期日程

教
員
養
成
課
程

学校教育
専攻

教育学分野 ［必須］英語、
［選択］ 国語又は

数学
面接

教育心理学分野

特別支援教育
専攻

特別支援教育分野
［必須］英語、
［選択］ 国語又は

数学
面接

言語・社会教育
専攻

国語教育分野

国語、英語 面接社会科教育分野

英語教育分野

理数教育
専攻

算数・数学教育分野
数学、英語 面接

理科教育分野

生活創造教育
専攻

総合技術教育分野 ［必須］数学、
［選択］ 国語又は

英語
面接

家庭科教育分野

芸術体育教育
専攻

図画工作・
美術教育分野 実技、面接

音楽教育分野 国語、実技

保健体育教育分野 実技、面接

養護教育
専攻 養護教育分野 英語、面接 面接

［6教科7科目 又は 8科目］

教　科 科目名等

国　語 「国語」①
地　歴 「世界史B」、「日本史B」、「地理B」から①
公　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理、政治・経済」から①

数　学
「数Ⅰ・数A」①
「数Ⅱ・数B」、「簿記・会計」、「情報関係基礎」から①

理　科
「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から
②又は「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から①

外国語 「英語（リスニングを含む）」、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」から①
又は

［5教科7科目 又は 8科目］

教　科 科目名等

国　語 「国語」①
地　歴 「世界史B」、「日本史B」、「地理B」 から

①公　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理、政治・経済」

数　学
「数Ⅰ・数A」①
「数Ⅱ・数B」、「簿記・会計」、「情報関係基礎」から①

理　科

「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から②及び「物理」、「化
学」、「生物」、「地学」から①（ただし、「物理基礎」と「物理」などのように、同一
名称を付した科目の選択は認めません。）又は「物理」、「化学」、「生物」、「地
学」から②

外国語 「英語（リスニングを含む）」、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」から①

種別 出願受付期間 学力検査日程 合格発表日 入学手続期間 備考

大学入学共通テスト 令和５年	 １月	14	日（土）
	 ～１月	15	日（日）

学
部

一般
選抜

前期日程 令和５年	１月	23	日（月）
	 ～２月	 3	日（金）

令和５年	２月	25	日（土）
	 ～２月	27	日（月）令和５年	３月	 ９	日（木）

令和5年	３月	10	日（金）
	 ～３月	15	日（水）追加合格	令和5年

３月	28日（火）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）

令和5年	３月	23	日（木）
	 ～３月	26	日（日）

追試験 ― 令和５年	３月	22	日（水）令和５年	３月	26	日（日）令和5年	３月	26	日（日）	 ～３月	30	日（木）
一般選抜前期日程及び
後期日程志願者のうち、
追試験対象となった者

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	13	日（月）

令和５年	２月	14	日（火）
	 ～２月	20	日（月）

札幌・旭川・釧路校
のみ
第１次合格発表
令和4年
10月	5日（水）

自己推薦入試 令和４年	10月	14	日（金）	
	 ～10月	21	日（金）

令和４年	11月	26	日（土）
	 ～11月	27	日（日）令和４年	12月	９	日（金）

令和５年	２月	14	日（火）
	 ～２月	20	日（月）岩見沢校のみ

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）
（地域指定は11月27日）

令和4年	12月	 9	日（金）令和５年	２月	14	日（火）	 ～２月	20	日（月）地域指定 釧路校のみ

特別
選抜

帰国子女入試 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）

令和５年	２月	14	日（火）
	 ～２月	20	日（月）社会人入試

私費外国人入試 令和5年	１月	23	日（月）
	 ～２月	 3	日（金）

令和5年	２月	25	日（土）
	 ～２月	27	日（月）令和5年	３月	 ９	日（木）

令和5年	３月	10	日（金）
	 ～３月	15	日（水）

編入学入試 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）

令和5年	３月	10	日（金）
	 ～３月	15	日（水）

大
学
院
専
門
職
学
位
課
程

前期募集 令和4年	10月	17日（月）
	 ～10月	21	日（金）令和4年	11月	20	日（日）令和4年	12月	 1	日（木）

令和5年	３月	 １	日（水）
	 ～３月	 ７	日（火）

後期募集 令和５年	１月	 ４	日（水）
	 ～１月	１0	日（火）令和５年	１月	２９	日（日）令和５年	２月	 ８	日（水）

大
学
院
修
士
課
程

学校臨床
心理専攻

前期募集 令和4年	８月	17	日（水）
	 ～８月	22	日（月）令和4年	９月	11日（日）令和4年	10月	 1	日（土）令和5年	３月	 １	日（水）

	 ～３月	 ７	日（火）
後期募集 令和5年	１月	 ４	日（水）

	 ～１月	10	日（火）令和5年	 2月	 5	日（日）令和5年	２月	15日（水）

※上記の日程は予定であり、変更になる可能性があります。各日程については、各募集要項で確認願います。
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4年間の学び The 4-yrear course of study

教育実践に関する科目
教育フィールド科目
教育実習Ⅱなど
学校臨床研究
教育実習Ⅰ
特別支援教育
基礎実習

発

　展

基

　礎

卒業研究

研究発展科目

現代的
教養科目

共通基礎
科目

専攻科目 教科指導
科目

内容・理論 教育実践

教育の基礎的理解に関する科目
道徳・生徒指導に関する科目

教科に
関する
専門科目基礎

教養科目

教養科目［専門科目］
　 教職課程コア科目
専攻科目
専門科目

教職課程コア科目 専攻科目 専門科目教養科目

│科目区分およびその目的│

│カリキュラム構成│

科目区分 目的 単位
数

卒業に必要
な単位数

教
養
科
目

共通基礎科目 情報機器等を活用しながら大学での学びに必要な知識・技能を修得するとともに、教師に求められる基本
的・社会的知識、倫理観、人権意識、心身の健康維持、コミュニケーション能力等の修得を目的とする。

26

134

基礎教養科目
人間としての在り方や生き方及び社会との関わり方への洞察などを通じて人間性の基礎を培うととも
に、人文科学、社会科学及び自然科学の基礎となる知識や方法論を修得し、自ら課題を発見し解決する
力の基礎を培うことを目的とする。

現代的教養科目 大学で修得した知識を統合し、現代社会の諸問題を学問横断的に俯瞰することができる能力を培うとと
もに、問題解決に際し必要な他者との協働・共存の在り方について学ぶことを目的とする。

専
門
科
目

教
職
課
程
コ
ア
科
目

教科に関する専門科目 小学校又は中学校の各教科の目的や児童生徒の発達特性を踏まえた教科内容の理解と、各教科内容を教
えるのに必要な知識や技能の系統的な理解を図ることを目的とする。

92
～
96

教科指導科目 教科に関する専門科目をもとに、教育実践に関する科目や教育フィールド科目での活用を視野に入れ、授
業構成や指導方法、児童生徒理解など、教科指導に必要な基礎理論と方法を修得することを目的とする。

教育の基礎的理解に
関する科目、道徳・生徒
指導等に関する科目

学校教育に関わる基礎的な理論と方法を修得し、それらを活用することで多様な教育課題を捉え、適切
に対応できる力の素地を培うこと、及び他の教職員や地域住民と協働して教育実践を展開する基礎を培
うことを目的とする。

教育実践に関する科目
大学で学んだ教科や教職に関する専門的な知識等を、各教科や教科外活動の指導場面で実践するための
基礎を培うこと、及びその成果を省察し、教員になる上での課題を自覚し、必要に応じて不足している知
識や技能等を補い、その定着を図ることを目的とする。

教育フィールド科目
教育に関わる様々な場面での体験を通じて教育実践を展開する基礎を培うとともに、関連する講義・演
習によって修得した基礎理論と方法を活用し、体験を省察する力及び課題を解決する力を育成すること
を目的とする。

専攻科目 教職課程コア科目で修得した知識等を活用して特定の分野に関する専門性を高め、自分の得意分野を確
立することを目的とする。

研究発展科目 専攻科目で身につけた専門性を更に強化することで、卒業研究を進めるための力量を高めること、及び
専攻分野以外の発展的な学びを通じて教師としての教育実践上の視野を広げることを目的とする。

8
～
12

卒業研究 自ら課題を設定し、情報を収集し、それを論理的に分析し、総合的に議論する力を養うことで、学校教育
での諸課題を解決するための基礎的な研究能力を育成することを目的とする。 4

1 年次 2年次

教育フィールド研究 Ⅲ
教育フィールド研究 Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ

3年次 4年次

基礎実習 主免実習 副免実習
へき地校体験実習 Ⅰ　　　へき地校体験実習 Ⅱ

│教育実習等の概要│

 履修の例

※カリキュラム構成・科目区分等については令和４年度のものであり、一部、変更となる可能性があります。
9
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メッセージ

益子 洋人�先生
［教育心理学分野］

尾形 涼音�さん
［教育学分野3年］

　教師にとって必要な資質は二つの要素から成ると言われて
います。皆様にとって分かりやすいであろう第一の資質は、当
然ながら、児童生徒に勉強を分かりやすく教えることです。一
方で、あまり目立たない第二の資質は、「教育」という営みを俯
瞰的に捉えたり、子どもたちの発達を促進する居心地のよい学
級を作ったりすることです。教科教育を中心とする他の専攻・
分野が、どちらかといえば前者から後者を目指そうとするのに
対して、学校教育専攻は、後者から前者を目指そうとします。
いわば教育活動の土台作りです。
　さて、こうした学校教育専攻は、教育学分野と教育心理学分
野という二つの分野から成り立っています。教育学分野では、特
に教育の内容・方法や哲学、歴史、制度などを学びます。また、
教育心理学分野では、とくに学習活動を促進する心の働きや
子どもの発達、対人関係、実践的な関わり方などを学びます。

　学校教育専攻は、授業がどういう意図を持って作られてい
るか、子どもたちとどのように関わるか等を、「学生」として
の目線と「教師」としての目線の両方から学ぶ、という貴重な
体験が出来る専攻です。今まで生徒として受けるだけだった
授業を、教育学・教育心理学の視点を通し作る側として捉え
ることで、学校教育の新たな面白さ・自分が子どもたちに何
を伝えたいのかが見えてきます。
　これからの未来を担っていく子どもたちの教育に携わるこ
とが出来る、そんな環境で一緒に学んでみませんか。

学校教育
専攻

子どもに寄り添う
教育を求めて

School education major

教員

学生

1回目
入学時の専攻ガイダンスで行
う第一次仮分属です。希望分

野と分野で学びたいことを問う希望調査を
行い教育学分野・教育心理学分野のいず
れかに仮分属します。希望者が分野の定
員を超えた場合は、希望調査にもとづいて
話し合いを行い調整します。定員数は分野
の教員数に比例します。

2回目
1年前期終了時に行う第二次
仮分属です。希望調査と1年

前期のGPAにもとづいて仮分属します。

3回目
1年後期終了前に行う本分属
です。最終的に所属を決定す

るために行いますが、分野の移動は希望す
る分野の定員に空きがあった場合のみ認め
られます。以上3回の分属作業を経て、2年
次進級の時点で所属が決まります。

分野分属の
時期と方法

学校教育専攻では 
3回の分属作業を経て
所属を決定します。
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年
目

2

3
年
目

4
年
目

1
年
目

先輩方が企画してくれた学科入学式

1、2年生で北海道開拓の村へ訪問調査

教育学分野 Pedagogy field

■教育・学校についての
思想・制度・歴史的な学び
と、子どもの成長・発達、
授業づくり・学級づくりの
理論や方法に関する基礎
的な学習を行います。

■学校に入り子どもと触れ
あう授業も始まります。

■教育学の基礎的な学習
に加え、3年生から所属す
る研究室を考えるための少
人数の演習形式の授業を
受講します。

■へき地教育実習や介護
等体験にも参加することに
なります。

■研究室に所属し、専門分野の視
点を生かした演習〔ゼミナール〕や
授業を受講します。

■教育史、教育制度、教育方法学、
道徳教育の研究室があります。

■5週間の教育実習があります。

■4年間の総仕上げとして、自分
の関心のある問題についてテー
マを定め、卒業論文を作成しま
す。あわせて、教員としての力量
を再確認し、向上させるための授
業にも参加することになります。

■最近の卒論のテーマは、「札幌
市の中学受験に関する歴史的研究」「子どもの貧困対策としての学習支
援事業に関する一考察」「「人間の弱さ」と向き合う道徳教育の在り方」
「災禍に際した学びの指導の在り方に関する研究」などがあります。

履修の流れ

学校教育
専攻

［紹介・特色］
　教育学分野では、教育の現場と連携
し、子どもたちの学校での学習や生活
がどのようにしたら、よりよいものにな
るのかということについて、学んでい
きます。

第一に
教育の思想や歴史、制度や
方法など、学校をはじめと

する教育の場を支える基礎となる知見
について学び、検討していきます。

第二に
学校や関係施設・機関な
ど実際の場での調査や見

学と、大学での学びを関わらせなが
ら、学びを深めていきます。児童生徒
との交流や授業づくりなども行いま
す。

第三に
現代の子どもや学校をと
りまく諸課題に対して、上

にあげた学びをどのように活かしてい
くのかについて検討します。具体的に
はいじめや不登校、子どもの育ちの課
題、子どもの貧困、地域と学校の連
携・共同などがあげられます。

	 氏名	 専門分野

粟野 正紀 教育制度

前田 賢次 教育方法学

三上 敦史 教育史

山田 真由美 教育哲学

＊担当教員は令和4年7月現在のものです。

担当教員

月形樺戸博物館でフィールド調査

授業づくり合宿での発表会へ向けて

教育学分野紹介動画（令和２年度作成）はこちらから。
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履修の流れ

■心理学の基礎知識や研究
のためのスキルを学びます。

■「心理学と学校教育」：現
代の学校教育や発達・学習
における諸課題について心
理学の立場から考えます。

■「人文科学入門（心理
学）」：一般的な心理学の基
礎知識を幅広く学びます。

■心理学の実験や調査などの研
究方法を学びます。

■「心理学研究法」：実験や調査
のデータをコンピュータを使って
統計的に分析する方法を学びま
す。

■「心理学実験・アセスメント」：
実験・調査・心理検査の方法、
データの解析方法、論文の書き方
を実践的に学びます。

■2〜4年生の間に、心理学の各
領域の講義や演習を受講します
（「認知心理学」「発達心理学」
「教育心理学」「社会心理学」
「臨床心理学」など）。

■「心理学応用実験」：各研究室
に所属して、それぞれの専門的な
テーマに基づいて、実際に研究を
行います。

■4年間の集大成として卒業論文
に取り組みます。最近の卒論テー
マ例：「日記へのコメントが子ども
の感情体験の表出に及ぼす効果」
「音楽聴取によって生じた感情価
が知的課題に与える影響」「空想
傾性が精神的健康及び抑うつに
与える影響」「青年期の劣等感と
アイデンティティ」「自尊心を高め
る介入について」等。

2
年
目

3
年
目

4
年
目

1
年
目

教育心理学分野 Educational psychology field

［紹介・特色］
　「心理学」とは何でしょうか。心理学
を学べば相手の心がわかるようになる
……と思っているのなら、それは大きな
間違いです。

第一に
人の心の動き、しくみ、外
にあらわれる行動などを科

学的に解明し、それをどのように教育に
生かすかを考えてゆきます。「心はこの
ように働いているのではないか」という
考えを確かめるには証拠が必要です。
そのために様々な方法でデータを取り、
それを分析して、「やはりこのように働
いているという証拠が確かにある」と示
していくのが、心理学の方法論です。そ
のためには、専門知識だけでなく、デー
タの取り方やデータの分析方法も同時
に学ぶ必要があります。

第二に
心理学の基礎知識やデー
タ解析の方法を学びます。

その後、教育心理学、発達心理学、臨
床心理学、社会心理学、認知心理学な
どの様々な領域における専門的な知識
と方法論を学ぶと共に、実際に実験や
調査などを行い、研究の仕方について
も体験的に学習します。

第三に
最終的には現代の学校が
直面している様々な教育課

題に対して、それまでに学んだ心理学
の知識とスキルを活用して、取り組むこ
とのできる能力を育てます。

＊担当教員は令和4年7月現在のものです。

� 氏名� 専門分野

戸田 弘二 社会心理学

戸田 まり 発達心理学

平野 直己 臨床心理学

益子 洋人 教育心理学

吉野 巌 認知心理学

担当教員

「情報機器の操作」では、データ分析を行うための基礎と
して、簡単な統計計算の実習も行います

「⼼理学実験・アセスメント」で「錯視実験」を
行っている様⼦

「⼼理学応⽤実験」で「注意過程」に関する実験
を行っている様⼦

「卒業論文発表会」　この卒業生は「ポジティブ
感情」が創造性を高めるかどうかを研究し、その
成果を発表しました

学校教育
専攻

教育心理学分野紹介動画（令和２年度作成）はこちらから。
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特別支援教育
専攻

最新科学を実践に生かし
一人ひとりの

子どもに寄り添う

Special education major

メッセージ

池田 千紗�先生
［特別支援教育分野］

佐藤 佑香�さん
［特別支援教育分野4年］

　子どもの発達は面白い！人間ってすごい！そう感じられるような

講義や実践の場を用意しています。特別なニーズを持つ子どもへ

の教育や支援は、“特別なこと”と思われがちですが、専門的な知

識を持ち実践を積むことで、“特別なこと”ではないことに気がつき

ます。また特別なニーズを持つ子ども・大人への教育や支援には、

家族との協力や福祉・医療との連携が欠かせません。講義では教

育についてだけでなく様々な考え方を学び、特別支援学校のほか

福祉施設や医療機関での実践も行います。知識が実践にどのよ

うに生かされるのか、反対に実践で感じた疑問を解決するために

はどうすれば良いのか、一緒に考えて行きたいと思っています。

　特別支援教育専攻では、授業やボランティア活動などで子ど

もたちと実際に関わる機会が多く、そのための遊戯室や小体育

館、遊具などの設備がとても充実しています。様々な分野を専門

にされている先生方の講義では、多角的な視点から特別支援教

育についてとても深く学ぶことができ面白いです。また同学年だ

けでなく、先輩方とも意見交流しながらお子さんの様子や指導に

ついて考える機会もあり、学生同士のつながりの強さも魅力の一

つです。このような素晴らしい環境で一緒に学びませんか？

教員

学生

遊具を使った実践的学び
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� 氏名� 専門分野

池田 千紗 障害児生理・病理

齊藤 真善 障害児心理

千賀 愛 障害児教育

三浦 哲 障害児心理

安井 友康 障害児教育

担当教員

＊担当教員は令和4年7月現在のものです。

特別支援教育分野 Special education field特別支援教育
専攻

［紹介・特色］
　特別支援教育分野では、「一人ひと
りのニーズ」を見極めて、それに対応で
きる指導者の養成を目指しています。こ
れまでの特別支援教育の歴史、心理ア
セスメント、個別の指導計画の作成な
どのほか、実践的な指導法を学ぶこと
で、特別な教育的ニーズを持つ子ども
に寄り添いながら、発達を支援する力を
身につけます。

特色
本分野の特色は、大学内の
臨床教育施設に、子どもの

特別なニーズに対応する専用の体育
館、個別の指導室、遊戯室などの施設・
設備を備え、学生が個別と集団の臨床
活動にいつでも参加できることです。こ
の実習では、実際に子どもを担当すると
共に、スタッフの指導（スーパーバイ
ズ）を受けながら、子どもたちの「困っ
ていること」の解決に取り組んだり、発
達の支援を行ったりします。実践的なカ
リキュラムの一つと言えます。

就職
卒業生の多くは、札幌市や
北海道の特別支援学校、

通常学校の教員として子どもたちの指
導に当たるほか、福祉施設や地方公共
団体（公務員）、教育関連企業などにも
就職しています。

情報
最近の専攻行事や授業の
様子などは、ほくとくネッ

トの「札幌キャンパス情報」のページを
ご覧下さい。http://hokutoku.net/sap

履修の流れ

■特別支援教育基礎
論や障害児・者福祉
論、障害種別の心理・
生理・病理など、特別
支援教育に関する基
礎的な知識を身につ
けます。

■臨床科目、観察法
実習（附属ふじのめ学
級）、心理教育アセス
メント、障害種別の指
導法など、実践的な内
容に取り組みます。

■研究室を選択して、
興味のある分野につ
いての専門性を深めて
いきます。障害児教育
方法、特別ニーズ教育
学、障害児心理、障害
児者福祉、障害児運動
発達などの研究室があ
ります。

■小学校実習と特別支援学校（養護学校）の実習に各3週間参加します。

2
年
目

3
年
目

4
年
目

1
年
目

附属ふじのめ学級での実践的学び

地域の⼦どもたちの余暇支援活動

臨床運動施設での活動

特別支援教育分野紹介動画（令和２年度作成）はこちらから。

■4年間のまとめとして、卒業論文を完成させます。卒業論文の制作過
程では、5月の研究デザイン発表会、10月の中間発表会、2月の卒業論文
審査会を1〜4年生と教員が参加して行っています。最近の卒論テーマ
には、「知的障害児に対する性教育について─日本の実態と国際的動向
─」「オンラインゲーム依存傾向者に関するイン
タビュー調査研究」「インクルーシブな場におけ
る雪上オリエンテーリングの身体的・心理的影響」
「精神障害者と共に働くことに対するイメージ調
査」「感覚過敏のある大学生のピア・サポートと気
分変化への効果について」などがあります。
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分野分属の
時期と方法

言語・社会教育
専攻

ことばや社会のなりたちを
見つめる教育を築き、
その担い手を育てる

Language education and social studies major

メッセージ
言語・社会教育専攻で
は入学時に所属を決定
します。

三つの分野
言語・社会教育専攻に
は、国語教育分野、社会

科教育分野、英語教育分野の三つの分野
があり、１年目の最初から、それぞれの分
野に分かれて学習していきます。

意向調査
合格通知と共に所属分
野志望調査票を郵送し

ますので、それに第３希望までを書いて、
期日までに返送してもらいます。もし志望
者数が各分野の受け入れ予定人数を超え
た場合は、大学入学共通テストの国語、社
会（「地理歴史」と「公民」の２科目）、英
語の成績を用いて決定します。

内野 駿介 先生
［英語教育分野］

佐々木 優 さん
［社会科教育分野４年］

　言語・社会教育専攻は、私たちが毎日使っている「ことば」、

そして私たちが生きている「社会」について学びを深める分野

です。ことばと社会には非常に密接な関係があります。社会

の変化に伴ってことばは変化していきますし、ことばの力で社

会が動く、そんなこともしばしばあるのです。我々人間だけが

持っていることば、そのことばの力が今日私たちが生きている

社会を作り、支えていると言っても過言ではないでしょう。皆

さん自身のことばや社会についての知識や技能をさらに深め、

そしてその知識・技能を小・中学生に伝えていくための指導法

を学ぶ、そんなプログラムを本専攻では準備しています。私た

ちと一緒に学んでみませんか。

　言語社会教育専攻は、国語科教育分野・社会科教育分野・英

語科教育分野の3つの分野に分かれています。私たちは、グロー

バル化し、情報化した社会で、どのように生きていくのでしょう

か。広がる世界の中、私たちが言語や文化を互いに認めあい、

尊重して生活する、その大切さを、教育を通して子どもたちにど

のように伝えていけるでしょうか。人々のあゆみを過去から読み

解き、今を考察し、そして未来を創造していく、そのために必要

な力がこの専攻の学びを通して養われるでしょう。ぜひ、言語社

会教育専攻で、皆さんの世界と知識を広げてみませんか。

教員

学生

英語教育分野　英語教育学ゼミでのプレゼン
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国語教育分野 Japanese language education field

履修の流れ

■日本語学や日本文学などの
基礎知識を学んでいきます。

■「日本語学概論」：日本語の
音声や文字、語彙、文法など
の特徴を具体的に学びます。

■「日本文学概論」：古典文
学や近現代文学の代表的な
作品を取り上げながら、日本
文学の流れを深く学びます。

■教科の専門的内容ととも
に、指導法も学んでいきます。

■「近代文学演習」：近代の
代表的短編の中から、学生が
作品を選んで調査・考察して
発表し、討議を行います。

■「中等国語科教育法」：�
中学校及び高等学校国語科の
目標・内容・方法を学び、単元
の構想等を行います。

■国語科教育学、近代文学、古典文学、
日本語学、日本語教育の研究室ごとに少
人数で行うゼミナールが始まります。

■「国語授業のしくみ」（国語科教育学
のゼミ）：国語の授業に関するさまざま
なテーマを取り上げ、学生が調べたこと
を発表しながら研究の方法を実践的に
学びます。

■4年間の集大成として、卒業論文執筆に各自が取り組みます。

■2021年度の卒業論文題目の例：「学習参考書における国語学習観」
「中学校国語科における語彙の
質を高める授業」「谷崎潤一郎
『人魚の嘆き』論」「『栄花物
語』における有国像*」「ＳＮＳ
における半角カタカナ表記につ
いて」「ファッション誌における
オノマトペ」（＊過年度）

� 氏名� 専門分野

阿部 二郎 日本語学・日本語教育

片山 ふゆき 古典文学

幸坂 健太郎 国語科教育学

菅原 利晃 国語科教育学

西原 千博 近代文学

馬場 俊臣 日本語学

担当教員

2
年
目

3
年
目

4
年
目

1
年
目

卒業論文構想発表会（5月末）での質疑応答の様⼦

「中等国語科教育法」受講生による模擬授業の板書

2・3年目の「文学散歩」
（小樽公園の石川啄木歌碑の前で）

「日本文学研修」
（東京。国立国会図書館の地下８階。地下１
階から地下８階まである書庫を見学しました。）

［紹介・特色］
　国語教育分野には、6名の教員がいて、
将来の中学校・高等学校の国語教育を担
う教員、また小学校でも特に国語の指導を
得意とする教員を養成しています。そうし
た教員として子どもたちと向き合うために
は、まず自分自身が、基本的な読み書きの
力、論理的思考力・情報分析力、想像力、
コミュニケーション能力、さらには日本語の
特質や言語文化の伝統に対する深い理解
と愛情を持つことが重要です。

実地研修
文学作品を生んだ風土を理
解し、かつ企画・運営力を高

めるために、実地研修を行います。「文学
散歩」は、2年生の10月に札幌近郊に行き、
3年生がその準備と当日の案内をします。
「日本文学研修」は3年生の年度末、道外
で2～3泊します。参加者が立案や予約な
ど、すべて行います。

卒業論文
4年生の5月に卒業論文の構
想発表会、10月に中間発表会

を、国語教育分野の3・4年生と教員が参加
して行います。構想発表会は、ゼミ選びの
ための講義「国語の基礎」の一環として、2
年生も見学します。1月末には、提出された
卒業論文についての口頭試問を教員全員
で行います。すべて分野全体で行うこと
が、国語教育分野の特長の一つです。

免許・進路
多くの学生が小学校と中学校
の両方の免許を取得します。そ

の他に高等学校の国語の免許、中学校の他教
科、特別支援学校などの免許を取得する学生
もいます。就職先は、札幌市や北海道が中心
ですが、他の自治体や私立学校の教員になる
学生、大学院に進学する学生もいます。

＊担当教員は令和4年7月現在のものです。

言語・社会教育

専攻
国語教育分野紹介動画（令和２年度作成）はこちらから。
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社会科教育分野 Social studies field

■教養科目（日本国憲法、体育、外国語、アカデミックスキル、社会科学
入門、人文科学入門、自然科学入門、情報機器の操作、倫理・人権）を学
びながら、教職論や
基礎実習、教育の基
礎と理念、発達と学
習など、将来教員に
なるために必要な基
礎的科目を履修しま
す。

■研究室に所属し、演習やフィールドワークを通じて、ひとつの分野を
専門的に研究していきます。また、専門科目（地理学概論、日本史概論、
外国史概論、経済学概論、文化人類学、法律学概論、政治学概論、哲学
概論、倫理学概論な
ど）を履修して、社
会科教員となるため
の基本的素養を広く
身につけます。

■それぞれの研究室で専門
的な研究を深める一方で、教
科教育法（初等・中等社会科
教育法など）を履修して、授
業づくりの仕方を学びます。

■夏休みに5週間、小学校あ
るいは中学校で主免教育実
習を行います。この実習は、
多くの学生にとって、一生忘
れられない経験になります。

■研究を発展させるための科目を履修しつつ、卒業論文を執筆しま
す。最近の卒業論文には、「『ルパン三世』に見るヒーロー像の変
遷」「教科書から見る北方領土問題と歴史教育」「軍事郵便─北海
道博物館資料から見えてきたもの─」「道内のコンビニエンスストア
の立地の特徴」「『生きる力』を育てる主権者
教育」「性的マイノリティと教育」「現代社会を
幸福に生きるために─個人の幸福と社会の幸福
─」「働く女性がキャリアも育児も諦めないため
に」「高年齢者雇用をめぐる判決の回顧と今後
の展望」などがあります。

履修の流れ
［紹介・特色］

　社会科教育分野は、社会を論理的・
実証的に把握し分析できる科学的な思
考力と、社会のさまざまな境遇の人々に
共感できる人間的感性とを持ち合わせ
た教員・社会人の養成を目指します。

概要
専攻の卒業要件や教育職
員免許法の指定科目を見る

と、さまざまな専門分野を幅広く学べば
よいように思われますが、幅広い知識を
本当に活かすには、ひとつの専門分野
をしっかり研究する能力と技術が必要
です。そのため社会科教育分野の学生
は、2年次からひとつの研究室（ゼミ
ナール）に所属し、関心のあるテーマや
問題を主体的に探求していくことで実
践的な研究能力を高めていくことになり
ます。

ゼミ活動
ゼミ活動においては、専門
の研究を深めると同時に、

指導教員とのかかわりや学生同士の切
磋琢磨を通じて、将来の教育者たるに
相応しい人物へと、人間的に成長してい
くことが期待されています。

� 氏名� 専門分野

池田 考司 社会科教育

菅野 淑子 法律学

佐山 圭司 倫理学

武田 泉 人文地理学

中川 大 哲　学

星 瑞希 社会科教育

本庄 十喜 日本史

百瀬 響 文化人類学

担当教員

2
年
目

3
年
目

4
年
目

1
年
目

地理学研究室フィールドワーク
2022　根室にて

文化人類学研究室のフィールドワーク（浜益沖）

＊担当教員は令和4年7月現在のものです。

倫理学研究室のゼミ風景

言語・社会教育

専攻
社会科教育分野紹介動画（令和２年度作成）はこちらから。
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英語教育分野 English language education field

履修の流れ

■１年目後期からは、い
よいよ専門の授業（英語
学概論Ⅰ、英語文学概
論Ⅰ、異文化理解、異文
化コミュニケーション論
など）が始まります。ま
た、教職論や基礎実習
などの受講を通じて、教
員になる意欲を高めてい
きます。

■英語教育学概論、各領
域（英語学、英語文学、
英語教育学）の演習も
始まります。２年目後期
からは、学生はそれぞれ
のゼミに所属し、本格的
な学問に取り組み始めま
す。また２年目には教育
フィールド研究Ⅲ（介護
等体験）という重要な実
習もあります。

■ゼミ単位で行われる授
業が中心となり、学生はそ
れぞれの専門性を高めて
いきます。大学で何を研
究するか、という課題を見
つける学年でもあります。
そして８月末から９月いっ
ぱいは、学生生活最大の
イベントである教育実習
（主免）に参加します。

■ゼミに所属し学んだ成果を卒業論文という形に結実させます。提出は
１月末。クリスマスもお正月も卒論執筆に打ち込みます。小学校の免許を
取得する学生は、４年目の夏に２週間の実習（副免）を行います。

■卒業論文のタイトル例：「A�Comparison�of�Activities�of�Elementary�
School�English�textbooks�in�Korea�and�
Japan（英語教育学）」、「A�Study�on�
Negative�Inversion�in�Embedded�Clauses
（英語学）」、「A�Study�of� Jane�Eyre:�
Film�Adaptation�and�Jane's�Development
（英語文学）」など。

［紹介・特色］
　すべての英語教育分野の学生は、英
語の中学校１種免許状を取得し、中学
校で英語を教えることができます。また
小学校英語のカリキュラムも充実して
おり、新教科としてスタートを切った英
語も強力にサポートします。

特徴
幅広い英語の力を身につけ
られる英語教育分野

　いよいよ小学校でも英語が正式な
教科になりました。札幌校の英語教育
分野では、小学校から中学校への一貫
した流れのなかで英語教育を捉え、中
学校・高等学校でも教えられる高い専
門知識を持ち、小学校では英語教育を
リードすることのできる人材を養成して
います。

目標
グローバルな学びと活躍を
目指して

　北海道教育大学は国際交流を積極
的に推進しています。学生たちも毎年
英語圏の国々へ留学をして、貴重な海
外体験をすると共に、実践的な英語力
を身につけています。2015年度から始
まった「グローバル教員養成プログラム
（GELプロ）」は、これからますます国際
化する教育環境の中で中心的な役割を
担う人材を育成します。

� 氏名� 専門分野

内野 駿介 英語教育学

大賀 京子 英語学

佐藤 亮輔 英語学

志村 昭暢 英語教育学

萬谷 隆一 英語教育学

アンドリュー・ライアン 英会話・英作文

担当教員

2
年
目

3
年
目

4
年
目

1
年
目

ネイティブの先生によるコミュニケーション授業

5週間の教育実習（中学校）

2週間の小学校実習

中等英語科教育法での模擬授業

＊担当教員は令和4年7月現在のものです。

言語・社会教育

専攻
英語教育分野紹介動画（令和２年度作成）はこちらから。
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分野分属の
時期と方法

理数教育
専攻

算数、数学、理科の
先生を目指そう

Science and mathematics education major

メッセージ
理数教育専攻では
入学時に
所属を決定します。

二つの分野
理数教育専攻では、入
学時に算数・数学教育

分野、理科教育分野の二つの分野のどち
らに所属するかを決めます。

意向調査
所属分野志望調査票で
意向調査を行い、志望者

数が各分野の受け入れ予定人員を超えた
場合は、前期日程、後期日程それぞれの入
学試験の総合成績を用いて決定します。

佐  々祐之 先生
［算数・数学教育分野］

齊藤 愛理沙 さん
［理科教育分野2年］

　令和の日本型学校教育の構築に向けて、個別最適な学び
や協働的な学びの一層の充実が求められています。GIGAス
クール構想のもと、ICTの活用が一層重要になってくる中で、
算数・数学や理科という教科においては、身の回りの事象を
科学的に探究し、論理的に思考していく力の育成が期待され
ているといえるでしょう。理数教育専攻では、数学や理科に
関するより専門的な知見を身に付け、それをどのように授業
としてデザインしていくことができるかを学ぶことを通して、
これからの時代に必要とされる資質・能力を育成できる教員
を養成しています。子どもたちに算数・数学や理科の面白さ、
奥深さを伝えられる教員を目指してみませんか。

　私は理科教育分野で、理科の教員を目指して勉強していま
す。理科教育分野では1年生の時に「物理」「化学」「生物」
「地学」「理科教育」の5つの領域に分かれて、2年生からその
領域の分野を専門的に学習します。私はその中の地学領域に
所属し、現在に至るまでの地球の起源を学び多岐にわたる生
物の進化と地球の変遷などを学習しており、大変興味深いも
のばかりです。もちろん、理科の専門知識を学ぶだけではな
く、1年生から小学校や中学校を訪問して実際の授業を参観し
たり、学校教育のあり方について仲間と討論したりする機会も
多く設定されています。理数教育専攻に興味を持った方、ぜ
ひ私たちと一緒に充実した学生生活を過ごしませんか？

教員

学生

数学教育学ゼミの様子（ICTを活用した図形指導）
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履修の流れ

算数・数学教育分野 Mathematics education field

■教職論、基礎実習、アカ
デミックスキルなど、教養
科目や教職の基礎的な科
目、また、代数学入門、幾
何学入門、解析学入門、確
率・統計入門、現代数学概
説など。数学の入門的な科
目を履修します。

■初等教科指導法科目、中
等数学科教育法Ⅰ・Ⅱなど、
教科指導法に関する科目、
また、代数学Ⅰ・Ⅱ、幾何学
Ⅰ・Ⅱ、解析学Ⅰ・Ⅱ、確率・
統計Ⅰ・Ⅱなど、数学の専
門的内容の科目を履修しま
す。

■中等数学科教育法Ⅲ・Ⅳ
などの教科指導法に関する
科目、また、代数学Ⅲ・Ⅳ、
幾何学Ⅲ・Ⅳ、解析学Ⅲ・
Ⅳ、確率・統計Ⅲ・Ⅳ、コン
ピュータなど、数学の専門
的内容の科目、主免教育実
習（小学校または中学校、5
週間）を履修します。

■教職実践演習、副免教育実習（中学校または小学校、2週間）など、
教職の発展的な科目、また、代数学Ⅴ、幾何学Ⅴ、解析学Ⅴ、応用数学
など、数学の応用的内容の科目を履
修するとともに、卒業研究に取り組
みます。

■卒業研究（最近のテーマ：「算数教
育における乗法的構造の指導に関す
る研究」、「問題解決過程における数
学的モデル化に関する研究」など）

［紹介・特色］
学び

算数・数学教育分野では、
数学と数学教育を専門的

に学びます。数学では、代数学（線形
代数学、群論、可換環論）、幾何学
（位相空間論、曲面論、多様体論）、解
析学（微分積分学、関数論、微分方程
式論）、統計学（推定論、検定論、多
変量解析）の各分野の基礎及び専門的
な内容を学ぶことを通して論理的思考
力や数学的表現力を身につけます。数
学教育では、これまでに学んできた数
学を学習指導の立場から見直すことを
通して教科の目標や内容、教材研究の
仕方や指導法についての知見を深めま
す。これらの学びを通して、子どもた
ちに数学の楽しさを味わわせることの
できる教員へと成長していきます。

免許状
また、算数・数学教育分野
で取得できる教員免許状

については、入学後に小学校教諭1種
免許状または中学校教諭1種免許状
（数学）のどちらかを卒業要件の主免
許状として選択します。さらに所定の
単位を修得することにより、主免許状
以外の副免許状を取得することもでき
ます。例えば、小学校教諭1種免許状を
主免許状とする学生が、中学校教諭1
種免許状（数学）と高等学校教諭1種
免許状（数学）を取得することもでき
ます。

� 氏名� 専門分野

居相 真一郎 代数学

榎本 哲士 数学教育学

後藤 俊一 解析学

佐々 祐之 数学教育学

菅原 健 幾何学

種市 信裕 確率・統計学

担当教員

2
年
目

3
年
目

4
年
目

1
年
目

	1年次のアカデミックスキルでは、様々な学びのスキルを身
につけるための体験的学習を行います

3年次の教育実習では、実際に教壇に立ち、自分が設計
した授業を実施し、実践的な指導方法を学びます

＊担当教員は令和4年7月現在のものです。

理数教育
専攻

授業写真（2年目）

ゼミ写真（4年目）

算数・数学教育分野紹介動画（令和２年度作成）はこちらから。
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理科教育分野 Science education field

■「アカデミックスキル」
や各領域の「概論」、「情
報機器の操作」などの講
義、演習を通じて、自然科
学の基本的な事柄を学び
ます。前期終了後に、主免
許を小学校、中学校（理
科）のどちらにするかを決
めます。

■各領域の「基礎実験」で、小中学校の理科で必要な実験・観察の技
術、自然科学に関する基礎的知識、考え方を学びます。

■各領域の専門科目の講
義、実験により、専門的な
知識、技術、科学的思考力
を養います。また近隣の小
学生・中学生などを対象に
した土曜講座への取り組
み、附属小中学校での授業
実践などにより教育指導能
力を養います。

■1年間の卒業研究で教材開発や専門的な研究に取り組み、その成果を
卒業論文としてまとめます。

■卒業研究を通じて、自ら計画を立て、実施し、考える力やまとめる力を
身につけます。（最近の卒論テーマの例　物理学領域：「ペルチェ素子
を用いた人工雪生成装置の開発」、化学領域：「貴金属電極の表面状態
が硝酸イオン還元に与える影響」、生物学領域：「水の中の生き物と水質
との関係性調査及び小学校での授業実践案」、地学領域：「北広島市西
の里から産出した貝類化石の群集解析」、理科教育領域：「イオンにつ
いての学習の教材の開発─置換メッキを用いて─」）

履修の流れ
［紹介・特色］
五つの領域

理科教育分野は物理
学、化学、生物学、

地学、理科教育の5領域から構成され
ています。学生は、このうち一つの領
域に所属し、理科教育等に関する講義
と専門の講義や実験を通して、知識と
思考力、教育実践力を身につけます。
「物理学領域」では、力学、熱力学、電
磁気学などの基礎を学び、実験を行い
ます。物理理論や雪氷の室内実験・
フィールドワークを通して研究を行い
ます。「化学領域」では、物質の性質・
状態・変化を、物理化学・分析化学な
どの観点から実験を通して学びます。
「生物学領域」では、野外調査や採
集、実験動物を用いた室内実験などを
通じて、生物学の知識・考え方を深め
ていきます。「地学領域」では、主に地
質学を学びます。中でも野外実習（巡
検）や実験に力をいれています。「理
科教育領域」では、理科に関する意識
調査、教材開発、理科の授業分析を中
心に研究を進めています。

� 氏名� 専門分野

尾関 俊浩 物理学

蠣崎 悌司 化　学

菅 正彦 化　学

木村 賢一 生物学

鈴木 明彦 地　学

平 久夫 物理学

髙久 元 生物学

田口 哲 化　学

柚木 朋也 理科教育

渡辺 理文 理科教育

担当教員

2
年
目

3
年
目

4
年
目

1
年
目

物理「冬のフィールドワークより。雪の結晶の撮影」

理科教育「教育フィールド研究（大雪山）」

＊担当教員は令和4年7月現在のものです。

理数教育
専攻

理科教育分野紹介動画（令和２年度作成）はこちらから。
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メッセージ

髙橋 あずさ�先生
［家庭科教育分野］

　生活創造教育専攻は、総合技術教育分野と家庭科教育分野
から構成されており、両方の中学校の免許を取得できる特色が
あります。技術教育分野では、技術科教育、情報、電気、プロ
グラミング、木材・金属加工、栽培などを、家庭科教育分野で
は、家庭科教育、被服学、住居学、食物学などを学ぶことがで
きます。また、実験・実習も多く、2年時の食物学実験では、食
品中の栄養成分の分析を行ったり、3年時の食物学実験・実習
では、調理のコツを科学的に解明することを行っています。
　本専攻は、生涯生きていくうえで重要な要素を含んでいる分
野です。ぜひ、子どもたちに生きる力を教えられる先生を目指
してみませんか。

　総合技術教育分野では、技術教育に関する知識や、ものづく
りに関する専門的な技能を習得することができます。加えて、木
材や金属などの加工、作物の栽培、電気電子に関する実験や
講義を通じて、技術科教員としての実践力を培うことが可能で
す。３年目からはゼミに入り、特に興味を持った内容を追求する
ことができます。私は卒業研究としてジャガイモを様々な方法
で栽培し、収穫量、容易さ、環境への影響の観点で比較するこ
とで課題解決型の生物育成を促す教材開発を行っています。
　４年間、実習や講義、学校現場での学びなど様々な学習機会
があります。自分の目指す教師像に向け、ともに頑張りましょう。

生活創造教育
専攻

身の回りの科学・技術を理解し、
子どもの発達を
支援する教育

Life creation education major

教員

学生

毛利 銀蔵�さん
［総合技術教育分野４年生］

調理実習風景。演習・実習科目が多いのは生活創造教育専攻の特徴です

分野分属の
時期と方法

生活創造教育専攻では
入学時に所属を決定し
ます。

分野決定
生 活 創 造 教 育 専 攻 で
は、総合技術教育分野・

家庭科教育分野のどちらに所属するかは
入学時に決定します。

意向調査
合格発表の後、合格さ
れた方には、入学のオリ

エンテーション前に、郵送その他の方法に
より、所属分野志望調査票による意向調査
を行います。志望者数が各分野の受け入
れ予定人員を超えた場合には大学入学共
通テストの成績を用いて決定します。分野
分属結果は、入学のオリエンテーションの
日に受付で掲示します。
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Industrial education field総合技術教育分野

■大学での学習と研究
生活の基礎を学ぶと共
に、教養と教職関係の
基礎教科、設計製図な
どの技術関係分野の基
礎的な知識を身につけ
ます。

■専門科目によって技術科学の主軸
を学ぶと共に、小学校の教育方法や
教育内容に関する授業、技術科教
育その他の教職科目を通して教師と
して授業を構想するための基礎を身
につけます。

■研究室に所属し、実
験・実習やゼミを通して
さらに専門性を高める
と共に、教育実習や土
曜講座を通して総合的
実践力、学習開発力を
養います。

■希望する他校種や他教科の教員免許取得のための講義の受講と共
に、4年間の総仕上げとして、自分の研究テーマを定め、卒業論文を作成
します。また、卒業後の進路に関する学習をします。

■卒論のテーマには、「AIを利用したノ
コギリ引き学習支援システムの開発」、
「IoTマイコンを用いた教育研究および
技術研究」、「生物廃棄物を原料とした
紙づくり教材の開発」、「技術的思考を
働かせるジャガイモ栽培教材の開発」
などがあります。

履修の流れ
［紹介・特色］

　総合技術教育分野では、様々な技術
の理論的背景を学ぶこと、実際に手を
動かしながら実践力や課題解決能力を
高めていくことを重視しています。その
ような学びを通して、ものづくりや情報
に精通した小学校および中学校技術科
の教員を養成することを目指していま
す。また、近年の人工知能の発展に代
表されるように、科学技術は著しい進歩
や展開を続けており、技術教育の役割
も刻々と変化しています。科学技術の進
歩に常に関心を示し、学び続けていく姿
勢にも力点を置いています。

特色
本分野の大きな特色とし
て、豊富な実習機会が挙げ

られます。電気実験実習室、木材加工
実験実習室、機械金属加工実験実習
室、そして大学裏の畑を舞台に、多数の
実習を行います。また、近隣の児童生徒
を対象とした「土曜講座」において、学
生が中心となってものづくりの講座を開
催するなど、教育者としての力も磨きま
す。

免許・進路
多くの学生が小学校と中学
校（技術）の免許の両方を

取得します。加えて、中学校（家庭）や
高等学校（工業）の免許を取得する学
生も多数います。卒業生の多くは札幌
市や北海道の小中高等学校で教員と
なっています。その他に大学院に進学し
て、さらに学びを深めたり、民間企業で
活躍している卒業生もいます。

� 氏名� 専門分野

石川 智浩 情報・電気

大矢 智 木材加工

佐藤 正直 技術科教育

出口 哲久 栽培・生物育成

担当教員

2
年
目

3
年
目

4
年
目

1
年
目

＊担当教員は令和4年7月現在のものです。

生活創造教育

専攻

ブロック型教材を⽤い、ロボットを
製作しながら機構を理解します

栽培学で育てたキャベツの収穫

創造的問題解決を行いながら、問題
解決型授業のポイントを理解します

卒業研究で開発した
教材を⽤いた授業実践

総合技術教育分野紹介動画（令和２年度作成）はこちらから。
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家庭科教育分野 Home economics field

［紹介・特色］
特色

家庭科教育分野では、私た
ち一人ひとりが身近な生活

の中から課題を発見し、社会や環境と
の関係も視野に入れてそれらを解決
し、よりよく生活するための実践力を身
につけていくことを目指します。生活を
よりよくするために、私たちには、今日
の家庭生活がおかれている状況を認識
し、科学的知識や技術の成果を駆使し
て課題に取り組み追求する、主体的か
つ自律的な姿勢が重要になります。

カリキュラム
この分野では、諸科学・技
術を背景にした総合実践

科学的体系に沿ったカリキュラムを編
成しています。カリキュラムには、講
義、実験や実習の授業があり、それらの
学びを通して、両性ともに個々の具体的
な生活において認識と実践力を高め、
生活主体者の確立を目指します。生活
主体者や生活総体について様々な側面
から考察、研究できることが大きな特色
です。この分野で身につけた生活者とし
ての価値観や確たる力は、学校教育現
場で小・中・高等学校の家庭科教師とし
て、子ども達の生活創造力の成長をさ
さえていくものと期待できます。

� 氏名� 専門分野

浅野 千恵 被服学

今 尚之 都市計画学、情報学

髙橋 あずさ 食物学

増渕 哲子 家庭科教育学

担当教員

＊担当教員は令和4年7月現在のものです。

生活創造教育

専攻

■研究室に所属し、実験・
実習やゼミを通して生活科
学と家庭科教育の専門性
を高め、総合的実践力、学
習開発力を養います。（被
服学実験・実習、食物学
Ⅱ、食物学実験・実習、生
活経済学、家庭科教育演
習Ⅰ・Ⅱ）

履修の流れ

2
年
目

3
年
目

4
年
目

1
年
目

■大学での学習と研究生
活の基礎を学ぶと共に、教
養と教職関係の基礎教科
や家庭科教育専門分野に
ついての基礎的な知識を
身につけます。（被服学Ⅰ、
被服実習、食物学Ⅰ、調理
実習、住居学、生活経営
学、生活福祉学）

浴衣製作の授業

授業での学生発表

■専門科目によって生活科
学の主軸を学ぶと共に、家
庭科教育その他の教職科
目によって、家庭科の授業
を構想するための基礎を身
につけます。（被服学Ⅱ、
被服学実験、食物学実験、
住環境論、保育学）

■４年間の総仕上げとして、自分の研究テーマを定め、卒後論文を作成
します。

■テーマ例：年齢による味覚の変化を考慮した食育に関する研究�─食材
の好き嫌いに関する調査を通して─、ユニバーサルカラーを重視した学
習環境と教材・教具に関する研究、中学校における食事の違いによる運
動パフォーマンスの影響、小学校低学年・中学年における「お手伝い」の
あり方についての考察─食生活に関わる実践内容の提案─、目的に合わ
せた配色とテクスチャーの選択に関する研究─TPOと服装選択の視点か
ら－、伝搬系都市祝祭の学校教育での導入展開について─「YOSAKOI�
ソーラン」と学校教育への導入・展開を事例として─

食物学実験の授業風景

家庭科教育分野紹介動画（令和２年度作成）はこちらから。
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芸術体育教育
専攻

美術・音楽・体育と
学校をつなぐ。

Art, music and physical education major

メッセージ

牧野 香里 先生
［図画工作・美術教育分野］

新貝 宏太 さん
［保健体育教育分野4年］

　「芸術に正解はない」という言葉は誰しもが耳にしたことがあると思
います。そのような正解のない教科と私達はどのように向き合っていけ
ばよいのでしょうか。当分野では絵画・彫刻・デザイン・工芸の実技系
科目で得た知識を、美術教育の講義を通し往還することによって、より
実感の伴った理解を目指していきます。
　児童、生徒達の創り出す喜びに寄り添い、感動を共有できる教師と
なるために必要な条件は、卓越した技術ではなく、「素直な心」と、
「素直に観る目」です。
　美術を得意とする小学校教諭になりたい、美術教諭になりたいとい
う思いを持ち、児童、生徒との関わりから成長していける人を我々は全
力でサポートします。皆さんも私達と一緒に夢の実現に向けて勉強して
いきませんか。

　保健体育教育分野では、座学はもちろん実際に体を動かしながら保
健体育についての基礎的な知識や実践的な指導力を高めることができ
ます。1年生の頃から附属学校の先生の優れたな授業を子ども達と一
緒に学習者として受けたり、観察者として授業を客観的に見たりしま
す。それらの経験を踏まえ、3年生では教育実習前に指導者として模擬
授業を行い様々な視点から新しい学びを重ねていくことができます。
また、分野内の異なる学年が一緒に受ける授業もあるので、教員を目
指す上ではもちろん、大学生活を送る上で勉強になることもたくさんあ
り、高い専門性をもった教員を目指せる環境です。
　ぜひ私達と一緒に保健体育を専門とする教員を目指しましょう！

教員

学生
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図画工作・美術教育分野 Art education field

履修の流れ

 氏名 専門分野

花輪 大輔 美術・工芸科教育

牧野 香里 絵画

李 知恩 デザイン

担当教員

2
年
目

3
年
目

4
年
目

1
年
目

■1年目は素描、絵画演
習Ⅰ、彫刻演習Ⅰ、デザ
イン演習Ⅰなどで実技の
基礎を学びながら、美術
教育学セミナー、基礎実
習などを中心に、図画工
作や美術を指導する教師
の目線で子どもとどのよ
うに関わるかの基礎を学
びます。

4月に行う「洞爺湖ぐるっと彫刻公園」での新入生合宿

海外研修（韓国・ソウル市）

卒業制作展／課題展でのギャラリートーク風景

■2年目では絵画演習Ⅱ、絵画Ⅰ、彫刻演習Ⅱ、彫刻Ⅰ、デザイン演習Ⅱ、
デザインⅠ、工芸演習Ⅰなど、専門実技を本格的に学びます。中等美術
科教育法Ⅰ及びⅡを通し
て、一人一人の子供の思
いや願いに寄り添う図画
工作・美術の授業設計の
基礎を学び、模擬授業な
どを通してそれらの体得
を目指します。介護等体
験実習に臨みます。

■3年目では絵画Ⅱ、デザインⅡ、彫
刻Ⅱ、工芸演習Ⅱ、工芸Ⅰ、美術理
論・美術史Ⅰなど、各自が専門とす
る実技を中心に卒業研究の予備研
究に取りかかります。8月には主免
教育実習として5週間、教育現場に
入ります。初等図画工作科教育法、
中等美術科教育法Ⅲ及びⅣなど、実
際の授業を想定した授業研究に取
り組みます。

■4年目は大学生活の総まとめとして、卒業研究（制作・論文）に取り
組みます。工芸Ⅱ、美術理論・美術史Ⅱ、美術教育特講Ⅱ、教職実践演
習などの講義以外は、ゼ
ミナール毎の活動が中心
となります。6月には教
員採用試験、8月には副
免実習があります。2月
に卒業制作展と卒論発
表会を実施します。

＊担当教員は令和4年7月現在のものです。

［紹介・特色］
　どうやら図画工作・美術教育分野の
在学生たちはこの分野のことを「ずが
び」と呼んでいます。図画工作を分野名
として公式に取り上げる大学は珍しく、
その名前が表す通り、学生の6割以上が
小学校の教員を目指し、すでにその夢を
実現しています。
　皆さんは子どもの頃、図画工作で「面
白い」「やってみたい」「楽しい」と夢中
になって取り組んだことを覚えています
か？本分野では「図画工作科」や「美術
科」でしか経験できない「つくり出すワ
クワク感」を大切にしています。近年、
北海道の高校には美術の授業や美術部
がない学校の多く存在しています。その
ため、本分野では実情に合わせた実技
試験を設けており、未経験者も数多く入
学して４年間しっかり学び、札幌を中心
に北海道で教員として活躍しています。
ぜひ図画工作・美術教育分野で将来の
自分と向き合ってみませんか。

重点
本分野で最も大切にしてい
ることは、子どもの素敵な学

びを支えるための「教師としての心」で
す。ワクワク、ドキドキするような子どもの
学びを支えるために教科指導法はもちろ
ん、自身が選択した専門実技について取り
組みながら、子どものための図画工作・美
術の授業について考えを深めます。

取り組み
2月の卒業制作展／課題展で
は所属学生全員が自身の研究

成果として作品を発表します。教育実習以
外にも、子どもや子どもの作品と多く接する
授業は本分野の特徴です。また、中国や台
湾、韓国の大学との交流も行なっています。

芸術体育教育

専攻

授業風景（絵画Ⅰ）

図画工作・美術教育分野紹介動画（令和２年度作成）はこちらから。

26

芸
術
体
育
教
育
専
攻

A
rt, m

usic and physical education m
ajor

H
okkaido U

niversity of Education Sapporo



音楽教育分野 Music education field

■教養科目・教職科目を通して、現代の知や学校教育の基礎を学びま
す。（教職論、基礎実習、アカデミックスキル、情報機器の操作等）

■音楽を考える際の視点や知識を習得し、音楽教育学の基礎を学びま
す。（音楽教育研究基礎
論Ⅰ・Ⅱ、音楽文化論Ⅰ、
音楽理論、中等音楽科教
育法Ⅰ等）

■子ども理解の方法や、各教科の内容・指導法を学び、授業を実践する
力を獲得します。（特別活動の指導法、学校経営と学級経営、中等音楽
科教育法Ⅱ・Ⅲ、初等算数、初等国語科教育法等）

■音楽実技や音楽文化の
学びを通して、音楽教育
を実践する力を獲得しま
す。（音楽教育学演習Ⅰ・
Ⅱ、器楽Ⅱ・Ⅲ、声楽Ⅰ・
Ⅱ、合唱等）

■教育実習（小学校・中学
校）を通して、大学での学
びを実践の場で応用し、教
師としての総合的な力を高
めます。（教育実習Ⅰ、教育
相談の理論と方法、初等
音楽科教育法等）

■音楽教育学の視点や知識を応用して子ども・学校・文化を見つめ、広
い視野から音楽の授業を実践し分析する力を高めます。（音楽教育学演
習Ⅲ・Ⅳ、音楽文化論Ⅱ、器楽Ⅳ・Ⅴ、合奏等）

■子どもの学びをつくる
授業に向けて、これまで
培った学校教育に関する
知識や技量を相互関連さ
せながら、新たな教育実
践を探究します。（教職実
践演習、教育実習Ⅱ等）

■4年間の学びの集大成として、これまで培った音楽教育学の理論と方
法に基づき卒業論文研究を行い、自己の音楽教育課題を探究します。
（音楽教育学演習Ⅴ・Ⅵ、音楽教育学特講Ⅰ・Ⅱ、卒業研究等）

履修の流れ

 氏名 専門分野

石出 和也 音楽教育学

小林 美貴子 音楽教育学

寺田 貴雄 音楽教育学

担当教員

2
年
目

3
年
目

4
年
目

1
年
目

授業分析図にもとづくプレゼンテー
ション（音楽教育研究基礎論）

音楽科の模擬授業（中等音楽科教育法）

指揮の実践（指揮法）

日本の伝統楽器によるアンサンブル（合奏Ⅱ）

＊担当教員は令和4年7月現在のものです。

［紹介・特色］
　音楽教育分野では、音楽を通して、
学校教育、人間の成長と発達、社会と
文化について学ぶことで、教育を実践
するための広い視野を身につけます。
　また、音楽教育学を基盤にしながら、
授業を実践していくうえで必要とされる
「子どもを理解する力」「学校を理解す
る力」「音楽文化を理解する力」「音楽
を実践する力」を身につけ、子どもの学
びや成長を目指す授業のつくり方・実践
の方法を学びます。

カリキュラム
音楽を学び、学校を学び、
子どもを学ぶ

　音楽教育分野では、音楽をしっかり
見つめ、深く思考し、音楽を通して子ど
も・学校・文化を学ぶことができます。
少人数指導による充実した音楽教育学
関連科目を履修することで、ピアノや声
楽などの演奏実技の力を身につけるだ
けではなく、音楽教育的な広い視野を
もって、子どもの学びや成長を創造でき
る力を修得します。

学ぶ
学校・地域で 
音楽文化を学ぶ

　大学で学んだ知識を、学校や地域の
音楽教育の現場で確認することで、音
楽文化の営みを理解し、教育実践の力
を身につけます。

支援体制
「教育者になる！」 

夢の実現に向けたサポート
　キャリアセンターと連携して、教員採
用試験の対策や、大学院進学の準備な
ど、将来の夢の実現に向けて、音楽教
育分野スタッフによる支援体制を整え
ています。

芸術体育教育

専攻
音楽教育分野紹介動画（令和２年度作成）はこちらから。
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保健体育教育分野 Physical education field

履修の流れ

■保健体育の基礎知識を
実技と座学の両面で学び
ます。

■保健体育実践実習Ⅰ（学
習者）、中等保健体育科教
育法Ⅰ（目的・内容論）、運
動学、体育社会学、柔道、
陸上競技、スキー、水泳、
基礎実習などの講義が設
定されています。

■多彩な保健体育専門科
目により、学びをさらに広
げます。

■保健体育実践実習Ⅱ（観
察者）、中等保健体育科
教育法Ⅱ（方法論）、生理
学・運動生理学、学校保
健、バスケットボール、器
械運動、介護等体験などの
講義を履修します。

■専門ゼミに所属し、専門
性をより深めます。

■保健体育実践実習Ⅲ（指
導者）、中等保健体育科教
育法Ⅲ、保健体育専門演習
Ⅰ・Ⅱ（3年ゼミ）、衛生学
などの講義を受講します。
そしていよいよ教育実習
（主免）に行くこととなりま
す。

■学びの集大成として、卒業研究を行います。

■中等保健体育科教育法Ⅳ、保健体育専門演習Ⅲ（4年ゼミ）、卒業研
究、教育実習（副免）等。

■2021年度の卒業論文のテーマには、「中学生の家庭環
境と自己有能感の研究─部活動所属状況に着目して─」
（体育学）、「開脚跳びにおける跳躍技能の差による各局
面での視覚探索行動の違い」（体育科教育学）、「7日間の
酢酸飲料摂取が中強度有酸素運動中および運動後回復期
の脂質代謝量に及ぼす影響」（運動学）などがあります。

� 氏名� 専門分野

石澤 伸弘 体育学（体育社会学）

神林 勲 運動学（運動生理学）

中島 寿宏 体育科教育学

担当教員

［紹介・特色］
　現代社会のニーズを踏まえ、生涯に
わたって健康を保持増進し、豊かなス
ポーツライフを実現することを重視した
教育を目指します。その際、心と体を一
体としてとらえ、健全な成長を促すこと
が重要であることから、体育と保健を関
連させて指導できる教員を育成します。
また、学習したことを実生活や実社会に
おいて生かせるよう、多角的視点から保
健体育教育学を学び、学校段階の接続
及び発育発達の段階に応じて指導内容
を柔軟に整理できる能力を養います。

テーマ
保健体育分野では、大学に
おいて実践的指導力を養成

するため、隣接する附属小・中学校と連携
したカリキュラムを組んでいます。実践的
指導力の養成には、実際の教育現場を1年
生の早い段階から肌で感じることが必要
だからです。カリキュラムの中心に模擬授
業を据え、「学習者・観察者・指導者」と
学年によって異なる立場で教育現場を体
験します。また、大学ではこれらの実践を
理論的に補完する授業を展開します。

専門性
学び続ける教員を養成する
には、学問の楽しさ、研究

の楽しさを大学で体験しなければなりま
せん。保健体育分野は教員3名と少ない
ながら、各教員の専門性を活かした講義
や実技、演習（ゼミ）を開設し、4年生で
の卒業論文の作成を通じて学ぶことの
楽しさを体験します。高い専門性をもっ
た外部講師の授業も開設されますので、
保健体育についての専門的知識に触れ、
学ぶことの楽しさを実感してください。

2
年
目

3
年
目

4
年
目

1
年
目

「保健体育実践実習」でのグループ討議

「柔道」の様⼦

＊担当教員は令和4年7月現在のものです。

「保健体育実践実習」での全体討論

芸術体育教育

専攻
保健体育教育分野紹介動画（令和２年度作成）はこちらから。
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養護教育
専攻

児童生徒の心身の健康を
支援するプロフェッショナルを

目指して

Nursing education major

メッセージ

山崎 隆恵�先生
［養護教育分野］

角田 七彩�さん
［養護教育分野4年］

　学校の中で「保健室」は、教室とは違う雰囲気や役割を持ち、「養
護教諭」が存在します。近年、経済状況の変化や情報通信システム
の急速な進展は子どもたちの生きる社会を大きく変えています。養護
教諭は子どもたちのさまざまな課題をしっかり受け止め、問題に気付
かせ、担任や教職員と相談・連携しながら、未来に向けた教育を行っ
ています。
　養護教育専攻では健康に関する幅広い学問的基礎と養護実践の基
礎を学びます。多くの実習やボランティア活動を通して児童生徒の健
康理解と養護の実践力を育み、コミュニケーション能力を高めます。
　養護教諭になりたいという強い意志を持っている人、子どもが好き
で心身の健康問題に関心があり何事にも意欲的に取り組める人を期
待します。

　現代の学校において、養護教諭は役割が多様化しているといわれ
ています。養護教諭の仕事は怪我の手当てや体調不良の対処をする
だけではなく、もっと深く学校に関わっていると感じます。
　そこで、養護教育専攻では、養護教諭として必要な専門的な知識
だけでなく、学校における養護教諭の役割、他との連携、学校教員と
しての視野などについて学び、考えを深めることが出来ます。
　私自身、日々の学びでは講義はもちろん、同じ専攻の仲間の意見を
聞くことで新しい考え方を得ることや、様々な経験を共有することが
でき、広い視野を養うことができると感じています。
　ぜひ私達と養護教育専攻で一緒に学びましょう。

教員

学生
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養護教育分野 Nursing education field

履修の流れ

■一般教養・教職を学ぶ
と共に、基礎医学の知識
（「生理・解剖学」「栄養
学」「微生物・免疫学」ほ
か）を身につけます。

■基礎実習では附属小・中
学校で健康診断を見学し、
児童生徒の健康観察につ
いて学びます。

■一般教養・教職を深める
と共に、基礎医学の実験や
学校保健等（「養護概説」
「養護実践」「精神保健」
「公衆衛生学」ほか）につ
いて学びます。

■養護教諭の実践に必要な
知識を座学だけではなく実
験や演習を通して深めてい
きます。

■養護教諭として必須な医学的知識、
精神保健、救急処置等（「小児医学」
「健康相談活動」「保健科教育法」ほ
か）を学び、中学校で教育実習（保健の
教科、養護実習）、医療機関で臨床実
習を行います。

■各研究室に所属して、専門的なテー
マについて学びを深めます。

■小学校で健康診断を中心とした養護実習、教員採用試験の勉強と卒
論のまとめに努め、養護教諭としての資質と実践力、コーディネートする
力を身につけます。

■卒論テーマ例：「大学生における友人からの
ソーシャル・サポートとストレス、抑うつ傾向
の関連」「養護教諭が経験した運動会でのヒヤ
リハット事例の検討」「女子大学生における友
人女性への客観性に欠けた体系認識が与える
影響─自己体系認識や痩身願望との関連─」

� 氏名� 専門分野

小笠原 準悦 衛生学

岡田 忠雄 小児医学

山崎 隆恵 養護教育

山田 玲子 学校看護学

渡部 基 学校保健

担当教員

2
年
目

3
年
目

4
年
目

1
年
目

白杖・車椅⼦の実習：実際に白杖歩行や車椅
⼦乗車を体験し、必要な支援について考えます

生理学実験

仮想学校・仮想保健室づくり

＊担当教員は令和4年7月現在のものです。

［紹介・特色］
　子どもをとりまく環境の変化に伴い、
児童生徒の健康問題も多様化してお
り、子どもたちの心と身体の成長・発達
への課題も多岐にわたっています。

カリキュラム
養護教諭は学校において
子どもたちの健康管理、保

健指導、健康相談活動などを行う専門
家であり、学校で唯一の健康管理のプ
ロフェッショナルです。児童生徒が身体
的、精神的に健康な生活を送るため、
健康診断やカウンセリングのほか、学校
環境衛生など様々な活動を行っていま
す。また、養護教諭は学校で保健管理、
保健指導なども行う教員ですので、医
学看護学や心理学だけでなく教育学、
教職関係の教科についても学びます。
そのため養護教育分野では、児童生徒
の心身の健康支援に必要な基礎知識や
技術を積み上げ方式で学ぶためのカリ
キュラムが組まれています。

概要
1年次より附属学校での健
康診断に関わる実習（基礎

実習）があり、養護教諭への意欲を高め
る学びにつなげています。また、3年次に
は養護実習（保健室実習）や臨床実習
（病院実習）において、保健室に来室す
る児童生徒への対応や病気を持つ子ど
もへの支援などについて実践を通して学
びます。さらに、所属する研究室のゼミ
ナールにおける専門的な学びと研究を
通して、基礎学力に加えて養護教諭とし
ての実践力を身につけていきます。

養護教育
専攻

養護教育分野紹介動画（令和２年度作成）はこちらから。

30

養
護
教
育
専
攻

N
ursing	education	m

ajor
H

okkaido U
niversity of Education Sapporo



創立記念（6月1日）

集中講義　 数日間に、集中して講義を受けて、単位を取る科目があ
ります。そして夏休み。2か月間と長いけれど、3年生は
教育実習がこの期間にあるのです。

卒業研究発表会
専攻ごとにこれまで進めてきた
卒業研究の成果をを発表しま
す。卒業研究の集大成です。

新入生歓迎会　�入学式後の2日間にわたって、各サークルの紹介や1日入門のほか、スタンプラリーやクイズ大会などの�
楽しい企画も盛りだくさん。1日目の夜には、親睦会も開催されるので、多くの1年生や先輩と親しくなれます。

365 days of HUES students先輩の365日

1年 2年 3年 4年

5月
May

6月
June

7月
July

8月
August

9月
September

10月
October

11月
November

12月
December

1月
January

2月
February

3月
March

新入生研修
4〜6月にかけて、専攻ごとなど
に分かれて、研修に出かけます。
（一部の専攻等のみ実施）

学位記授与式
学位を授与され、大学を巣立ち、
それぞれの道に進んでいきます。

前期試験　前期授業終了
レポート提出や試験があります。

体育祭　試験も終わったことだし、ね。

冬休み
クリスマスに忘年会。みんなと盛り上がる機会も多いでしょう。
でも、冬休みはそんなに長くはありません。年が明けて慌てないようにね。

後期授業再開　 再開したと思ったら、実はもうあまり時間が残っていないのです。�
あと半月余りで後期の試験だなんて！

夏休み

大学祭（藍涼祭） 専攻やサークルでお店を出したり、イベントを企画したり。�
一般市民の方 に々も、気持ち良く楽しんでもらえる工夫が大切です。

後期試験　後期授業終了
春休み　　集中講義
1年目の生活を振り返りつつ、2年目に向けて
受講計画の確認、修正が必要かもしれませんね。

4月
April

前期

後期

主免実習
８〜９月にかけて、小学校と中学
校に教育実習に行きます。期
間は５週間。子どもと触れ合っ
て、たくさんのことを学びます。

副免実習
８〜９月にかけて、３年生の
教育実習とは異なる校種に
教育実習に行きます。期間
は２週間です。

月 火 水 木 金
1講目 外国語（英語）Ⅰ*Ｂ アカデミックスキルK 外国語コミュニケーション（英語）Ⅰ*Ｊ

外国語（英語）Ⅱ*Ｂ 生きる ソルフェージュ 教育の基礎と理念Ｃ 外国語コミュニケーション（英語）Ⅱ*Ｊ

2講目 人文科学入門Ⅰ*（⼼理学） 情報機器の操作K 発達と学習Ｂ 日本国憲法Ｃ
自然科学入門Ⅱ*（生活の中の化学） 倫理学概論

3講目 音楽教育研究基礎論Ⅰ 社会学入門Ⅳ*（歴史学） 日本史概論 教職論Ｊ
政治学概論 音楽教育研究基礎論Ⅱ 中等音楽科教育法Ⅰ 道徳の理論と指導法Ｂ 倫理・人権Ｋ

4講目 体育ⅠＢ 外国語（ドイツ語）Ⅰ 音楽理論
体育ⅡＢ アイヌ語コミュニケーション 外国語（ドイツ語）Ⅱ

5講目 器楽ⅠＡ

● 1年時の時間割

［取得予定免許］
小学校教諭1種免許状
中学校教諭1種免許状（音楽）
高等学校教諭1種免許状（音楽）
中学校教諭1種免許状（社会）
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）

　1年生から3年生にかけての専攻科目では音楽や教育に関わる文献を講読し、仲間と議
論することを通して音楽教育についての理解を深め、自分にとって最も興味・関心のあ
る研究テーマを見つけていきます。また3年次の教育実習では、実際に子どもとふれ合う
ことで教師の視点と子どもの視点の両方を体験的に理解することができ、その後の大学
での学びがより深いものになります。そして4年生になると研究室に所属して卒業論文研
究に取り組み、自己の研究テーマをより深く追究します。皆さんも札幌校の充実した教
育環境の中で教師を目指す学びをしてみませんか。

山本 果英さん（4年）
芸術体育教育専攻 音楽教育分野

音楽教育学を基盤に
幅広く学ぶ4年間

前期
後期
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養護教諭になろうと思った理由
　大学に入学した当初は、養護教諭になることに迷いが
ありました。私が養護教諭の道に進むことを決めた一番
の理由は、教育実習で担当してくださった養護教諭の先
生に憧れ、「こんな養護教諭になりたい！」と思ったから
でした。担任ではない、養護教諭という目線で子どもを
みることの大切さを知り、私も子どもが健やかに、楽しく
学習できるように保健室から支えていきたいと思いまし
た。

在学中特に頑張ったこと（勉強、学外活動）
　ボランティア活動に精力的に取り組みました。４年間
母校に学校支援ボランティアとして通わせていただき、
学校現場で子どもたちの学びのサポートを行いました。
また、１型糖尿病の子どものサマーキャンプに参加し、
慢性疾患をもつ子どもに必要な支援について、当事者の
声を聞いて考える機会をいただきました。「現場を見
て、学ぶ」ことを大切にしてきました。

札幌校で過ごしてよかったところ
　同じ目標をもつ仲間たちと、共に学び支え合いながら
４年間を過ごすことができました。在学中はもちろん今
となっても、志を同じくする仲間がいるということはとて
も心強いです。また、他専攻の友人ができたことも私に
とって大きな財産になりました。同じ教育者を志す者と
して、分野それぞれの知識や考えを交流し合うことで、
自分の知見を広げることができました。

受験生へのメッセージ
　やりたいことや自分に合っていることが何かわからな
い･･・私はそんな受験生でした。札幌校で過ごしたなか
で、少しずつ自分のやりたいことが明確になっていきま
した。大学時代は挑戦と経験が大切だと思います。札幌
校は、それができるところです。たくさん学び、いろいろ
な経験をして、ぜひいつか一緒に学校で働きましょう。

越前 陽也	さん
平成31年度
理数教育専攻 算数・数学教育分野 卒業
現所属●札幌市立幌東中学校 教諭

野口 遥菜	さん
平成31年度
養護教育専攻 養護教育分野 卒業
現所属●札幌市立札苗北小学校 養護教諭

│養護教諭│ │中学校教諭│
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154名149名

27名 24名

53名 51名

公務員 民間 進学 その他

就職率
88.9％

就職率
96.8％

就職率
96.2％

20名 16名

学生生活の支援

OG・OBからのメッセージ

キャリア相談 教員志望者向け
金曜講座

民間企業・公務員志望者
向け就職応援プログラム

教員採用試験対策

キャリア相談員（教員志望
者担当/公務員・民間企業
志望者担当）に、就活に関
する様々な相談ができま
す。

卒業後の進路
［URL］
https://www.hokkyodai.
ac.jp/career_center/

卒業後は、小・中学校、高等学校、特別支援学校など各種教員はもちろん、
公務員や民間企業へ就職する学生も多数います。詳細な進路状況は、キャリ
アセンターホームページで公開していますので、ご覧ください。

願書の書き方、先輩講話、
面接・論文指導等、教員採

用試験に役
立つ情報が
満載です。

自己分析、エントリーシー
トの書き方、面接対策等に
ついて、キャリア相談員が
丁寧に解説します。

　受験予定者を対象に、各
種ガイダンス、願書の添削
指導、模擬面接指導、論文
指導等を実施
し、手厚くバッ
クアップをして
います。

令和4年3月
卒業生の進路状況
（令和4年5月1日調査）
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進学理由
　これまで、学部生として北海道教育大学で過ご
してきて、教員を目指す上でもっと成長して教壇に
立ちたいという思いから教職大学院への進学を決
めました。教育実習などで実際に授業をしたり、先
生方の学級経営を見たりしている時に、「実習先
の先生方のような素晴らしい先生になりたい！」と
思いましたが、そのためにはまだまだ自分には足り
ていないことがたくさんあることに気づきました。
今の自分に足りないものを教職大学院で学ぶ中で
身につけ、自信をつけていきたいと思い、教職大学
院への進学を決意しました。

大学院進学に向けて頑張って勉強したこと
　大学院進学に向けてはこれまで自分がしてきた
ことやこれから頑張りたいことを、自分の言葉で伝
えるように努力しました。教育実習や卒業論文など
これまでどのようなことをしてきたのか、そして大
学院に進学してから頑張りたいことやそれを踏ま
えてどのような教員を目指したいのか具体的に話
すことができるように意識しました。さらに、教員と
してレベルアップできるように教科に関する知識や
子どもの理解に関わる勉強もするようにしました。

受験生へのメッセージ
　大学で学んできたこと、先生方や友人との出会
い、北海道教育大学で過ごしたことが私にとって
とても大きな財産となり、今後も大切にしていきた
いものとなりました。私はこの大学で過ごすことで
大きく成長することができたので、ぜひ皆さんにも
北海道教育大学で充実した学生生活を送っていた
だきたいです。受験生の皆さん、勉強は大変かもし
れませんが、自分を信じて夢に向かって頑張ってく
ださい！！

中学校教員になろうと思った理由
　中学生の時に、憧れの先生と出会ったのがきっかけで
す。自分もこんな人になりたいと考え、同じ職業に就けば
その人に近づけるのではないかと思い、目指し始めまし
た。また、中学生は、子どもから大人へと成長する、いわ
ゆる思春期の時期になります。様々な面で悩み、挫け、考
え、諦めず挑戦していく子どもたちを精一杯サポートした
いという気持ちもありました。

在学中特に頑張ったこと
　頑張ったことは間違いなく部活動です。私は、硬式野
球部に所属しており、大学生活の多くの時間を野球に捧
げました。特に、大学３、４年生の時は、授業がなく空き
時間があれば、ウエイトトレーニングや素振りなど自主練
習に励みました。大学生活は好きなことをしてなんぼ。充
実した４年間を過ごさせていただきました。

札幌校で過ごしてよかったところ
　現場に出てから早2年が経ちましたが、教育大学そし
て、札幌校でよかったと何度思ったことか。附属小中学校
での見学や、教員経験のある方からの講話や、授業。大
学当時は、あまり実感が湧きませんでしたが、本当に実り
あるカリキュラムだったと思います。在学中に札幌校の良
さを感じられるかはわかりません。でも、現場に出ればわ
かります。全然違います。それだけ、他大学から教員を目
指す方との差をつけられる大学だと思っています。

受験生へのメッセージ
　受験だけでなく、夢や目標を成し遂げるためには、自分
の力、努力で掴み取るしかありません。ぜひ、この１年間
は自分の甘えを許さず、決死の覚悟で取り組んでみてく
ださい。それができた暁にはきっと、良い結果が与えられ
るはずです。数年後、同じステージでみなさんと子どもた
ちの将来のために汗を流せることを楽しみにしています。

藤田 あい さん
令和3年度
言語・社会教育専攻 社会科教育分野 卒業
現所属●教職大学院 高度教職実践専攻

│大学院生│

自
分
の
言
葉
で

伝
え
る
よ
う
に
努
力

札幌校の

経済支援

札幌校の

国際交流
留学者数

（平成28年度～令和2年度）

41名（28名）

3名（うち2名はオンライン）3名（うち2名はオンライン）

14名（7名） 14名（7名） 
8名（6名）8名（6名）

0名（0名） 0名（0名） 

9名（7名）9名（7名）
令和3年度令和3年度

平成29年度平成29年度
平成30年度平成30年度

令和元年度令和元年度

令和2年度令和2年度

国　名 留学先大学名 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

中国
山東師範大学   1（1）
瀋陽師範大学   1（1）
天津外国語大学 1（オンライン）

台湾 台北市立大学   1

韓国
ソウル教育大学校
漢城大学校   1（1）   1（1）

アメリカ

アラスカ大学フェアバンクス校   3（2）   4（4）
アラスカ大学アンカレジ校   1（1）   1（1）
マサチューセッツ大学アマースト校
南ユタ大学   1（1）
イリノイ州立大学 1

イギリス ロンドン大学アジア・アフリカ学院   3（2） 5（2） 4（3）   2（2） 1（オンライン）
カナダ セント・メリーズ大学 1(1)

オーストラリア
ジェームズクック大学 1
シドニー工科大学   2（2）
グリフィス大学 1 1（1）

ノルウェー ベルゲン大学   2（1） 1(1) 2
計 10（8） 14（7） 8（6） 9（7） 0（0）※ 2（オンライン）

Student life support

札幌校の海外留学の状況

　北海道教育大学は、国際交流協定を締結し学生交流に関する覚書を交わしている14か国・34校（令和4
年度中に英国の大学2校と協定締結予定）と交換留学を中心に活発に国際交流を行っています。
　本学学生は、休学せずにこれらの国際交流協定校へ留学し、１学期（最短3か月）～１年間、協定校で授
業科目を履修したり、研究指導を受けたりすることができます。
　なお、海外留学のための経済支援制度として、奨学金等を受給することができます。
　また、留学期間中、本学での授業料は徴収されますが、留学先大学での授業料はかかりません。
※令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の流行のため、札幌校における留学は中止しました。

（　）内の数は、日本学生支援機構による海外留学支援制度（協
定派遣）奨学金受給者を内数で示します。

②日本学生支援機構貸与奨学金
　日本学生支援機構は、人物・学業ともに優秀で、経済
的理由により修学に困難があると認められる者に対し、
願い出により選考の上、学資の貸与を行っています。
　選考にあたっては、募集を４月上旬に行い、申請者の
種々の条件（学力・家計状況等）を考慮して本学におい
て選考され、適格者を日本学生支援機構へ推薦します。

①・②における詳細やその他支援制度は、本学ホームページな

らびに大学案内をご覧ください。

①�高等教育の修学支援制度 
（ 入学料・授業料の減免 

及び日本学生支援機構給付奨学金）
　令和2年4月から高等教育の修学支援新制度が始ま
り、授業料等の減免と給付奨学金の2つの支援をあわせ
て受ける制度となりました。この支援制度は、世帯の収
入などの要件とともに、高校や大学の成績だけでなく、
明確な進路意識と強い学びの意欲、学修状況等をしっか
りと確認した上で学生に対して支援するものです。
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費
用

寄宿料 月額 4,300円
寮費 月額 約13,100円（電気料、水道料、暖房料、ガス料、その他として使用）
クラスター費 月額 約2,000円（共益費）

居
室

面積 9.0m2

設備 ベッド、机、椅子、クローゼット、ガスストーブ
費
用

寄宿料 月額 4,300円

寮費 月額 約10,000円
（電気料、水道料、暖房料、ガス料、その他として使用）

居
室

面積 9.6m2

設備 ロフトベッド、机、椅子、クローゼット、ガスストーブ、 
防犯ベル・スイッチ

※費用の区分および金額は、令和4年3月現在のものです。今後、見直される可能性があります。
※�下宿・アパートの紹介→大学生協で、近辺の下宿・アパートや不動産屋を紹介したパンフレット
を作成し、新入生に配付しています。大学で直接のあっせん（紹介）はしませんので、これを参
考に家主等に問い合わせてください。

Introducing HUES student life学生の一人暮らし

　建物は、大学キャンパス内に位置
し、5階建ての居室棟と平屋建ての共用
棟からなっています。定員は80人、居
室はすべて個室です。8人が一つのLDK
を利用することにより、集団生活にも
対応できるようになっています。このような小集団の生活環境をも考慮して
いる点に寮の特徴があります。
　食堂はありませんが、各LDKには、自炊できるように各種の炊事用具を備
えています。大学周辺には、コンビニエンスストア、飲食店もあります。

　建物は、4階建ての居室
棟と2階建ての共用棟から
なっています。定員は80人、
居室はすべて個室です。
　食堂はありませんが、
各階に補食室があり、自炊できるように各種の炊事用具を備え
ています。その他、ガス暖房、風呂等の設備を備えています。
付近には、食堂、スーパーマーケット、また、近代美術館、教育
文化会館、札幌市資料館等の文化施設や大通公園があります。
　通学時間は、地下鉄、バス等を乗り継いで約1時間半、交通
費は1ヶ月約1万円です。

札幌市北区あいの里5条3丁目1番2号（大学校舎と同じ敷地内） 札幌市中央区南2条西13丁目

［男子寮］紫
し

藻
そ う

寮 ［女子寮］北
ほ っ

香
こ う

寮

［DATA］ ■間取り：1R (洋室7.5帖)　ロフトあり 
■費用（月額）：34,000円 
■立地：札幌校から徒歩2分

歳
の
離
れ
た
人
や
留
学
生
が
家
族
の
よ
う
な
存
在
に
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Q　�一人暮らしを始めてみて、いかがですか？
　引っ越してきた初日は寂しく、アルバイト探しもヒントが無くて
大変でした。４年目の今は友人にも恵まれ、とっても元気です！

Q　�一人暮らしのメリット、デメリットはなんですか？
　実家にいたころよりも自由に生活できるところはメリットだと
思います。私はかわいいものを沢山机の周囲に置いて、夜になっ
たらプラネタリウムやミラーボールを光らせています。デメリッ
トは、「片付けなさい！」と叱ってくれる人がいなくなるため部
屋がどんどん散らかっていくところです。定期的に友人を招待し
て片付けのきっかけを作ると良いかもしれませんね。

Q　食事はどのようにしていますか？
　時間と活力のある日はなるべく自炊しています。自分の好きな
メニューだけで食事を構成できるし、辛い調味料をいくらかけて
も誰にも怒られないので楽しいです。野菜を腐らせないよう注意
しましょう。スーパーまで食材を買いに行くのが面倒なときや料
理する暇がない時は宅配サービスとコンビニを活用しています。
食費を削ると生活の質が一気に落ちるので我慢せず状況に合っ
た方法でお腹いっぱい食べるのがおすすめです。

Q　一人暮らしをする後輩のみなさんにメッセージを。
　最初こそ寂しいかもしれませんが、４年間自分の好きなものを詰
め込んだ部屋で自由に生活できるのは一人暮らしの特権だと思い
ます。水回りの掃除と冬場の水抜きだけはちゃんとやりましょう。

生活創造教育専攻 総合技術教育分野

芦田 燎 さん（4年）

養護教育専攻 養護教育分野

芳浪 日向 さん（4年）

［DATA］ ■間取り：約5.5帖（9.0㎡）＋LDK（8人共有） 
■費用（月額）：約19,400円（下記「紫藻寮」参照） 
■立地：札幌校キャンパス内

学生寮 アパート

Q　�寮に住む事にした理由はなんですか？
　実家が大学から遠く、通うことができなかったため最初は一
人暮らしを検討しました。しかし初めて親元を離れて一人で生活
することへの不安やキャンパス内に寮があり通学時間を考えなく
て良いことなどが決め手となり、寮に住むことになりました。

Q　�寮の良いところはなんですか？
　寮生はみんな家族のような存在で仲が良いので、一人で寂
しい思いをすることがありません。また寮に入らなければ出会
わないような歳の離れた人や留学生などもいます。寮の中でプ
チ語学留学できるのも魅力の一つです。

Q　食事はどのようにしていますか？
　自炊はあまりしたことがありませんでしたが、簡単な料理は
するようになりました。料理をする時間がないときはコンビニや
スーパーでお弁当を買ったり、外食で済ませたりすることもあり
ます平日は大学の食堂を利用することもあります。

Q　寮生活でのルールはなにかありますか？
　札幌校の学生寮は自治寮なので寮長を中心として自分たち
で運営しています。寮全体の大きなルールは週に1、2回の会議
を開き、全員で話し合いルールを決めています。細かいルール
はその都度LDKを共有する人たちで話し合いルールを決めてい
ます。

Q　一人暮らしをする後輩のみなさんにメッセージを。
　大学生になることでさえ不安がたくさんあるのに、初めて親
元を離れて暮らすのはとても不安だと思います。寮に入ればそ
ういった悩みや不安を抱えている仲間がたくさんいます。自分
自身が楽しく大学生活を過ごすことができ、たくさんの人と交
流できる寮は私にとって家族と同じくらい大切です。
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団体の名称 所属人数 活動内容
1  体育会 12名 体育祭運営、体育施設等の管理

2  硬式野球部 30名 硬式野球

3  準硬式野球部 30名 準硬式野球

4  軟式野球部 32名 軟式野球

5  男子バスケットボール部 19名 バスケットボール
6   北海道教育大学札幌校 

女子バスケットボール部 9名 バスケットボール

7  男女バドミントン部 39名 バドミントン

8  男子バレーボール部 19名 バレーボール

9  女子バレーボール部 18名 バレーボール

10 男子ハンドボール部 7名 ハンドボール

11 女子ハンドボール部 11名 ハンドボール

12  女子ラクロス部 19名 ラクロス

13  卓球部 12名 卓球

14  ストリートダンスサークル ＭＯＶＥ 33名 ダンス

15  弓道部 12名 弓道

16  北海道教育大学札幌校剣道部 12名 剣道

17  北海道教育大学札幌校硬式テニス部 10名 硬式テニス

 18  北海道教育大学札幌校ソフトテニス部 22名 ソフトテニス

19   北海道教育大学札幌校サッカー部 27名 サッカー

20 よさこい部 52名 よさこい

21 陸上競技部 14名 陸上

22 フットサル部 24名 フットサル

23 少林寺拳法部 8名 少林寺拳法

24 北海道教育大学札幌校スキー部 1名 アルペンスキー

団体の名称 所属人数 活動内容
1  学生自治会 26名 大学祭、新入生歓迎会運営

2  演劇集団空の魚 13名 演劇
3  ［kapela］ 52名 アカペラ
4   ずんがりセツルメント 36名 地域の子供達と交流
5  茶道部 16名 茶道
6   お菓子作りサークルChiffon 26名 お菓子作り
7   手話サークル karip 18名 手話
8  生協学生委員会 15名 大学生協を通じ大学生活のサポート
9  JAZZ研究会 23名 ジャズ演奏
10 Music Explosion 57名 音楽についての研究、定期公演会
11 FOLK-IN 75名 演奏会及び練習
12 北海道教育大学管弦楽団 7名 管弦楽の練習・演奏活動
13  北海道教育大学札幌校混声合唱団 22名 合唱
14  北海道教育大学札幌校連合吹奏楽団 45名 吹奏楽の練習・演奏活動
15  ボードゲーム研究会〈DICE〉 25名 世界のボードゲームプレイ
16  漫画・イラスト研究会CADUCEUS 21名 漫画・イラストを描く
17  マンドリンクラブ 5名 マンドリン演奏
18  バレーサークル 31名 バレーボール
19   北海道教育大学札幌校聖書研究会（ritL） 7名 聖書の研究

20  あいの里大自然はらぺこ学校 11名 子どもたちと
大自然の中で遊ぶ

21 文芸部 9名 文芸活動
22 美術部 41名 美術展出展
23 レゴ部 13名 レゴブロックを楽しむ

24 国際交流サークル　minapa 15名 留学生との交流

25 北海道教育大学札幌校クイズ研究会 18名 クイズの作成
26  バドミントンサークル-NOVA 20名 バドミントン
27 TRPG研究会〈TAKU〉 10名 テーブルトーク・ロール・プレイングゲーム

28 アダプテッドスポーツサークル 10名 アダプテッドの実施と普及

29 写真部 15名 写真撮影

30 北海道教育大学札幌校放送局 12名 番組制作、アナウンス、朗読

31 札教書写書道サークルSUN 24名 書道（硬筆・毛筆）を通じた学生交流

32 ESS部 15名 英会話での学生交流

33 SBサークル 9名 ソフトボール、スノーボード、スキー

体
育
系
サ
ー
ク
ル

Club activitiesサークル活動　　気になるサークルをチェック！！　

札幌校学内学生団体（サークル）一覧　（令和4年3月時点）

文
化
系
サ
ー
ク
ル

35

サ
ー
ク
ル
活
動　
　

C
lub activities

H
okkaido U

niversity of Education Sapporo



キャンパスマップ

❶�野球場

❷�陸上競技場

❸�サッカー場

❹�テニスコート

❺�体育館

体育施設エリア

カフェテリア方式により、カ
レーやラーメン、うどん、そ
ば、どんぶり物のほか、季
節の材料を利用した様々
なメニューが選べます。
［営業時間］11：00〜13：30

書籍、文房具、生活雑貨、
食品などを販売しています。
また、クリーニング、レンタ
カー、自動車学校入学の取
り次ぎなども行っています。
［営業時間］8：40〜18：10

❷売店

❷食堂

❸サッカー場（授業「ソフトボール」）

192名収容の大教室をはじめ、大小合わせて
19の講義室があります。

駐車場

附属小学校

附属中学校

屋外運動場（中）

テニスコート

屋外運動場（特）

屋外運動場（小）

附属小中
特別支援学級

駐車場

駐車場

❶

❸
❹

❺

❸

❹

❺

❷

❷
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北海道教育大学札幌校

教育大「北香寮」
南2条西13丁目

北海道大学

モエレ沼公園

地下鉄東西線

地
下
鉄
東
豊
線

地
下
鉄
南
北
線

栄町

栄20
栄23

麻24

麻生

さっぽろ さっぽろ

大通大通

JR函館本線

J
R学

園
都
市
線

あいの里教育大駅

札幌駅

│アクセスマップ│
［�ＪＲ�］学園都市線……  「あいの里教育大駅」下車、徒歩20分

［地下鉄・バス］
　�南北線…… 「麻生駅」より中央バス麻24・あいの里教育大線

　東豊線…… 「栄町駅」より中央バス栄20・栄23・栄町教育大線、�
「教育大学前」下車、徒歩2分

Campus Map

正門

駐車場

紫藻寮
（男子学生寄宿舎）

温室

駐車場

❷

❹
❺

❺

❸

❸

❶

❸

❶

❻

❷

❶�講義棟

❷�A研究棟

❸�B研究棟

❹�講堂

❺�教職大学院棟

❶�附属図書館

❷�福利厚生施設（食堂・売店等）

❸�課外活動共用施設

❹�大学広場

❺�事務局

❻�保健管理センター

共通施設エリア

大学校舎

❶パウダールーム

❻

❶附属図書館

❶

❷A研究棟
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病気やケガの応急手当のほ
か、学生の健康管理をお手
伝いします。また、学業・友人
関係・自分の将来などについ
て、ゆっくり考えるためのカウ
ンセリングも受けられます。

［時間］�午　前� 8：30〜12：30�
昼休み12：30〜13：30�
午　後13：30〜17：15

学生の自学・自習の場としての施
設です。館内にはAVコーナー・情
報検索用パソコン等が整備され、
無線LANも利用できます。

［開館時間］
平日　8：30〜22：00
土曜・日曜日・祝日　10：00〜17：00

研究棟では実験室や演習室があ
ります。実験室では薬品を用いた
実験などを行います。演習室で
は、教育に関するディベートを行っ
たりします。
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Campus Guide 2023 
学校教育専攻
School education major

特別支援教育専攻
Special education major

言語・社会教育専攻
Language education and  
social studies major

理数教育専攻
Science and 
mathematics education major

生活創造教育専攻
Life creation education major

芸術体育教育専攻
Art, music and 
physical education major

養護教育専攻
Nursing education major

北海道教育大学札幌校
https://www.hokkyodai.ac.jp/sap/

発行／令和４年７月　北海道教育大学札幌校広報・地域活動委員会

2023

2023
778  0659・0940


