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統合報告書２０２０の作成にあたって 

北海道教育大学は、札幌・旭川・釧路に教員養成課程を持ち、

北海道における教員養成の拠点として実践力ある教員を養成して

います。さらに函館には国際地域学科、岩見沢には芸術・スポー

ツ文化学科を持ち、それぞれ、現代のグローバル社会において国

際感覚と高い語学力を活かしながら地域活性化に挑む人材、芸術

とスポーツが持つ力を人々の生き甲斐づくり・街づくり・健康づ

くりに活かすことのできる人材を地域に輩出しています。本学が

「地域になくてはならない大学」として、その存在意義を認めて

もらえるよう、各キャンパスとも教育・研究・地域貢献に努力し

ています。 

今年は新型コロナウイルス感染症により、社会活動や人々の生

活に思いも寄らない影響が出ています。未だに感染症の終息に見

通しが立たず、また、ワクチン・治療薬の供給がいつになるの

か、十分確保できるのかがわからず、不安だけが人々の心を蝕ん

でいるように思います。これからは新型コロナウイルスとの共存

を前提とした新しい生活様式に対応していかなくてはなりませ

ん。本学も、ポストコロナ時代の社会が要請するどのような課題

にも果敢に取り組む学生を育てるため、本学の教育・研究の質的

転換を大胆に実行する必要もあると捉えています。 

法人化された国立大学の中にあって、本学を含め教員養成系の

大学は外部資金を得ることに苦労しています。そのような状況に

ありながらも、本学は多くの企業・団体、同窓会、保護者、そし

て教職員の皆様から多くの寄附を賜り「北海道教育大学基金」を

維持することができています。この基金により、経済的理由で修

学が困難な学生を支援し（授業料減免事業、奨学金給付事業）、

加えて海外留学支援事業等の修学支援事業を行うことができてい

ます。そのほか、育英事業、表彰事業、キャンパス指定事業、附

属学校園支援事業等に基金を活用させていただいております。今

年は新型コロナウイルス感染症の影響で経済的に困窮した学生へ

の「緊急学生支援金」給付のために別途寄付を募り、それを財源

として支援金の給付を行うことができました。これら基金事業等

を実施できましたのは、多くの方々から温かいご支援を賜った結

果であり、心より感謝申し上げる次第です。 

本学では「Students-first（学生第一）」を合い言葉に、常に学

生を中心に据えて教育と学生支援に取り組んでおり、「ここで学

んで良かった」と言ってもらえる大学を実現できるよう、今後も

教職員一同努力を重ねて参ります。また、財務諸表等の指標を基

に将来を見据えた大学経営を心がけ、より効率的な運営を行って

参りますので、皆様のご理解とご協力をどうぞよろしくお願いい

たします。 

 

令和２年１０月 

   北海道教育大学長 蛇 穴 治 夫 

ステークホルダーの皆様へ 

北海道教育大学では、これまで本学の決算情報について解説

し、理解を深めていただくことを目的に、毎年度「財務レポー

ト」を発行してまいりました。この度、これまでの財務レポート

に、教育・研究・社会貢献等の非財務情報を追加した「統合報告

書」を、初めて発行いたしました。作成にあたっては、国際統合

報告評議会(IIRC)が開示しているフレームワークや民間企業、他 

大学の作成事例を参考としており、本学の現状を皆様により広く

ご理解いただけるよう作成しております。今後も、内容の拡充、

追加等を行い、更に充実した統合報告書を目指してまいりますの

で、皆様からの忌憚のないご意見をお待ちしております。この報

告書が、本学の現状と取り組みに対するご理解の一助となること

を願っております。 
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北海道教育大学の基本データ 

公開講座数
※一般公開講座12講座　授業公開講座52講座　プレミアム公開講座1講座

４機関 （令和２年度現在）

６5講座 （令和元年度講座数）

敷地面積

(附属学校園等含む)

１，１４４，２４６㎡

※幼稚園（旭川・函館）2園／小学校（札幌・旭川・釧路・函館）4校

　中学校（札幌・旭川・釧路・函館）4校／特別支援学校（函館）1校

附属学校園数

全学教育研究支援機関
※国際交流・協力センター／へき地・小規模校教育研究センター

　キャリアセンター／大雪山自然教育研究施設

※和漢書908,485冊　洋書123,574冊

蔵書数

生徒数

（附属学校園）
※幼稚園103人　小学校1,577人　中学校1,260人　特別支援学校60人

 （令和２年5月1日現在）

※札幌ドーム約20個分

※札幌校267,596㎡　旭川校232,469㎡　釧路校165,550㎡

　函館校220,262㎡　岩見沢校238,566㎡  事務局19,803㎡

１，０３２，０５９冊 （令和２年3月31日現在）

１１学校園 （令和２年度現在）

（令和２年5月1日現在）

※学部5,039人　大学院修士課程189人　大学院専門職学位課程64人

学生数

（学部・大学院）

※役員等10人　大学教員356人　附属学校教員193人　職員233人

教職員数

　国際交流協定数

国際交流
　外国人留学生数

　海外派遣留学生数

 ３４大学
(14ヶ国・地域)

３，０００人 （令和２年5月1日現在）

３１１人 （令和元年度派遣者数）

１０８人 （令和元年度受入数）

５，２９２人 （令和２年5月1日現在）

７９２人 （令和２年5月1日現在）
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沿 革 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（函館校北方教育資料館（旧函館師範学校）（登録有形文化財）） 

令和元年、創立 70 周年を迎えました 
昭和24年 5月31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和26年 4月 1日 

 

 

昭和29年 4月 1日 

 

昭和40年 4月 1日 

 

昭和41年 4月 1日 

 

昭和42年 4月 1日 

 

昭和43年 4月 1日 

昭和44年 4月 1日 

 

北海道学芸大学設置（国立学校設置法〔

昭和24年5月31日法律第150号〕の公布

により、北海道第一師範学校、北海道第

二師範学校、北海道第三師範学校及び北

海道青年師範学校を包括し、学芸学部 

（4年課程・2年課程）を置く国立大学と

して発足した。学芸学部に札幌分校、函

館分校、旭川分校、釧路分校、札幌分校

岩見沢分教場を置いた。） 

附属札幌小学校、附属函館小学校、附属

旭川小学校、附属札幌中学校、附属函館

中学校、附属旭川中学校設置 

札幌分校岩見沢分教場は岩見沢分校とな

る 

附属札幌小学校に特殊学級（ふじのめ学

級）設置 

北海道学芸大学学芸学部を北海道教育大

学教育学部と改称 

附属札幌中学校に特殊学級（ふじのめ学

級）設置 

附属釧路小学校設置 

附属釧路中学校設置 

 

昭和45年 4月 1日 

 

昭和49年 4月 1日 

昭和51年 4月 1日 

 

 

昭和54年 4月 1日 

昭和62年 4月       

 

平成元年 4月 1日 

5月29日 

平成 4年 4月 1日 

 

 

平成 5年 4月 1日 

 

 

 

平成 6年 4月 1日 

平成 8年 4月 1日 

 

平成10年 4月 1日 

 

附属幼稚園設置（昭和49.4.1附属函館幼稚園と

改称） 

附属旭川幼稚園設置 

養護教諭特別別科設置（函館分校） 

養護教諭養成課程設置（旭川分校） 

附属養護学校設置 

養護教諭養成課程設置（札幌分校） 

札幌分校は札幌市北区あいの里5条3丁目の新校

舎へ移転 

芸術文化課程設置（札幌分校） 

保健管理センター設置 

特殊教育特別専攻科情緒障害教育専攻設置（旭

川分校）、大学院教育学研究科学校教育専攻 

（修士課程）、教科教育専攻（修士課程）設置 

冬季スポーツ教育研究センター設置（札幌）、

分校名を札幌校、函館校、旭川校、釧路校、岩

見沢校と改称、特殊教育特別専攻科重複障害教

育専攻設置（札幌校） 

情報処理センター設置（函館） 

国際理解教育課程設置（札幌校）、生涯教育課

程設置（旭川校） 

大学院教育学研究科養護教育専攻（修士課程）

設置 
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平成11年 4月 1日 

 

 

 

 

 

 

 

平成12年 4月 1日 

平成14年 4月 1日 

 

 平成16年 4月 1日 

平成17年 4月 1日 

平成18年 4月 1日 

 

 

 

 

平成19年 4月 1日 

 

 

 

 

平成20年 3月31日 

平成20年 4月 1日 

 

 

 

 

 

 

平成21年 4月 1日 

平成23年 4月 1日 

平成25年 5月23日 

平成26年 4月 1日 

 

平成27年 3月24日 

 

平成30年 3月31日 

 

 

 

 

平成30年 4月 1日 

学校教育教員養成課程設置（札幌校、函

館校、旭川校、釧路校、岩見沢校）、生

涯教育課程設置（函館校、釧路校、岩見

沢校）、芸術文化課程設置（函館校、旭

川校）、国際理解教育課程設置（函館校

、釧路校）、地域環境教育課程設置（札

幌校、旭川校、釧路校）、情報社会教育

課程設置（函館校） 

生涯学習教育研究センター設置（旭川） 

大学院教育学研究科学校臨床心理専攻 

＜独立専攻＞（修士課程）設置 

国立大学法人 北海道教育大学設置 

国際交流・協力センター設置 

教員養成課程設置（札幌校・旭川校・釧

路校）、人間地域科学課程設置（函館校)

、芸術課程設置（岩見沢校）、スポーツ

教育課程設置（岩見沢校）、キャリアセ

ンター設置 

特殊教育特別専攻科を特別支援教育特別

専攻科と改称、附属養護学校を附属特別

支援学校と改称、附属札幌小学校特殊学

級(ふじのめ学級)を附属札幌特別支援学 

級(ふじのめ学級)と改称 

特別支援教育特別専攻科廃止 

大学院教育学研究科高度教職実践専攻 

（専門職学位課程）設置、教育実践総合

センター、生涯学習教育研究センター、

へき地教育、研究センターを再編し、学

校・地域教育研究支援センター設置、大

学教育開発センター設置、情報処理セン

ター廃止 

冬季スポーツ教育研究センター廃止 

札幌駅前サテライト「hue pocket」開設 

教員養成開発連携センター設置 

国際地域学科設置（函館校）、芸術・ス

ポーツ文化学科設置（岩見沢校） 

アーツ＆スポーツ文化複合施設「HUG」

開設 

センター及び研究施設を廃止（国際

交流・協力センター、学校・地域教

育研究支援センター、大学教育開発

センター、キャリアセンター、大雪

山自然教育研究施設） 

全学教育研究支援機関設置 

 

 

平成2年の札幌キャンパス（あいの里移転時） 

 

 

昭和61年の旭川キャンパス 

 

 

昭和61年の釧路キャンパス 

 

 

昭和63年の函館キャンパス 

 

 

昭和61年の岩見沢キャンパス 
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ビジョン 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（空から見た札幌キャンパス） 

人間と地域の成長・発展を促す大学 

－北海道の２１世紀を切り拓く教員と地域人材養成－ 
本学は第２期中期目標期間中、「人が人を育てる北海道教育大

学」をスローガンに、「常に学生を中心とした大学（Students-

First）」を目指して様々な改革を断行してきました。教員養成課

程においては、教師を高度に専門的な職業人と捉え、理論と実践

の往還を実現するカリキュラム改革により、実践的指導力を備え

た教員を養成し、平成27年度からは、学校のグローバル化を推進

する高い語学力と豊かな国際感覚を有する教員の養成を目指して

「グローバル教員養成プログラム」を開設しました。このプログ

ラムに対しては、教育関係者から大きな期待が寄せられていま

す。また、「新課程」については、全国の大学に先駆けてその改

組に着手し、地域社会からの強いニーズに応えるとともに、「新

課程」の成果を発展させる形で、平成26年度に「国際地域学科」

と「芸術・スポーツ文化学科」を設置しました。このことによ

り、本学は、教員養成の拠点大学として教員を養成することはも

とより、グローバルな視点をもって地域を活性化する人材、芸術

やスポーツ文化を通じて人々に豊かな生活を提案できる人材を養

成する、文字通り「人材養成を通じて地域活性化の中核となる大

学」としての責務を果たす体制を整えることができました。さら

に、地域との連携では、北海道教育委員会と様々な協力関係を構

築し、教育委員会が、現場経験の豊かな優れた教員を本学教員と 

して派遣する制度や、実務家教員・学校臨床教授として推薦する

制度を整えてきました。 

第３期中期目標期間を見据えて現代社会に目を向けると、グロ

ーバル化の進展、多様性社会の到来、高度情報化、少子高齢化・

人口減少、環境問題の深刻化等、社会は複雑で困難な課題に直面

しています。第３期中期目標期間は、まさに、これらの諸課題に

真正面から取り組むイノベイティブ人材の養成が求められます。 

本学は、「教育大学」として、従来からすべての営みの基礎に

「教育」を据えてきました。人の成長を促すことが教育である以

上、本学は常に「人間と地域の成長・発展を促す大学」でなけれ

ばなりません。また、社会が求める、どのような課題にも積極

的・能動的に取り組む学生を育てる責務があります。そのため

に、本学の教育研究の質的転換を大胆に実行していきます。 

以上のことを踏まえ、第３期中期目標期間は「人間と地域の成

長・発展を促す大学」及び「学生の自主的学修、自主・自律的活

動を促す体制を構築する」というテーマのもと、戦略①～③に区

分した以下の取組を重点的に実施します。 
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第３期中期目標期間における重点的取組 

【戦略①】北海道の教育課題に取り組む教員養成 

小規模校・へき地校教育等の、北海道における教育課題に対応

し、高い実践的な指導力を持ち、学校現場に生起する課題の解決

に立ち向かう姿勢と基本的な研究力を備えた教員を養成するため

に、大学院教育までを含めた実践型カリキュラムへの転換に向け

た取組、入試改革、さらには教育を担う大学教員の資質向上も視

野に入れた教員養成改革を行う。 

■実践力を備えた教員養成事業 

①実践型教員養成カリキュラムの構築（カリキュラム改善の

ＰＤＣＡサイクルの構築） 

②ＩＲ室の設置 

③ＩＣＴ活用機器・自学自修環境整備 

■北海道教育大学における教員養成改革プロジェクト推進事業 

①ＩＣＴ活用教育型授業プログラム開発 

②「小学校英語教育教員養成カリキュラム」のモデル開発 

③小中一貫教育推進事業 

■教職大学院を核とした高度な実践的指導力を有する教員養成

の推進事業 

①教職大学院の開設（函館校） 

②教育学研究科の改革 

③「研究する教育実践者」の養成について、他の教員養成大

学・学部と連携した組織化のための研究 

■学生の自主的・自律的な活動を支える「ワンストップサービ

ス」の提供事業 

①様々な相談に対応できる学生支援コンシェルジュの配置 

②ワンストップサービスの提供 

■高い意欲・適性・目的意識を評価する高大接続入学者選抜改

革事業 

①入試戦略チームの設置 

②高大接続入試（教員養成特別入試）の実施 

③北海道教育大学連携講座の開設 

④アドミッションオフィサー育成 

■へき地・小規模校のコミュニティ・スクールを典型とした地

域協働型教員養成プログラムの開発事業 

①地域の担い手づくりを実施できる教員養成 

②地域の多様な資源・素材を活用した授業展開ができる環境 

整備 

【戦略②】北海道の地域課題解決のために地域の活性化・再生に

寄与する人材養成 

グローバルな視点から観光資源の再発掘・地域イノベーション

を引き起こすことができるスキルや能力を備えた人材養成を行う

とともに、芸術・スポーツを活用し、人口減少が進む地域の活性

化を、マーケティングの視点により解決する文化ビジネスを構築

できる人材養成を行う。 

■北海道の活性化への課題発見及び解決に向けた文化ビジネス

を構築できる人材養成事業 

①空き店舗を活用したアート・プロジェクトの実施 

②地域住民密着型の演劇祭・音楽祭などの開催 

③年齢や専門など異なる地域住民が気軽に学べる教育プログ 

ラムの開発・実施 

④パラリンピック開催を控えた自治体との共催によるアダプ 

テッドスポーツ普及事業の開催 他 

■国際地域イノベーター人材養成事業 

①地域課題を発見・解決する調査研究（ソーシャルクリニッ 

ク） 

②「HAKODATE コンシェルジュ養成プログラム」の開発 

③「国際地域イノベーター人材養成プログラム」の開発 

④プログラムの完成を通して、大学と地域の協働による人材 

育成 

 

【戦略③】社会のグロ－バル化に対応した教員養成 

海外協定校と、単位取得を目的として相互に開講・履修する

「共同教育プログラム」の開発を行い、グローバル教員養成プロ

グラムを着実に進め、小学校英語の授業を確実に実施できる教員

及び、十分な英語力を持った英語教員の養成を行う。 

■社会のグローバル化に対応した教員養成事業 

①海外協定校教員による英語研修プログラム等の実施 

②海外協定校との連携した「共同教育プログラム」、海外教

育体験プログラム等の開設、実践 

③留学生の派遣受入の拡大 

④教職員交換留学制度の導入 

⑤柔軟な学事暦の導入 
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ガバナンス 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国立大学法人北海道教育大学事務局） 

経営力強化に向けて 
「大学戦略本部」による戦略的取組 

教育研究の向上のための取組を支える健全な大学運営を行うた

め、業務運営及び財務内容の改善等に取り組んでいます。業務運

営の改善に関する取組の中心であるガバナンス改革・強化の取組

として、大学運営に関する企画・立案を、戦略的・組織横断的に

行う「大学戦略本部」を設置しています。あわせて、大学戦略本

部に大学全体を横断的に捉え、学内の情報を集約・分析する「IR 

室」を設置して専任教員を配置しています。こうした大学戦略本

部の設置に伴い、本学における重要課題について、戦略的に取り

組むことを可能としています。また、ガバナンス強化の一環とし

て、附属学校園の機能や大学との連携強化を図るため、令和２年

度から附属旭川幼稚園に専任園長を置くことを決定し、そのため

の体制を整備しました。 

 

 

 

北海道教育大学

監事

教育学部 教員養成課程 札幌校

旭川校

岩見沢校

国際地域学科

芸術・スポーツ文化学科

函館校

釧路校

大学院教育学研究科

高度教職実践専攻

教科教育専攻

養護教育専攻

学校臨床心理専攻

学校教育専攻

教育研究評議会

養護教諭特別別科

附属図書館

国際交流・協力センター

へき地・小規模校教育研究センター

保健管理センター

キャリアセンター

大雪山自然教育研究施設

教員養成開発連携センター

附属学校（園）

事務局

監査室

幼稚園 旭川、函館

中学校

特別支援学校

小学校 札幌、旭川、釧路、函館

札幌、旭川、釧路、函館

函館

学部教授会

研究科教授会

札幌校教員会議

旭川校教員会議

釧路校教員会議

函館校教員会議

岩見沢校教員会議

研究科札幌校・岩見沢校教員会議

研究科旭川校教員会議

研究科釧路校教員会議

研究科函館校教員会議

連絡調整会議

学 長

（教育研究組織）

（法人運営体制）

教育研究に関する

重要事項を審議
理 事

役員会

全学教育研究支援機関

大学戦略本部

学校臨床心理専攻教員会議

教職大学院教員会議

経営協議会

経営に関する

重要事項を審議

国立大学法人 北海道教育大学
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研究活動の健全な発展のための取り組み 

北海道教育大学では、「研究活動の不正行為への対応ガイドラ

イン」（平成 26 年 8 月 26 日、文部科学大臣決定）及び「研究機

関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基

準）」（平成 26 年 2 月 18 日改正、文部科学大臣決定）を踏ま

え、以下の内容を網羅した「公的研究費の不正使用防止に関する

基本方針」に基づき、様々な不正防止対策やコンプライアンス教

育の実施など、大学として取り組んでいます。 

1．責任体制の明確化 

(1) 本学における公的研究費を適正に運営・管理するために「最

高管理責任者」、「統括管理責任者」及び「管理責任者」を置

き、各責任者が不正防止対策に関し責任を持ち、それを積極的

に推進する。 

(2) 本学は、各責任者の役割、責任の所在・範囲と権限を明確化

し責任体系を学内外に周知・公表する。 

2．公的研究費の適正な運営・管理 

(1) ルールの明確化・統一化 

(2) 職務権限の明確化 

(3) 関係者の意識向上 

(4) 告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用 

3．不正要因の把握、不正防止計画の策定・実施及びモニタリング 

(1) 最高管理責任者は、公的研究費の不正使用を未然に防止する

ため、「不正行為等防止計画推進本部」を置く。 

(2) 不正行為等防止計画推進本部は、不正を発生させる要因に対

応する不正防止計画を企画・立案し、実施状況の確認をする。 

(3) 公的研究費の適正な管理のため、本学全体の視点から、実効

性のあるモニタリング及び監査体制を整備し、実施する。 

4．情報発信・共有化の推進 

本学における公的研究費の不正使用防止に向けた取り組みに

ついて、方針及び手続き等を情報発信するとともに、学内にお

いても情報を共有化する。 

 

この他、研究活動に係る不正行為の通報・告発等窓口を設置

し、法令違反などを早期に発見し不正を未然に防ぐことで、健全

な組織の構築を目指しております。 

 

 

 

 

学内資源の配分について 

循環型省エネルギー活動促進経費の導入 

平成 29 年度から、エネルギー消費量を抑制したキャンパスに対

し、光熱水料削減相当額を原資としてインセンティブを配分する

循環型省エネルギー活動促進経費を導入しました。インセンティ

ブを得るためには、前年度のエネルギー消費量を他キャンパスよ

り抑制するとともに、光熱水料の支出を抑制する必要があること

から、各キャンパスにおいては、インセンティブ配分を次の省エ

ネに向け戦略的に投資する「省エネ→実績→還元」のサイクルを

構築し、省エネ活動を促進しました。また、削減した光熱水料相

当額は、過去５年間の光熱水料の決算額と比較して、平成 29 年

度：約 40,000 千円、平成 30 年度：約 4,000 千円、令和元年度

（平成 31 年度）：約 36,000 千円となりました。 

キャンパス長等戦略経費のインセンティブ経費化 

キャンパス独自の活動・取組の推進や、活性化・特色化を図る

ための戦略的経費として各キャンパスに配分するキャンパス長等

戦略経費について、入学者定員充足率、科研費採択率、学生就職

率によってインセンティブを付す仕組みとしています。これによ

り、キャンパス間の競争性を高め、取組を活性化するとともに、

成果に応じたメリハリのある予算配分を行うことが可能となりま

した。配分された予算をキャンパス独自の広報活動へ充当した一

部のキャンパスにおいては、平成 29 年度に実施した入学試験の志

願者数が、平成 28 年度比で 29%増（668 人から 862 人へ増加）

となるなど、配分・活動促進・増収の好循環が得られました。な

お、直近の事例として、令和元年度（平成 31 年度）における各キ

ャンパスへの配分額は最大 3,731 千円、最低 1,170 千円（最大

69％差）でした。 
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特色のある

取組み 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（へき地校体験実習） 

教員養成の場に生ずる実践想定問題を活用した実践的指導能力の向上 

教育実習前ＣＢＴの活用 

本学では、教育実習をより実効性のあるものとするため、教員

として身に付けておくべき基礎的な知識に加え、学校現場で起こ

りうる様々な実践場面を想定した教育実践想定問題を「学級経

営」、「生徒指導」及び「危機管理」等８領域に分け、合計約

1100 問の問題と基礎問題（約 170 題）に関する解説を作成し、

学校におけるあらゆる状況に多様な方法で対応できる指導方法や

教職に関する科目との関連を学び、コンピュータによる検定で理

解度を確かめる、教育実習前 CBT（Computer Based Testing）

を全国で初めて開発しました。 

教育実習前 CBT では、学校現場で起こりがちな問題や事例を 1

つ 1 つイメージし、基本的な対応方法を具体的に学ぶことができ

ます。 

本学では、教育実習前 CBT を教育実習の履修要件として教育課

程に位置付け、実務経験豊富な教員により、きめ細かな学生指導

を行っています。 

これにより、自信をもって教育実習に臨み、そこでの実践的な

学びを最大化して教職への意欲を高めます。 

今後は、e-learning と組み合わせた教育実習前 CBT とし、他大

学と連携の上、全国の教員養成大学・学部での活用を拡大しつ

つ、学生の学びの質保証及び教員養成教育の向上を図ります。 

＜教育実習前ＣＢＴの問題例＞ 

【教師論】問題：多忙時の児童生徒との関わり 

忙しいときに声をかけてくる児童生徒への対応として、ふさわ

しくないものを１つ選びなさい。 

ア わずかな時間でも児童生徒の話に⽿を傾けるように心がけ

る。 

イ 笑顔で児童生徒と向き合えるようにする。 

ウ 一緒に話す時間や活動する時間がないときは、「後でね」

と言って遠ざける。 

エ 一両日中に遊べそうな休み時間があれば、その時間帯を伝

え、こちらから遊びに誘ってみる。 

オ まずは用件を聞いてみる。 

 
教育実習前 CBT 実施風景 
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世界の開発途上国へのへき地教育による貢献と SDGs に果たす北海道教育大学の役割 

開発途上国から期待される日本のへき地教育と北海道教育大学 

近年、開発途上国から日本の体系化されたへき地教育が注目さ

れております。北海道教育大学へき地・小規模校教育研究センタ

ーにおいては、世界各地から成果の発信への期待が高まってお

り、国際的なへき地教育研修団の受入と外国への訪問指導依頼が

多くなっています。 

現在、北海道教育大学と公益社団法人シャンティ国際ボランテ

ィア会では協定を締結し、3 年間の相互交流研修活動を実施してい

ます。2018 年からの研修指導の延長で、2019 年 12月25日～27

日に北海道教育大学による現地ラオスへの訪問指導を行いまし

た。訪問先のラオスのルアンパバーン県教育委員会・教員養成

校・郡教育委員会・学校からは、それぞれ北海道教育大学が指導

した内容が大変役に立つと感謝されました。へき地教育が持つ共

通性があるからこそ、北海道教育大学がへき地教育の様々な課題

に取り組んで来た成果が、そのまま開発途上国にとっても有益と

なって、国際社会に貢献することができました。 

 今後も、へき地教育の研究成果を北海道教育大学が中心となっ

て世界の開発途上国に普及し、SDGs（※）実現に向けて世界の知

をリードしていきます。 

 

※SDGs（エス・ディー・ジーズ）とは 

持続可能な開発目標（SDGs）とは，2001 年に策定されたミレ

ニアム開発目標（MDGs）の後継として，2015 年 9 月の国連サミ

ットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」

にて記載された 2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す

国際目標です。17 のゴール・169 のターゲットから構成され，地

球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを

誓っています。

 

 

 
ラオス・ルアンパバーン県教員教育委員会とのへき地校教師の育成や研修体制等に関する協議 

 

 

 
３個学年複式学級における“わたり”と“ずらし”の指導を活用した訪問団による模擬授業 

 

 

 
ラオス・パクセン郡ハッサーン小学校における授業参観後の事後研修（日本訪問団による現地教

師へのアドバイス） 

 

 

 

 

 



 

13  丨  Hokkaido University of Education Integrated Report 2020 

 

 

最新の 

トピックス 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（入学式・祝奏） 

北海道教育大学学生経済支援“夢をあきらめない”パッケージ 

令和 2 年 6 月 3 日北海道教育大学学生経済支援“夢をあきらめな

い”パッケージを発表し、新型コロナウイルス感染症拡大による影

響で、世帯収入、アルバイト収入の激減により、大学での修学の

継続に支障をきたしている学生に対して、夢をあきらめることの

ないよう様々な経済支援を行っています。 

 

第 1 弾 

●本学基金による緊急支援金（第１弾）の支給 

●Wi-Fi ルータの貸出 

●専用相談窓口（電話・メール）の設置 

●通信環境整備 

●学内ワークスタディ等の実施 

●学生が自主的に企画した子どもや地域の人たちへの支援活動

に対する活動費等の支援 

●授業料納入期日の延期 

●前期授業料徴収猶予の追加申請 

●文部科学省の「学生支援緊急給付金」の周知等 

●国の支援制度等の活用に関する情報発信 

第 2 弾 

 ●本学基金による緊急支援金（第２弾）の支給 

第 3 弾 

 ●本学基金による緊急支援金（第 3 弾）の支給 

 

北海道教育大学の学生は、新型コロナウイルス感染症の拡大に

伴い学業や進学・就職活動等、先が見えない不安を抱えて過ごし

ております。また、多数の学生がアルバイトをしておりますが、

一部の学生からはアルバイトによる収入が激減し、日常生活にも

苦慮しているとの声が届いております。 

このような状況の中、本学独自の学生への経済的支援策とし

て、北海道教育大学基金（修学支援事業）を活用した「緊急学生

支援金」を給付することとしました。 

今、窮地に立たされている多くの学生を支援するため、皆様の

ご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

■寄附金の使途 

「緊急学生支援金」として、経済的に支援を必要としている学

生に給付します。 

※北海道教育大学基金（修学支援事業）から給付 

■寄附金の受付先 

「緊急学生支援金へのご協力（寄附）のお願い」 

北海道教育大学基金 修学支援事業からお願いします。 

 

北海道教育大学基金の詳細については 19 ページをご覧くださ

い。 
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教育活動 

 

札幌校でＮＨＫ大学セミナー開催 

令和 2 年 1 月 21 日（火）、ＮＨＫ札幌放送局との共催による

ＮＨＫ大学セミナーが開催されました。 

講師には、オリンピックに 5 度出場された元女子フリースタイ

ルスキー・モーグル日本代表の上村 愛子氏を札幌校にお招き

し、教養科目「生きる」の 1 コマの中で、上村氏のこれまでの競

技生活を中心に、授業担当教員の札幌校 幸坂准教授との対談形

式により講演いただきました。 

 本授業は双方向遠隔授業システムを活用して札幌校から旭川校

及び釧路校に配信し、札幌校 102 名、旭川校 67 名、釧路校 33 名

の計 202 名が参加しました。 

 

旭川校学生が「毎日書道展」において入賞 

毎日新聞社と一般財団法人毎日書道会が主催する「毎日書道

展」において、旭川校学生国語教育専攻（書道）2 名が 23 歳以下

の近代詩文書部門で最高賞を受賞しました。 

・宮崎 万由有 

 第 70 回毎日書道展「U23 毎日賞（近代詩文書部）」受賞 

・藤原 悠里 

 第 71 回毎日書道展「U23 毎日賞（近代詩文書部）」受賞 

 今後のお 2 人の活躍が期待されます。 

 また、書道の指導教員である旭川校 西川 竜矢（西川空寫）

准教授が、同じく第 71 回毎日書道展において毎日賞（近代詩文書

部）を受賞しています。 

 

附属釧路小学校で箏・尺八鑑賞会及び箏体験を実施 

令和 2 年 2 月 5 日（水）、4 年生・6 年生の合同音楽「箏、尺

八鑑賞会」、6 年生音楽「箏体験」を行いました。今回の音楽授業

は、箏や尺八に関心をもち、演奏体験を通して和楽器に親しむこ

とや、その音色を味わいながら聴くことを目的として実施しまし

た。 

 講師として、附属釧路小学校児童の保護者で生田流宮城社教師 

相澤 真一様、釧路市立北中学校音楽科教諭 藤崎 悦子先生、

都山流尺八師範の資格をもつ附属釧路小学校教諭 齋 慎之先生

（山号：齋煉山）をお招きしました。 

 音楽を通して日本の文化に触れる貴重な時間となりました。 
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研究活動 

 

札幌校教員が「令和元年度雪崩災害防止功労者」の表彰 

令和 2 年 1 月 15 日(水)、国土交通省が主催する「雪崩災害防止

功労者の表彰及び雪崩災害防止セミナー」(岐阜県高山市)が開催さ

れ、札幌校理数教育専攻 尾関 俊浩教授が雪崩災害防止功労者

の表彰を受けました。本セミナーは、最近の雪崩災害の特徴と対

策の研究及び雪崩災害防止に対する防災意識の向上を図るため、

雪崩災害防止に関する啓発活動として全国的に実施しています。

この賞は、雪崩による災害防止に関して顕著な功労があり、他の

模範として推奨に値すると認められる個人及び団体に授与される

ものです。 

 尾関教授は、自然災害科学・防災学等を専門として、雪崩や列

車着雪等の雪害の発生メカニズム等、永年にわたり雪崩発生機構

に関する研究、研修会等の講師、災害防止技術の発展及び雪崩防

止技術思想の普及に対する功績が認められ表彰されたものです。 

 

旭川校教員を含む研究グループの論文がイギリスの科学雑誌

Nature に掲載 

本学旭川校理科教育専攻 関口 朋彦教授が宇宙航空研究開発

機構（JAXA）、立教大学、足利大学、千葉工業大学、会津大学、

名古屋大学、German Aerospace Center(DLR)、Max-Planck 

Institute for Extraterrestrial Physics University of Stirling 等と

取り組んでいる国際共同研究の研究成果をまとめた論文が令和 2

年 3 月 17 日（日本時間）付でイギリスの科学雑誌 Nature に掲載

されました。この論文は、宇宙航空研究開発機構（JAXA）が運用

する日本の小惑星探査機「はやぶさ 2」搭載の赤外線観測装置を用

いた小惑星リュウグウの観測結果をまとめたものです。 

 

釧路校教員が津別町から約 2000 万年前の二枚貝の新種を発見 

北見市南東部から美幌町・津別町にかけては津別層群（つべつ

そうぐん）とよばれる、古第三紀漸新世後期から新第三紀中新世

初期（約 2800 万～1800 万年前）の海で堆積した地層（海成層）

が広く分布しています。平成 30 年に北海道オホーツク総合振興局

によって津別町最上（もがみ）で行われた道道 27 号北見-津別線

の工事に伴い、津別層群津別層に由来する貝化石を含む多数の岩

塊が得られました。 

釧路校松原 尚志准教授は、北見市北網圏北見文化センター、

九州大学、産業技術総合研究所地質調査総合センターの研究者と

の共同研究の一環として、現地調査と産出した化石の研究・標本

整理を進めてきました。その結果、腹足類（巻貝）5 種、掘足類

（角貝）1 種、二枚貝類の 8 種の産出が確認され、これらのうち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇論文タイトル 

「Highly porous nature of a primitive asteroid revealed by 

thermal imaging」 

 

リュウグウ形成のシナリオ 

 ©Okada et al., Nature 2020 

 

 

 

二枚貝類 1 種が新種であることが明らかとなりました。 

 この新種が松原准教授によって Malletia tsubetsuensis 

Matsubara in Matsubara et al., 2020 (和名：ツベツスミゾメソ

デガイ)と命名され、令和 2 年 3 月 20 日発行の『北見博物館研究

報告』第 1 号に公表されることとなりました。 
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社会貢献活動 

 

「拓北・あいの里教育フォーラム 2020」を開催 

令和 2 年 2 月 16 日（日）、拓北・あいの里地区センター多目

的ホールにおいて札幌校と拓北・あいの里地区教育連携懇談会の

主催により、「拓北・あいの里教育フォーラム 2020」を開催し、

一般市民、学生、教員など約 70 名の参加がありました。 

 本フォーラムは平成 13 年度から毎年度開催しており、19 回目

を迎える本年度は、「あたらしい教育をめざして～学校教育と地

域のこれまでとこれから」をテーマに児童・生徒を持つ保護者だ

けではなく、地域住民とともに学校教育の今とこれからの姿につ

いて考えていくことを目的に開催しました。 

 札幌校では、今後も拓北・あいの里地区の教育機関、連合町内

会、青少年育成委員会他の地区団体との連携を図りながら、本教

育フォーラムを継続して実施していきます。 

 

釧路校教員と学生が「うらほろフォーラム 2020」で発表 

令和 2 年 2 月 22 日（土）に浦幌町中央公民館において「うら

ほろフォーラム 2020」が開催され、釧路校の教員と学生が参加

し、発表を行いました。 

 浦幌町では、地域の未来を担う子どもたちが夢と希望を抱ける

町づくりを目指し「うらほろスタイル教育」を推進しています。

「子どもを軸」に「学校を舞台」に、学校と地域の連携・協働に

より子どもたちに地域に対する愛着を育む「うらほろスタイル」

は、持続可能な地域づくりに向けた新しい時代の教育のあり方と

して全国的な注目を集めています。  

 

 

函館校で被災地支援実習報告会及び講演「北海道胆振東部地震被

災地支援の現場から見えてきたことⅡ」を開催 

令和 2 年 2 月 6 日（木）、函館校において、被災地支援実習報

告会及び講演「北海道胆振東部地震 被災地支援の現場から見え

てきたことⅡ」を開催しました。 

 今回、ＮＰＯ法人 ezorock と本校が連携し、北海道胆振東部地

震で被災した地域にて実施した支援実習（地域づくり支援実習、

地域政策ボランティア実習）を通して、参加学生並びに一般市民

の方々と被災地支援の現場から見えてきた課題等について共に考

え、理解を深めるために実施されました。 

今後とも函館校では、さまざまな機会を通じて、被災地への支

援活動を積極的に支援していきます。 
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国際交流・協力活動 

 

令和元年度日本語・日本文化研修プログラム（春季）を実施 

令和 2 年 2 月 11 日（火）～2 月 20 日（木）まで、本学との協

定校である台湾・台北市立大学から研修生 14 名を受け入れ、日本

語・日本文化研修プログラムを実施しました。本研修は、日本語

と日本文化に興味のある学生を対象に、日本語能力の向上及び日

本文化理解を目的とした約１週間のプログラムです。国際交流・

協力センターで主催し、研修生は、羊ヶ丘展望台、定山渓温泉、

小樽市を訪問し、本学サテライト教室において、風呂敷講座体験

も行いました。研修生の通訳チューターとして、本学学生が研修

先へ同行することにより、研修生との交流を深めることができま

した。本研修を通して、参加学生たちの日本語及び日本文化に対

する関心が高まり、今後も学び続けることを期待しています。 

 

へき地・小規模校教育研究センター員がラオス人民共和国におい

てへき地教育の研修指導を実施 

本学は、JICA 草の根事業を実施している公益社団法人シャンテ

ィ国際ボランティア会と覚書を交わし、ラオス人民共和国（以下

「ラオス」という。）における教員養成校教官の能力強化を通じ

た、複式学級運営改善に資するため、ラオスにおける研修及びモ

ニタリング結果に対する指導、助言等を行うこととしておりま

す。 

 令和元年 12 月 25 日（水）～27 日（金）、本学へき地・小規

模校教育研究センター 玉井 康之センター長ほか全 7 名が、ラ

オス北部のルアンパバーン県教育委員会・大学校・郡教育委員

会・へき地校を訪問し、現地のへき地教育の研修指導にあたりま

した。今回、昨年 5 月に続き 2 回目の訪問となり、現地の教育関

係者から期待を持って歓迎されました。 

 

台北市立大学体育学部運動科学研究所を訪問 

令和 2 年 2 月 7 日（金）、横山 吉樹理事、岩見沢校 志手 

典之キャンパス長及び同校芸術・スポーツビジネス専攻 鈴木 

哲平講師がスポーツに関する研究交流を目的として台北市立大学

を訪問しました。かねてより台北市立大学と本学は、教育分野や

音楽分野で教職員や学生との交流がありましたが、スポーツ分野

でははじめての交流の機会となりました。 

 両者の懇談を通して、「子どもの健康づくり」、「高齢者向け

ヘルスプロモーション」といったお互いが共通して取り組める領

域を確認しました。この訪問を契機に両大学の絆が深まり、今後

の研究活動が広がることへの期待感が高まりました。 
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クラウド 

ファンディングで 

目標金額を達成 
北海道教育大学では、新時代の幕開けとなった令和元年、本学が 70

周年を迎えることを契機に、キャンパス独自の取組の活性化とリノベ

ーション（再生・刷新・創造）実現を目的とする『キャンパス活性化

リノベーション事業』を創設しました。『キャンパス活性化リノベー

ション事業』は、「学生の声」や『学生を思う教職員の思い』を事業

計画としてホームページに公表いたします。教育現場を「見える化」

することで、開かれた大学を目指すとともに、皆様の【共感】を糧と

して、魅力ある「活きた」キャンパスへと再生・創造します。『キャ

ンパス活性化リノベーション事業』では、皆様から【共感】をキーワ

ードとして寄附を募り、本学の予算と合わせて事業を実施します。 

岩見沢校では本学として初めて、クラウドファンディングによる寄

附募集に挑戦しました。令和元年 11 月 1 日(金)～12 月 26 日(木)に

おいて、募集したクラウドファンディング「旧浄化槽設備の大学ギャ

ラリー改修計画」には、目標金額の 150 万円を上回る 184.4 万円もの

ご支援をいただくことができました。また。「北海道教育大学基金」

へのご寄付と合わせて、約 518 万円ものご支援をいただきました。ご

支援いただきました皆さまには、心よりお礼申し上げます。 

 ギャラリーの完成に向けた今後の予定等は、岩見沢校ホームページ

にて報告を行います。 
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.  

 

北海道 

教育大学 

基金 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（旭川校 L301 教室） 

北海道教育大学基金は、教員を目指す、あるいは地域社会の様々な分野で活躍しようと

勉学に励む学生を支援するために、平成 18 年 12 月に設立されました 

基金による事業の概要 

１.育英事業 

成績が優秀な学生に対する奨学金の給付 

２.表彰事業 

個人又は団体に対する表彰 

３.修学支援事業（※所得税の税額控除の対象事業） 

経済的理由により修学困難な学生に対する授業料の減免及び

奨学金の給付並びに学生の海外留学に係る渡航費用の一部補

助 

４.研究プロジェクト、公開講座等開催の支援事業 

特定の研究プロジェクト又は公開講座等開催に対する支援 

５.修学環境整備事業 

  教室等の施設・設備の整備及び教育環境の整備 

６.附属学校（園）支援事業 

  附属学校(園)の施設・設備の整備及び活動支援事業 

７.課外活動支援事業 

  学生の課外活動に対する支援 

８.その他基金の目的達成に必要な事業 

令和元年度基金による事業の実施状況（主な取組み） 

〇育英事業 

①優秀な大学院生への奨学金支給 

２年次大学院生 10 名に対し、１人 10 万円、計 100 万円を支

給しました。 

②優秀な学部学生への奨学金支給 

2～4 年次学生 15 名に対し、1 人 10 万円、計 150 万円を支

給しました。 

〇修学支援事業 

①経済的理由により修学困難な学生に対する授業料減免 

5 名に対し、後期分授業料の半額、計 669,750 円を免除しま

した。 

②経済的理由により修学困難な学生に対する奨学金給付 

20 名に対し、１名 10 万円、計 200 万円を給付しました。 

③経済的理由により修学困難な学生の海外留学支援のための奨

学金給付 

５名に対し、海外留学に係る渡航費用の一部補助として、計

50 万円を給付しました。 

○教員養成特別入試奨学金 

教員となる強い意志を持った者を対象とした「教員養成特別

入試」で合格した入学生 10 名に対し、１名 10 万円、計 100 万

円を支給しました。 
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北海道教育大学基金の受入状況 

平成 18 年 12 月の基金創設時から令和２年 3 月までのご寄附の

受入合計額は、216,916,031 円となりました。 

 

北海道教育大学基金へのご支援のお願い 

国立大学が法人化され、国からの運営費交付金の削減と中期計

画の達成度や成果に基づく運営費交付金の再配分という仕組みに

より、本学のような教員養成系単科大学にとっては、運営が大変

厳しい時代となりましたが、「教員と地域人材の育成を通じて、

地域の成長・発展を牽引する大学」の実現に努めてまいりますの

で、今後とも一層のご理解、ご支援を賜りますようよろしくお願

いします。 

 

寄附方法について 

北海道教育大学基金の Web サイトからお申込みいただけます。  

詳細は Web サイトをご覧ください。（スマートフォンからのお

申込みもできます） 

                  

 

※北海道教育大学基金の修学支援事業へのご寄附については、

税額控除の対象となります。 

 

 

北教大古本募金について 

皆様が読み終えた書籍等を提供いただくと、その買取金額が

「北海道教育大学基金」に寄附され、育英事業等に役立てられま

す。ホームページからのお申し込みに加え、各キャンパスに回収

ボックスも設置しております。不要となった書籍、CD、DVD など

のご寄附をお待ちしております。 

 

寄附者のご芳名の掲載について 

ご寄附をいただいた方々への感謝の意を込めまして、本学のホ

ームページにご芳名を掲載させていただきます。また、高額のご

寄附をいただいた方々につきましては、本学ホームページ上の

Web 寄附者銘板にご芳名を刻み、末永く顕彰させていただきま

す。※ご芳名の掲載の削除を希望される場合は、その旨ご連絡く

ださいますようお願いいたします。 

 

贈呈品について 

一定額以上のご寄附をいただいた方々に、北海道教育大学関連

の贈呈品を差し上げております。 

  

ホタテ箸          藍染ハンカチ 

附属特別支援学校の生徒が作業学習の中で、箸袋の作成や梱包

作業を行っています。 
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学生支援 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「明日を支える〈記憶〉になろう。」キャンペーン写真） 

学生支援の取組み 

本学では厳しい財政状況の中、経費の節減・自己収入の増加に

努め、学生に対する教育に必要な経費を確保し、積極的に教育サ

ービスを提供しています。 

 

 

 

 

 

学生一人当たりの教育に要する経費（内訳） 

学生一人当たりの教育に要する経費（年額） 

1,5２１千円 

学生等の教育に要する経費 

（計 8,079,958 千円） 

   ÷ 学生数 （附属学校除く） 

（5,312 人）＝ 1,521 千円 
                             

・学生の負担する授業料（535,800 円）の外に、一人あた

り年間約 100 万円が運営費交付金等により賄われていま

す。 
 

学生等の教育

に関する経費

8,079,958千円

【教員人件費】5,908,177千円

【水道光熱費】273,455千円

【報酬・委託費等】287,455千円

・施設及び構内環境の維持・管理費用

・学生の健康診断費用 等

【保守費・修繕費】 255,470千円

・建物等の施設及び授業用設備機器等の

点検・整備・修理費用 等

【奨学費】 491,209千円

・授業料免除の費用

・留学生への補助費用 等

【その他】307,730千円

・入学式等各種行事の実施費用 等

【旅費交通費等】140,079千円

・授業に係る旅費 等

【消耗品費・備品費等】 416,383千円

・授業等で使用する教材等の購入費用

・教育用パソコンの借用費用

・学生便覧、開設科目一覧等の印刷費用 等
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授業料の免除 

467,555 千円 前年度比 8,576 千円減  

（参考：平成 30 年度 476,131 千円） 

                             

・経済的理由によって、授業料の納入が困難であり、かつ、

学業優秀と認められる学生に対し、授業料の全額、半額又は

一部（4 分の 1）を免除しました（前後期計 2,152 人）。 

 

教員一人当たりの学生数 

15.4 人 
学生数(5,312 人)÷常勤教員数 

(附属学校を除く)(345 人) 
 

学内ワークスタディ実施経費 

9,586 千円 前年度比 1,043 千円減 

（参考：平成 30 年度 10,629 千円） 

                             

・学生に対する一定の教育的配慮の下、学生が学内の業務に

従事し、報酬を得ることで、経済的負担の軽減、学習の深

化、就業体験機会の付与等を図る事業です。 

 

 

※授業料の免除額、学内ワークスタディ実施費経費の減少は、国

からの予算配分の減少に伴うもの。 

 

令和元年度卒業・修了者の就職状況 

就職支援セミナーや志望分野ごとの講座を設けたり、合同企業

説明会を開催したりと、さまざまな事業で学生をバックアップし

ています。 

 

課程別就職状況 

 

 

 

 

 

教員

405 名（58.3%）公務員

101 名

（14.5%）

民間企業

104 名（15.0%）

進学

59 名（8.5%）
その他

26 名（3.7%）

教員養成課程卒業者の就職状況（札幌校・旭川校・釧路校）

教員

36 名（45.0%）

公務員

4 名（5.0%）

民間企業

18 名（22.5%）

進学

1 名（1.2%）

その他

5 名（6.3%）

現職

16 名（20.0%）

修士課程（専門職学位を除く）修了者の就職状況

教員

33 名(11.5%)

公務員

56 名

(19.4%)

民間企業

167 名(58.0%)

進学

13 名

(4.5%)

その他

19 名

(6.6%)

教員養成課程以外卒業者の就職状況（函館校）

教員

21 名(11.5%)

公務員

20 名(11.0%)

民間企業

94 名(51.7%)

進学

24 名(13.2%)

その他

23 名(12.6%)

教員養成課程以外卒業者の就職状況（岩見沢校）

総数

182名

総数

695名
総数

288名

総数

80名

 

 

 

 

教員正規採用率 No.１！ 

（平成 31 年 3 月卒業者。北海道・東北地区における、国立

教員養成大学、教員養成課程がある国立大学のうち） 
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主な就職先 

教員 
民間企業 

業種 企業等名称 業種 企業等名称 業種 企業等名称 

北海道 

建設業 

（株）一条工務店 

卸売業・小売業 

島村楽器（株） 

教育・学習支

援業 

（株）クラ・ゼミ 

札幌市 （株）タマホーム （株）セコマ （福）厚生協会やすらぎ荘 

青森県 ミサワホーム北海道（株） ダイハツ北海道（株） （株）札幌進学プラザ 

岩手県 （株）ワールドコーポレーション （株）ツルハ （公財）さっぽろ青少年女性活動協会 

宮城県 アイリスオーヤマ（株） DCM ホーマック（株） （株）進学会 

仙台市 山藤三陽印刷（株） （株）ディーゼルジャパン （株）スタディーネットワーク 

秋田県 太平洋セメント（株） （株）ニトリ （株）トライグループ 

山形県 よつ葉乳業（株） 長谷川産業（株） （株）ニコス 

福島県 
電気・ガス・

熱供給・水道

業 

（株）エネサンス北海道 ハミューレ（株） 国立大学法人北海道大学 

茨城県 北ガスフレアスト（株） （株）ファーストリテイリング （株）増田塾 

栃木県 北海道エア・ウォーター（株） （株）ほくやく・竹山ホールディングス （株）LITALIKO 

埼玉県 ミライフ北海道（株） 

金融業・保険業 

あいおいニッセイ同和損害保険（株） 練成会グループ（株式会社れんせい） 

千葉県・千葉市 

情報通信業 

（株）アシスト北海道 アコム（株） 

医療・福祉 

（福）HOP 

神奈川県 Indeed Japan（株） 旭川信用金庫 日本赤十字社 

横浜市 （株）グラフィニカ SMBC 日興証券（株） （株）PCI こどもねっとみはら 

新潟県 ダイヤモンドヘッド（株） 東京海上日動火災保険（株） （株）ベネッセスタイルケア 

石川県 トランスコスモス（株） 日本生命保険相互会社 国立大学法人広島大学 広島大学病院 

岐阜県 日本アニメーション（株） （株）北洋銀行 （福）北海道社会事業協会函館病院 

静岡県 日本コンピューターサイエンス（株） （株）北海道銀行 （福）侑愛会 

愛知県 （株）日本システムコンサルタント 三井住友海上火災保険（株） 
複合サービス

事業 

札幌商工会議所 

京都府 日本文教出版（株） （株）みちのく銀行 ホクレン農業協同組合連合会 

京都市 日本放送協会 明治安田生命保険相互会社 北海道信用漁業協同組合連合会 

兵庫県 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 

不動産業・物品

貸付業 

（株）カチタス 
その他サービ

ス業 

（一社）国際交流サービス協会 

神戸市 （株）北海道アルバイト情報社 （株）カナモト 東京美装北海道（株） 

和歌山県 （株）北海道新聞社 住友不動産販売（株） （一社）日本自動車連盟 

愛媛県 （株）ホープス タイムズモビリティ（株） 
その他専門・

技術サービス 

（株）AI'S インテリアデザイン 

福岡県 （株）マイナビ 日本グランデ（株） （株）ジャパンインターナショナル総合研究所 

沖縄県 楽天（株） 三井不動産リアルティ札幌（株）   

公務員 

運輸業・郵便

業 

ANA 新千歳空港（株） 

宿泊業・飲食サ

ービス業 

カラカミ観光（株）   

（株）栗林商会 （株）東横イン   

国家公務員一般職 全日本空輸（株） トーホウリゾート（株）   

北海道庁 津軽海峡フェリー（株） 野口観光（株）   

北海道警察 ナラサキスタックス（株） ルートインジャパン（株）   

札幌市役所 日本通運（株） 

生活関連サービ

ス・娯楽業 

（株）あいプラン   

旭川市役所 日本郵便（株） クラブツーリズム（株）   

釧路市役所 東日本旅客鉄道（株） （株）合田観光商事   

函館市役所 北海道旅客鉄道（株） 資生堂ジャパン（株）   

岩見沢市役所 

卸売業・小売

業 

（株）アインホールディングス （株）ぜん   
 

青山商事（株） 藤和那須リゾート（株）   
 

石屋製菓（株） （株）日本旅行北海道   
 

国分北海道（株） （株）ラウンドワン   
 

（株）三城ホールディングス 教育・学習支援業 （株）イーオン   

 

キャリアセンターについて 

学生がしっかりと働くことの意義について自分から向き合い、

希望する進路に歩むことができるように、学内でキャリア支援講

座を設けたり、合同企業説明会を開催したりと、さまざまな事業

で学生をバックアップしています。 

また、各キャンパスにキャリア相談員を配置し、学生の進路選

択に関する質問や悩みに丁寧に対応。毎日多くの学生が訪れてい

ます。 

 

採用・求人・インターンシップ情報の提供について 

 本学では、2021 年卒以降の学生に対し、オンライン求人票管理

システム【キャリタス UC】（https://uc.career-tasu.jp/corp/）

を利用し、求人情報・インターンシップ情報を公開させていただ

くこととなりました。 

本学学生へ求人票・インターンシップ情報の公開を希望する場

合は、キャリタス UC より企業・団体様ご自身での求人票登録・本

学への配信設定をお願いいたします。 

 

https://uc.career-tasu.jp/corp/
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令和元年度修学環境整備実績 

札幌校レストルーム整備事業(キャンパス活性化リノベーション事業) 

目的積立金及びキャンパス活性化リノベーション事業による寄附金を活用し、講義棟東トイレを改修しました。 

 

 

  

 

附属学校児童生徒用机椅子更新 

児童・生徒が授業等に集中し活動ができる環境を整えるため、A 版教科書等に対応した机及び椅子の更新を行いました。 

 

 

 

 

函館校体育館キャットウォーク等整備 

体育館のキャットウォークを整備し安心・安全な環境を整えました。あわせて，バスケットゴールも更新しました。 
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令和元年度決算のポイント 
令和元年度の決算について 

第 3 期中期目標期間の 4 年目となった令和元年度は、経常収益

が 86 百万円増加しましたが、主な要因は特殊要因運営費交付金と

して措置される退職手当支給額が増加したことにより、運営費交

付金交付額が増加したことによるものです。 

 一方で、学生納付金収入が 59 百万円減少、各種補助金交付額が

18 百万円減少しました。 

 このような厳しい財政状況の中､「人間と地域の成長・発展を促

す大学」及び「学生の自主的学修、自主・自律的活動を促す体制 

 

を構築する」というテーマのもと、これまでと同様に教育経費の

財源確保に努め、学生支援を積極的に行うとともに、限られた予

算の中で計画的に、修学環境の改善・向上を図りました。教育経

費は減少しましたが、主な要因は施設に係る修繕費が減少したこ

とによるものです。 

 今後も、引き続き厳しい財政状況ではありますが、一層の財源

獲得に努め、教職員一丸となって、教育・研究活動の充実・発展

のために更なる改善・効率化を図ります。 

平成30年度 令和元年度

2,058 1,995

教育経費

6千

3百万円

減

平成30年度 令和元年度

32

14

各種補助金交付額

1千

8百万円

減

（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度

10,871 10,957

経常収益

8千

6百万円

増

平成30年度 令和元年度

2,778 2,719

学生納付金収入

5千

9百万円

減

（単位：百万円）

（単位：百万円）
平成30年度 令和元年度

7,023 7,259

運営費交付金交付額

特殊要因運営費交付金

基幹運営費交付金

（単位：百万円）

2億3千

6百万円

増6,544

479

6,547

712

平成30年度 令和元年度

41

32

北海道教育大学基金受入額

9

百万円

減

（単位：百万円） （単位：百万円）
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財務諸表ダイジェスト 

国立大学法人は､「『国立大学法人会計基準』及び『国立大学

法人会計基準注解』報告書」に従って会計を行い、国民に対し

て、その財政状態及び運営状況を明らかにするため、財務諸表 

（貸借対照表、損益計算書、利益の処分に関する書類、キャッシ

ュ・フロー計算書、国立大学法人等業務実施コスト計算書）を作

成することとされています。 

（単位：百万円）

（10,965） （10,965）

【借方】 【貸方】

経常費用

臨時損失

10,839

目的積立金取崩額

8

自己収入等

3,479

損益計算書の費用

10,839

収入 支出 国立大学法人等

10,475 10,071 業務実施コスト

7,777

417

負債

貸借対照表 損益計算書 利益の処分に関する書類

令和2年3月31日における本学の財政状態

を示すもので、平成16年の法人化移行時

に国から引き継いだものも含めて、すべて

の資産、負債及び純資産の状況を表しま

す。

平成31年4月1日～令和2年3月31日の本

学の事業規模を明らかにするもので、本

学の教育・研究等の業務運営に要した費

用、運営費交付金・自己収入等による収

益や利益の発生状況を表します。

損益計算書により算定された当期未処分

利益の処分内容を表します。

（46,957） （46,957）

【借方】 【貸方】

国立大学法人等

業務実施コスト計算書
キャッシュ・フロー計算書

当期総利益

126

純資産

経常収益

10,957

39,334

資産

当期未処分利益

126

目的積立金　76

積立金　　　50

46,957

(当期未処分利益)

（126）

損益計算書上には計上されない

費用相当額

・損益外減価償却相当額

・損益外減損損失相当額

・損益外利息費用相当額

・損益外除売却差額相当額

・引当外賞与増加見積額

・引当外退職給付増加見積額

・機会費用

現金預金期首残高

1,463

平成31年4月1日～令和2年3月31日におけ

る本学の資金の流れを、一定の活動別に区

分して表します。

本学の教育・研究等の業務運営に要した

費用のうち、どの程度国民負担により賄

われたかを表します。

現金預金期末残高

1,867

当期未処分利益126百万円のうち、

76百万円を「目的積立金」として承

認申請します。目的積立金は、文部

科学大臣より承認された後、本学の

教育研究に係る業務に使用すること

が可能となります。
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貸借対照表の概要 

（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 対前年度 平成30年度 令和元年度 対前年度

固定資産 45,568 44,943 ▲ 625 固定負債 5,996 5,937 ▲ 59

有形固定資産 45,513 44,879 ▲ 634 資産見返負債 5,627 5,573 ▲ 54

土地 29,667 29,667 0 長期寄附金債務 125 125 0

建物 11,839 11,213 ▲ 626 長期未払金 106 102 ▲ 4

構築物 317 297 ▲ 20 資産除去債務 136 137 1

機械装置 0 0 0 流動負債 1,325 1,685 360

工具器具備品 488 442 ▲ 46 運営費交付金債務 86 102 16

図書 2,950 2,912 ▲ 38 寄附金債務 188 192 4

美術品・収蔵品 236 237 1 未払金 892 1,233 341

車両運搬具 14 14 0 その他 158 157 ▲ 1

建設仮勘定 0 95 95 負債の部合計 7,322 7,623 301

無形固定資産 47 56 9 資本金 41,257 41,257 0

ソフトウェア 47 56 9 資本剰余金 ▲ 1,934 ▲ 2,509 ▲ 575

投資その他の資産 6 6 0 資本剰余金 9,682 9,769 87

その他 6 6 0 損益外減価償却累計額 ▲ 11,607 ▲ 12,250 ▲ 643

流動資産 1,570 2,014 444 損益外減損損失累計額 ▲ 2 ▲ 21 ▲ 19

現金及び預金 1,463 1,867 404 損益外利息費用累計額 ▲ 7 ▲ 7 0

未収入金 45 36 ▲ 9 利益剰余金 494 586 92

未収学生納付金収入 47 95 48 前中期目標期間繰越積立金 114 114 0

有価証券 － － － 目的積立金 181 331 150

その他 13 13 0 積立金 13 13 0

当期未処分利益（当期未処理損失） 184 126 ▲ 58

純資産の部合計 39,816 39,334 ▲ 482

資産の部合計 47,139 46,957 ▲ 182 47,139 46,957 ▲ 182

主な増減理由

資

産

の

部

負

債

の

部

純

資

産

の

部

負債・純資産の部合計

　○建物：▲626百万円

　　　減価償却による減少

　　　職員宿舎減損会計処理による減少

　○工具器具備品：▲46百万円

　　　減価償却及び除却による減少

　○建設仮勘定：95百万円

　　　施設整備費補助金等による、翌年度完成の工事契約に伴う増加

　

○資産見返負債：▲54百万円

　　償却資産の減価償却及び除却による減少

○未払金：341百万円

　　退職手当未払いの増加

○損益外減価償却累計額：▲643百万円

　　施設費を財源とした固定資産の減価償却累計額

○目的積立金：150百万円

　　前年度の剰余金の繰入

土地

29,667百万円

（63.2％）

建物

11,213百万円

（23.9％）

工具器具備品

442百万円（0.9％）

図書

2,912百万円（6.2％）

現金及び預金

1,867百万円（4.0％）
その他

853百万円（1.8％）

資 産
４６，９５７
百万円
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損益計算書の概要 

（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 対前年比 平成30年度 令和元年度 対前年比

10,685 10,835 150 経常収益 10,871 10,957 86

業務費 10,340 10,497 157 運営費交付金収益 6,948 7,230 282

教育経費 2,058 1,995 ▲ 63 授業料収益 2,695 2,589 ▲ 106

研究経費 292 261 ▲ 31 資産見返運営費交付金等戻入 195 192 ▲ 3

教育研究支援経費 149 176 27 公開講座収益 0 0 0

受託研究費 11 7 ▲ 4 入学金収益 377 383 6

共同研究費 0 0 0 検定料収益 80 80 0

受託事業費 18 13 ▲ 5 受託研究収益 11 7 ▲ 4

役員人件費 100 97 ▲ 3 共同研究収益 0 0 0

教員人件費 5,825 5,908 83 受託事業収益 18 13 ▲ 5

職員人件費 1,883 2,037 154 寄附金収益 87 83 ▲ 4

 一般管理費 344 336 ▲ 8 資産見返寄附金戻入 28 22 ▲ 6

雑損 0 0 0 補助金等収益 32 14 ▲ 18

臨時損失 1 4 3 資産見返補助金等戻入 64 55 ▲ 9

当期総利益（当期総損失） 184 126 ▲ 58 施設費収益 94 23 ▲ 71

雑益他 236 259 23

臨時利益 － － －

目的積立金取崩額 － 8 8

10,871 10,965 94 10,871 10,965 94

※経常費用には５０万円以上の設備等・図書は含まれていません。

主な増減理由

　○教育経費：▲63百万円

　　　講義室等教育施設に係る修繕費の減少

　〇教員人件費：83百万円　○職員人件費：154百万円

　　　退職手当支給額の増加

〇運営費交付金収益：282百万円

　　運営費交付金により措置される退職手当額の増加

○授業料収益：▲106百万円

　　授業料による固定資産の取得増加に伴う授業料収益の減少

経常費用

計 計

人件費

8,043百万円

（74.2％）

教育経費

1,995百万円

（18.4％）

研究経費

261百万円（2.4％）

教育研究支援経費

176百万円（1.7％）

一般管理費

336百万円（3.1％）

受託研究・事業費

21百万円（0.2％）

経常費用
１０，８３５
百万円

運営費交付金収益

7,230百万円

（66.0％）

学生納付金収益

3,053百万円

（27.9％）

寄附金収益

83百万円（0.8％）

雑益

258百万円（2.3％）

その他

308百万円（2.8％）

経常収益
１０，９５７
百万円

施設費収益

23百万円（0.2％）
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キャッシュ・フロー計算書の概要 

（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 前年比

203 514 311

1 ▲ 67 ▲ 68

▲ 44 ▲ 43 1

160 403 243

1,303 1,463 160

1,463 1,867 404

主な増減理由

 ○業務活動によるキャッシュ・フロー：311百万円

　　運営費交付金収入が増加したため

 ○投資活動によるキャッシュ・フロー：▲68百万円

　　施設費による収入が減少したため

区　　分

業務活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

資金の増加・減少額

資金期首残高

資金期末残高

 

利益の処分に関する書類の概要 

国立大学法人が獲得した利益（当期未処分利益＝当期総利益）

のうち、経営努力の認定を受けたものについては、目的積立金と

して、中期計画で定められた使途の範囲内において、国立大学法

人が自主的な判断により使用することができます。 

 認定されなかった額については、積立金となり、現金支出を伴 

う業務には使用できないこととなります。 

 なお、令和元年度に目的積立金として計上した 76 百万円につい

ては、教育研究の質の向上及び組織運営の改善に対して計画的に

充当していく予定です。 

業務実施コスト計算書の概要 

（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 前年比

業務費用 7,077 7,360 283

損益計算上の費用 10,686 10,839 153

（控除）自己収入 ▲ 3,608 ▲ 3,479 129

損益外減価償却相当額 707 653 ▲ 54

損益外減損損失相当額 0 20 20

損益外利息費用相当額 0 0 0

損益外除売却差額相当額 1 0 ▲ 1

引当外賞与増加見積額 36 ▲ 13 ▲ 49

引当外退職給付増加見積額 ▲ 30 ▲ 245 ▲ 215

機会費用 0 1 1

（控除）国庫納付額 - - -

業務実施コスト 7,792 7,777 ▲ 15

主な増減理由

約６２円
　※平成30年度

　　　　約62円

　　　　（人口　１億２６１６万人　令和元年１０月１日現在）

国民１人当たりの負担となるコスト

 ○損益計算上の費用：153百万円

  　退職手当支払額の増加によるもの

 ○引当外退職給付増加見積額：▲215百万円

  　見積額の減少によるもの

区　　分

【参考】平成３０年度他大学の状況

東京大学 約８７８円

北海道大学 約３４５円

東京学芸大学 約７２円

愛知教育大学 約４１円

大阪教育大学 約５３円
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決算報告書（決算ベース）の概要 
【収入】 【支出】 （単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度

7,023 7,259 9,728 10,116

379 144 9,728 10,116

0 0 0 0

32 14 410 175

0 0

32 14

2,974 2,915 0 0

0 0

0 0

0 0

197 196

110 98

7 0

0 0

0 0

0 34

10,557 10,495 10,275 10,400

282 95

■運営費交付金収入の推移

■自己収入及び授業料免除額の推移 

　主な自己収入は、授業料、入学金及び検定料収入となっており、授業料免除の拡充及び平成27年度以降学部改組に伴う入学定員の

見直しにより減少しています。

計 計

収入－支出

　大学の業務運営の基礎財源として毎事業年度、国から交付される運営費交付金は、この２・３年は減額がとまり、やや増える方向

に向いていますが、法人化当初の平成16年度以降減少傾向にあり、財政状況は厳しいものとなっています。

目的積立金取崩

0 0
附属病院収入

財産処分収入

雑収入

産学連携等研究収入及び寄

附金収入等

引当金取崩

長期借入金収入

貸付回収金

105 95

自己収入 貸付金

授業料、入学金

及び検定料収入
2,778 2,719

長期借入金償還金

大学改革支援・学位授与機構施

設費交付事業費納付金

船舶建造費補助金 診療経費

補助金収入 施設整備費

大学改革支援・学位授与機

構施設費交付事業費
31 31

船舶建造費

補助金

産学連携等研究経費及び寄附金

事業費等

施設整備費補助金 教育研究経費

区　　分 区　　分

運営費交付金 業務費

7,377

6,943 6,970

7,177

7,023

7,259

6,000

6,500

7,000

7,500

第1期中期目標期間平均 第2期中期目標期間平均 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（単位：百万円）

3,433
3,329

3,088

2,970 2,975
2,915

180

293

394

470 476
466

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2,000

2,500

3,000

3,500

第1期中期目標期間平均 第2期中期目標期間平均 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

自己収入 授業料免除額
（単位：百万円）

（平成16～21年度） （平成22～27年度）

（平成16～21年度） （平成22～27年度）

第3期中期目標期間（平成28年度～）

※東日本大震災給与改定

臨時特例法に基づく給与削

減が平成24,25年度に実施

されたため、減少している。
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財務指標による他大学との比較 

■業務費に占める人件費の割合 ■業務費に対する一般管理費の割合

　→数値が低いほど少ない人件費をもって業務が遂行されていると考えられます。 　→数値が低いほど管理運営の効率化・合理化が図られていると考えられます。

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

人件費 8,219 8,169 8,036 8,138 7,809 8,043 一般管理費 409 393 324 348 344 336

業務費 11,137 10,793 10,467 10,519 10,340 10,497 業務費 11,137 10,793 10,467 10,519 10,340 10,497

比率（本学） 73.8% 75.7% 76.8% 77.4% 75.5% 76.6% 比率（本学） 3.7% 3.6% 3.1% 3.3% 3.3% 3.2%

比率（11大学） 75.7% 77.4% 78.5% 78.8% 78.2% 77.4% 比率（11大学） 4.4% 4.3% 3.9% 4.1% 3.8% 4.2%

　→数値が高いほど外部資金による活動性収益性が高いことを示しています。 ■学生一人当たりの教育経費　※教員人件費は含んでいません

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

外部資金収益 116 112 145 115 117 104 教育経費 2,229,725 2,039,171 1,943,228 1,925,600 2,058,489 1,995,326

経常収益 11,576 11,143 10,875 10,986 10,871 10,957 学生当教育経費（本学） 400 374 360 360 385 375

比率（本学） 1.0% 1.0% 1.3% 1.0% 1.1% 0.9% 学生当教育経費（11大学） 395 376 346 340 360 392

比率（11大学） 2.0% 2.1% 2.2% 2.1% 2.3% 2.1% 【参考】

学生数 5,572 5,451 5,384 5,345 5,337 5,312

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

広義研究経費 538,766 510,884 420,315 410,617 416,456 391,087 外部資金獲得額（本学） 178,471 167,832 177,096 168,418 154,928 163,525

教員当研究経費（本学） 881 893 755 746 765 735 教員当外部資金獲得額（本学） 292 293 318 306 284 307

教員当研究経費（11大学） 850 795 761 731 735 727 教員当外部資金獲得額（11大学） 366 347 373 368 358 357

【参考】 【参考】

教員数 611 572 556 550 544 532 科研費採択件数 204 204 216 216 187 193

本学を含めた教育系学部のみで構成される11大学と本学の財務指標を比較したものです。

■経常収益に占める外部資金

（受託研究収益、共同研究収益、受託事業等収益、寄附金収益）の割合

■教員１人当たりの研究経費　※研究経費、受託研究費、共同研究費、科学研究費補助金 ■教員１人当たりの外部資金獲得額　※受託研究収益、共同研究収益、科学研究費補助金

70.0%

72.0%

74.0%

76.0%

78.0%

80.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

人件費比率

人件費 業務費 比率（本学） 比率（11大学）

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%
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0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000
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平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

一般管理費比率

一般管理費 業務費 比率（本学） 比率（11大学）
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1.0%
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2.0%

2.5%

0
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4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

外部資金収益 経常収益 比率（本学） 比率（11大学）

（単位：百万円） （単位：百万円）
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※1 指標の見方欄の「↑」を付した指標は数値が高いほど、「↓」は数値が低いほど、望ましい状態にあることを示しています。

※2 本学が教育系11大学平均より望ましい指標値である場合は、 色づけ しています。

■財務指標のレーダーチャート

指 標 算 式
指標の見方

※1

人件費／業務費

一般管理費／業務費

本 学

※2

 教育系

 11大学平均

■教員一人当たりの外部資金獲得額

■経常収益に占める外部資金の割合

■業務費に占める人件費の割合

数値が低いほど少ない人件費をもって業務が遂行さ

れていると考えられる。

数値が低いほど管理運営の効率化・合理化が図られ

ていると考えられる。

■業務費に対する一般管理費の割合

数値が高いほど外部資金による活動・収益性が高い

と考えられる。

76.6% 77.4%

3.2% 4.2%

※本学の平成30年度決算の値を「1」とした

　場合の値をグラフ化したものです。

※教育系11大学平均値を「1」とした場合の本学の値を

   グラフ化したものです。

■学生一人当たりの教育経費

※教員人件費を除く

数値が高いほど学生一人当たりにかけられた教育経

費が高いと考えられる。

数値が高いほど教員一人当たりの外部資金獲得額

が高いと考えられる。

735千円 727千円

(研究経費＋受託研究費＋共同研究費

＋科学研究費補助金（直接経費））

／教員数（附属含む）

○外部資金費率が低い一方，一般管理費を節減し，教育・研究経費に多くの予算を投入している。

数値が高いほど教員による研究活動が盛んであると

考えられる。

■教員一人当たりの研究経費

効

率

性

活

動

性

発

展

性
307千円 357千円

(受託研究費＋共同研究費＋科学研究

費補助金（直接経費）＋科学研究費

補助金（間接経費））／教員数（附

属含む）

0.9% 2.1%
(受託研究収益＋共同研究収益＋受託

事業等収益＋寄附金収益)／経常収益

375千円 392千円 教育経費／学生数（附属除く）
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令和元年度決算と平成30年度との比較

R1 H30
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令和元年度教育系11大学平均との比較

本学 教育系11大学平均

一般管理比率

人件費比率

教員一人当たり

研究経費

教員一人当たり

外部資金獲得

教員一人

当たり外部

資金獲得額

教員一人

当たり研究経費

一般管理費比率

外部資金比率

学生一人当たり教育経費

外部資金比率

学生一人当たり教育経費

人件費比率
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各キャンパス等所在地 
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所在地：上川郡東川町勇駒別（旭岳温泉）
問合せ・申込先：北海道教育大学旭川校 財務グループ
〒０７０－８６２１ 旭川市北門町９丁目

電話（０１６６）５９－１２１４，FAX（０１６６）５９－１２２０
E-mail : asa-zaimu@j.hokkyodai.ac.jp

北海道教育大学

大雪山自然教育研究施設

当施設は，大雪山国立公園内の旭岳の麓，旭岳温泉の地
にあります。
教育・研究活動の他に，夏は登山，冬はスキーなどの拠点

としての利用や部活動の合宿等に利用することも可能です。

ロッジ風の木造建物，源泉かけ流しの温泉，食事は自炊か

持ち込みになりますが，周囲の雄大な自然環境と相まって普
段の生活とは違う何かを体験できます。

利 用 の ご 案 内



施設の概要

・研修室①（２８㎡），研修室②（２７㎡），和室（１０㎡），演習室（２０㎡）
※研修室①と研修室②を合わせて一つの部屋として利用できます。

・食堂（自炊），炊事場
・浴室（温泉，露天風呂もあり），洗面所，トイレ
・宿泊人数（１４名）
・その他の設備（プロジェクタ・Wi-Fi）

施設を利用して出来ること

地質，岩石，動植物，天文等に関する調査研究活動や登山，
自然散策，スキー等の野外活動の他，論文発表会や輪読会，
勉強会，研修会，部活動や仲間同士の合宿の場としても利用
できます。

施設利用料金

※この他に東川町に納める入湯税（日帰り１００円，１泊１５０円）が必要になります。

申込方法

施設の空き状況を確認の上，使用予定日の６ヶ月前から１０日前まで
に旭川校財務グループに使用願を提出していただきます。
（詳細は旭川校財務グループに問合せ願います。）

温泉露天風呂もあります

高めよう一体感
深めよう連帯感

区分
本学の学生 本学の職員

本学以外の団体または
個人

日帰り １泊につき 日帰り １泊につき 日帰り １泊につき

実費
負担額

円

400
(700)

円

1,050
(1,650)

円

700
(1,000)

円

1,850
(2,550)

円

700
(1,000)

円

1,850
(2,550)

施設
使用料

－ － － － 200 500

使用料金（１人につき）

( )内は，採暖期間(１０月から翌年５月まで)の額



















S H I N K A

北海道教育大学大学院 教育学研究科
高度教職実践専攻（教職大学院） 入学案内

教えるの真価
教えるを深化
教えるが進化

教育がSHINKAする

令和 3 年度（2021 年度）4 月入学者用



平成29年の旭川キャンパス

平成29年の札幌キャンパス

平成29年の釧路キャンパス

平成29年の岩見沢キャンパス

平成29年の函館キャンパス
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