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３．各センターの管理・運営について 

 

  本学では，国際交流・協力への貢献及び地域教育，大学教育の充実を図るため「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」の 3 つの教育研究センターを設置して

いる。また，本学の保健管理に関する専門的業務を行うため「保健管理センター」を，学生の就職活動を支

援するため「キャリアセンター」をそれぞれ設置している。 

各センターの管理・運営の状況は以下のとおりである。 

 

(1)  国際交流・協力センターに関して  

 

① 運営並びに組織 

 国際交流・協力センターは，北海道教育大学学則第 9 条に基づいて設置され，センター長を置き（運営

規則第 16 条），北海道教育大学国際交流・協力センター規則に則り，組織・運営している（資料 1-①-3-

1）。 

 

資料 1-①-3-1 北海道教育大学国際交流・協力センター規則（抜粋）「センターの目的」，「部門」，「業務」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○運 営 

本センターの運営に関する事項は，「センター会議（センター長，部門長，各校教員各1人，国際交流コ

ーディネーターからなる）」において審議される（資料 1-①-3-2）。 

 

資料 1-①-3-2 北海道教育大学国際交流・協力センター規則（抜粋）「センター会議」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（目的） 
第２条 センターは，国際交流・協力に積極的に貢献できる人材育成に寄与し，学

術・教育を通じて国際平和の実現に貢献することを目的とする。 
（部門） 
第３条 センターに，次の部門を置く。 
(1) 国際交流部門 
(2) 国際協力部門 
（業務） 
第４条 センターは，第２条の目的を達成するために，次の業務を行う。 
(1) 国際的な学術交流及び共同研究の企画及び実施 
(2) 留学生の受入れ及び派遣に伴う教育，指導助言及び連絡調整 
(3) 外国人受託研修員の受入れ 
(4) 国際協力事業の企画及び実施 
(5) その他国際交流・協力に関する業務 

（センター会議） 
第８条センターに，センターの運営に関する必要な事項を審議するため，センタ

ー会議を置く。 
（組織） 
第９条センター会議は，次に掲げる委員で組織する。 
(1) センター長 
(2) 部門長 
(3) 各校において選出された教員 各１人 
(4) 国際交流コーディネーター 
（審議事項） 
第10条センター会議は，次の事項を審議する。 
(1) センター運営の基本方針に関する事項 
(2) 中期目標・中期計画及び年度計画の実施に関する事項 
(3) 人事に関する事項 
(4) 配分予算に関する事項 
(5) 組織に関する事項 
(6) その他運営に関する重要な事項 
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上記 センターの運営に関わるセンター会議は，以下に示すように過去 2 年間は，それぞれ４回開催して

いる。（資料 1-①-3-3） 

 

資料 1-①-3-3 審議・開催状況 

年度 開催回 議題 

平成 21 年度 

第 1 回

（H21.5） 

・フエ大学教育学部との協定締結 

・ソウル教育大学校との協定締結 

・平成 21 年度国際交流・協力センターの予算（前期配分） 

第 2 回

（H21.8） 
・平成 21 年度 10 月特別聴講学生(センター所属)の入学許可 

第 3 回

（H21.12）

・マサチューセッツ大学アマースト校との協定締結 

・フエ大学(全学)との協定締結 

・平成 21 年度国際交流・協力センターの予算(後期配分) 

第 4 回

（H22.3） 

・平成 21 年度後期特別聴講学生の単位認定 

・平成 22 年度 4 月特別聴講学生(センター所属)の入学許可 

・平成 22 年度計画 

・平成 22 年度国際交流・協力センター運営費の取扱 

平成 22 年度 

第 1 回

（H22.5） 

・全州教育大学校との協定締結 

・釜山教育大学校との協定締結 

・平成 22 年度国際交流・協力センターの予算（前期配分） 

第 2 回

（H22.9） 

・平成 22 年度 10 月特別聴講学生(センター所属)の入学許可 

・平成 22 年度前期特別聴講学生の単位認定 

・全州教育大学校との学生交流に関する覚書締結 

・釜山教育大学校との学生交流に関する覚書締結 

第 3 回

（H22.10）

・国際交流・協力センター国際交流部門長の推薦 

・平成 22 年度国際交流・協力センターの予算(後期配分) 

第 4 回

（H23.2） 

・平成 23 年度 4 月特別聴講学生(センター所属)の入学許可 

・漢城大学校との協定，学生交流計画に関する覚書及び学術研究交流計画

に関する覚書締結 

・フエ大学との協定，フエ大学外国語学部との研究交流計画及び学生交流計

画に関する覚書締結 

・平成 23 年度計画・平成 23 年度国際交流・協力センター運営費の取扱 

・国際協力専門員の採用 

 

○組 織 

本センターの組織は，その業務内容に応じて 2 つの部門，すなわち国際交流部門と国際協力部門に分

かれ，それに基づいてセンター業務における責任の分担が図られている。各部門には，部門会議（部門

長，各キャンパスセンター長が指名する者，主任センター員，センター員からなる）が置かれ，業務遂行に

必要な事項に係る審議を行っている（資料 1-①-3-4）。 

 

資料 1-①-3-4 北海道教育大学国際交流・協力センター規則（抜粋）「部門会議」 

 

 

 

 

 

 

 

（部門会議） 
第 12 条 センターの業務を遂行するため，センターの各部門に部門会議を置く。 
２ 部門会議は，部門長，各キャンパスセンター長が指名する者，主任センター員及びセンター員で

組織する。 
３ 部門会議は，前項のほか，部門長が必要と認めた者を加えることができる。 
４ 部門会議は，部門長が招集し，その議長となる。 
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②各部門の業務について 

 

1)国際交流部門 

第１期中期計画 「留学生の受入れ，学生の派遣を積極的に行い，留学生に対する全学的教育体制の

整備を図る」 に基づいて，それまで各校が個々に締結していた国際交流協定を全学協定とすることに改

め，新たに国際交流部門において全学共通のプログラムの下に，留学生の受入れ，学生の派遣を実施す

ることとした。 

平成 18 年度以前は，この取組は各校が独自に海外の大学等と国際交流協定を締結して，留学生の受

入・派遣は各校ごとに行われて来たものである。 

 

○ 上記の新全学共通プログラムは，センターでプログラム案を策定の後，センター会議，国際交流部門

会議において審議の上，実施されている。 

○ 協定校との交流については，平成 18 年度より，各協定校の了承を得て，全学としての交流を開始し

た。協定書については，協定の更新に合わせて順次全学協定へと改訂している。 

○ 留学生の受入れについては，平成 18 年 10 月より，基本的には，センターにおいて半年間，日本語

集中コースを受講した後に，各校の専門コースに配属されるという全学プログラムにより実施している。 

○ 受入れ留学生並びに派遣学生は，各校で審査の上，国際交流部門会議，センター会議（センターに

配属される受入れ留学生についてのみ）で審議し，決定される。 

○ 留学生の受入れ，学生派遣の全学プログラムは，既に軌道にのり，適宜，センター及び各校におい

て，プログラムの分析，改善策の立案等を行い，国際交流部門会議で審議し，改善を行っている。 

○ 留学生のニーズ並びにコース毎で生じた希望の偏りを分析し，複数のコースを1本化するなど，受入

プログラムの改善を行っている。 

具体的には，札幌校では2つのコースに対して，留学生の希望が１つのコースに偏ることから，両コー

スを見直し，提供できる内容及び留学生のニーズを基にして，１本化を図った。また，函館校も同様に，

2011年10月の受入れから，これまでの3コースの1本化を図ることを，国際交流部門会議で決定した。    

なお，留学申込み時には，学生の留学希望先として札幌校，函館校が多いことから，この 2 校以外の

各校でのコース内容等についても，留学生にとって魅力的なものへと改善していくことが，現在の課題

である。 

 

2)国際協力部門 

国際協力事業に関して，JICA，JICE，文部科学省，教育委員会との連携によって進められており，JICA

集団研修「初等理数科教授法」などの実施が，スムースに進んでいる。 

研修生及びスケジュールの決定，研修の実施など，ルーティン化されている作業を担当者レベルで進

めることができた。 また，ルーティン化されていることで，部門会議はほとんど開催されていない状況が続

いている（資料1-①-3-5）。 

 

資料1-①-3-5 部門会議の開催回数（過去５年開） 

 国際交流部門 国際協力部門

平成18年度 6 4 

平成19年度 6 1 

平成20年度 3 1 

平成21年度 5 0 

平成22年度 6 1 
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しかし，本学の国際協力に対する取組を国際協力部門及び各校で把握することは重要であることから，

今後，部門会議を適宜開催していく計画である。 

 

 

③ 国際交流・協力センターの管理・運営状況に対する自己評価  

1)  これまで各校で独自に海外の大学等と締結していた国際交流協定を全学協定に改め，留学生の受

入れ・派遣を，全学共通のプログラムに基づいて実施することとした。 

そのことにより，留学生に対する全学的な教育の実施体制が整った。 

 

2)  同じく，これまで学生は所属する校（キャンパス）が国際交流協定を締結している大学等以外への留学

は不可能であったが，同協定の全学化により，平成20年度から本学が協定を締結している全ての大学等

への海外留学が，可能となった。 

 

3)  受入れプログラムについて，これまでの留学生の希望コースの偏りに対処するため，コースの1本化を

図った。即ち，札幌校では，留学生の希望が2つ在るコースの1方に偏ることから，留学生のニーズ等を基

に1本化を行った。函館校も3コースの1本化を図り，2011年10月の受入れから実施する。    

また，留学先の希望は札幌校，函館校に多い状況にある。他校のコースについても，今後，留学生に

とっての魅力ある環境やプログラム等の調査と検討が望まれる。 

 

4)  国際協力に対する本学の取組状況等，キャンパスに分散している留学生の要望や生活等を継続的に

把握し，情報を共有するために，これまでは開催回数の少なかった国際協力部門の部門会議を，適宜開

催することを検討すべきである。 
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(2)  学校・地域教育研究支援センターに関して 

 

① 学校・地域教育研究支援センターの業務等について 

  本学は，大学運営・教育研究の充実を図るため，教育研究上の目的である「豊かな教養と高い専門性

を備えた地域を担う人材の養成と，地域社会及び国際社会に貢献する」ことを実現するため，平成 20 年 4

月に既存のセンターを再編し，学校・地域教育研究支援センターを設置した。 

  なお，センターは，「本学の知的資産を広く社会に活かすための独自の教育研究機能をより効果的に

発揮できるセンター体制の確立」，「大学教育改善の系統的，継続的な推進」の 2 点を踏まえ，北海道教育

大学学校・地域教育研究支援センター規則で業務を定めている（資料 1-①-3-6）。 

 

資料1-①-3-6 北海道教育大学学校・地域教育研究支援センター規則（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 学校・地域教育研究支援センターの運営について 

   学校・地域教育研究支援センターは，センター長（理事）の下，センター規則で掲げる目的を達成する

ため，「学校教育研究支援部門」「へき地教育研究支援部門」「生涯学習・地域連携部門」の3つの部門を

置き，センター長以下，部門長各1人，主任センター員2人（内1人は部門長と兼務），センター員20人の計

25人で構成されている。なお，センター長は，大学の方針をダイレクトにセンターの運営に反映することが

できるよう理事をあてることとしている。 

   また，各部門は以下のとおり，部門長，主任センター員，センター員で構成されており，業務について

は，それぞれの部門会議を経て，実施されている。 

   ・学校教育研究支援部門：部門長，センター員5人 計6人 

   ・へき地教育研究支援部門：部門長（主任センター員兼務），センター員7人 計8人 

   ・生涯学習・地域連携部門：部門長，主任センター員1人，センター員8人 計10人 

   なお，センター全体の運営に関する業務は，センター長（理事），部門長等で構成するセンター会議を

経て，実施されている（資料1-①-3-7）。こうした審議・業務構成は，地域教育の充実・発展，学校教育及

び生涯教育に関する研究，地域の諸機関と連携しつつ学校教育や現職教員の実践的活動及び地域に

おける生涯学習に関わる支援を分担しながらも，担当理事が全学的視点により判断を行う上で適切である

と考える。審議状況の具体例としては，各部門ごとに実施中の事業と担当者，地域連携の課題一覧を作

成し，現状把握と次年度の年度計画に反映させたことなどがあげられる。 

 

 

 

（目的） 
第２条 センターは，地域教育の充実・発展に寄与することを目的として，学校教育及び生涯教育に関する研究を推進し，地

域の諸機関と連携しつつ学校教育や現職教員の実践的活動及び地域における生涯学習に関わる支援を行う。 
（業務） 
第４条 センターは，第２条の目的を達成するため，次の業務を行う。 
（1）  学校経営や教育課程等の教育課題に関する研究及び支援 
（2）  学習指導や生徒指導等の教育実践の改善及び充実のための研究及び支援 
（3）  現職教員に関わる系統的な研修の調査及び研究 
（4）  へき地・小規模校教育に関する調査及び研究 
（5）  へき地・小規模校教育における教育内容及び教育方法の研究及び開発 
（6）  へき地・小規模校の教育実践に関する連携及び支援 
（7）  学生のへき地教育実習の実施 
（8）  生涯学習に関する調査及び研究 
（9）  生涯学習指導者の養成及び研修 
（10） リカレント教育及び公開講座等地域への大学開放事業の実施 
（11） 地域貢献及び地域連携に関する企画及び推進 

（12） その他目的達成に必要な業務 



基準１ 観点１－①

 

72 

資料1-①-3-7 北海道教育大学学校・地域教育研究支援センター規則（抜粋）「部門」・「構成員」・「センター会議」・「部門会

議」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 学校・地域教育研究支援センター各部門における業務について 

   学校・地域教育研究支援センターにおける各部門では，センター規則第3条に基づき，それぞれの部

門が分担して，業務に取り組んでいる。 

   なお，本センターは，「大学に対する評価の中で，より積極的に社会貢献を果たす大学の在り方が求め

られていること」や，「学部と大学院の恒常的な研究だけではできない，本学の知的資産を広く社会に還

元するための教育研究機能をより効果的に発揮できるセンター体制とすること」など，センター再編の目

的を達成するために，それぞれの部門で，重点的に取り組むべき柱を立てるとともに，学校・地域教育研

究支援センター規則に合致した取組を行うよう工夫を凝らしている。 

   それぞれの部門の業務の柱は，次のとおり。 

 

・学校教育研究支援部門：「調査研究」，「学校支援」，「現職教員支援」の3本柱 

・へき地教育研究支援部門：「調査研究」，「教育方法開発」，「人材養成」，「連携支援」の4本柱 

・生涯学習・地域連携部門：「調査研究」，「企画・推進」，「大学開放」，「指導者養成」の4本柱 

  

○ 学校教育研究支援部門 

学校教育研究支援部門は，地域社会の充実・発展に寄与することを目的として，学校教育に関する研究

を推進し，地域の諸機関と連携しつつ，学校教育や現職教員の実践的活動への支援を実施している。 

 

○ へき地教育研究支援部門 

へき地教育研究支援部門は，地域社会の充実・発展に寄与することを目的として，へき地・小規模校教

育に関する研究を推進し，地域の諸機関と連携しつつ，学校教育や現職教員の実践的活動への支援を

実施している。 

【運営に係る部分の規則の抜粋】 

（部門） 

第３条 センターに，次の部門を置く。 

（1） 学校教育研究支援部門 

（2） へき地教育研究支援部門 

（3） 生涯学習・地域連携部門 

（構成員） 

第５条 センターに，センター長のほか，次に掲げる者を置く。 

（1） 部門長 

（2） 主任センター員 

（3） センター員 

２ センター長は，前項のほか，特定の事項を調査・研究するため，学内外から協働研究員を委嘱することができる。 

（センター会議） 

第８条 センターに，センターの運営に関する必要な事項を審議するため，センター会議を置く。 

（審議事項） 

第１０条 センター会議は，次の事項を審議する。 

（1） センターの運営の基本方針に関する事項 

（2） 中期目標・中期計画及び年度計画の実施に関する事項 

（3） 人事に関する事項 

（4） 配分予算に関する事項 

（5） 組織に関する事項 

（6） その他運営に関する重要な事項 

（部門会議） 

第１２条 センターの業務を遂行するため，センター各部門に部門会議を置く。 
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○ 生涯学習・地域連携部門 

生涯学習・地域連携部門は，地域社会の充実・発展に寄与することを目的として，生涯学習に関する研

究を推進し，地域の諸機関と連携して，地域における生涯学習に関わる支援を実施している。 

 

④ 学内の各部局との連携体制の構築 

学校・地域教育研究支援センターの業務は，同センター規則第２条で「地域教育の充実・発展に寄与す

ることを目的として，学校教育及び生涯教育に関する研究を推進し，地域の諸機関と連携しつつ学校教

育や現職教員の実践的活動及び地域における生涯学習に関わる支援を行う」旨規定されており，同様に

地域貢献に関する業務を行う他部局と連携を図りながら業務を進めている。さらに，より円滑な連携を進め

るため，地域連携推進室特別補佐，教員免許状更新講習推進室特別補佐，学校・地域教育研究支援セ

ンター各部門長で組織する「地域貢献連絡協議会」を開催し，各部局が行う取組を共有するとともに，連

携して取り組むことができるようにしている。 

 

⑤ 学校・地域教育研究支援センターが行った業務の具体的事例 

   学校・地域教育研究支援センターは，本センター規則に基づき，学校現場や教育行政と連携した実践

的な研究等を積極的に行うことを基盤に，北海道の学校と生涯学習，さらには地域社会全般に広く貢献

することを目的に事業を運営しており，事業の企画・立案にあたっては，学校教育や生涯学習に関する施

策等を反映し，地域に貢献できるように，それぞれの部門における部門会議で議論が行われている。以

下，その成果としての事業の一例を記載する。 

  

1)学校教育研究支援部門 

学校教育研究支援部門では，学校教育の充実・発展に直接つながる研究や事業の実施を柱に掲げ，

次の事業を実施している。 

 

a北海道教育委員会との連携による「子ども学びサポート隊派遣事業」 

学校教育研究支援部門では，北海道教育委員会と連携し，児童生徒の生活習慣の定着などを図る

ための放課後や休日，長期休業，通学合宿等を活用した市町村等の取組に学生ボランティアを派遣す

ることで，教育活動の充実を図ることを目的とした「子ども学びサポート隊派遣事業」を平成22年度から

実施している。 

本事業には，160人の学生ボランティアが参加し，北海道内各地で教育支援活動を行った。 

なお，本年度のまとめとして，平成22年11月13日（土）に学生ボランティアフォーラムを開催した。 

 

b学校図書館の活用のための取組 

子どもたちに読書の機会を提供するきっかけを持たせる読書教育の手法であるブックトークやアニマ

シオンについて，附属図書館，附属学校との連携・協働，近隣の学校と連携して，平成 22 年度から実

施している。 

本研究には，北海道の学校図書館における読書教育の普及・啓発方法の普及の面で，関係機関等

から，大きな期待が寄せられている。 

 

c 学校支援に係る要望等の調査 

学校における教育課題に対応していくため，北海道の学校が本学に対して期待する支援内容につ

いて，北海道内の小学校（1,277 校），中学校（684 校），高等学校（319 校），中等教育学校（１校），特別

支援学校（62 校）のうちから，支庁・学校種ごとに無作為抽出した 469 校（抽出率：約 20％）にアンケート

調査を行い，回答のあった 307 校（65.5％）のアンケート結果を取りまとめた。 

なお，特に要望の高かった「学力の向上への支援」については，各キャンパスで取り組んできた学生
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ボランティアによる学校支援をさらに推し進めていくとともに，北海道教育委員会との連携事業である

「子ども学びサポート隊派遣事業」の充実を図っていくこととしている。 

 

d 防災教育に関する DVD の作成 

防災教育については，平成 7 年の阪神・淡路大震災から，その重要性が取り上げられており，学校

教育においても，技術・家庭科，総合的な学習の時間などとの関係が深いものである。 

本部門では，センター員らの研究グループの防災教育に関する研究成果をＤＶＤに取りまとめ，学校

現場に配付するとともに，教員免許状更新講習等の機会で活用している。 

本研究グループによる防災教育の取り組みは，総務省が主催する「防災まちづくり大賞」で消防庁長

官賞を受賞するなど高い評価を得ている。 

     

2) へき地教育研究支援部門 

    へき地教育研究支援部門では，「へき地・複式教育に関する調査研究」，「学生教育」，「現職教員支

援」を柱に掲げ，次の事業を実施している。 

 

a へき地・複式教育に関する調査研究 

研究課題を「へき地・小規模校教育に関する基礎的・理論的研究」，「へき地・小規模校教育に関する

実践研究（実践報告を含む）」，「へき地・小規模校教育にかかわる地域研究」の 3 領域に定め，学内公募

し，採択している（資料 1-①-3-8）。 

また，当該成果については，研究紀要「へき地教育研究」に取りまとめ刊行するとともに，研究成果の普

及を図る観点から，ホームページでも公開をしている。 

 

資料1-①-3-8 プロジェクト採択件数等の状況 

年度 件数 備考 

20年度 7件 札幌校2件，函館校1件，釧路校4件 

21年度 6件 釧路校6件 

22年度 7件 札幌校2件，函館校1件，釧路校4件 

 

b 学生教育 

北海道において，約半数の学校が，へき地・小規模校であることから，それに対応した教員を養成する

ことは，北海道の教育に責任を持つ本学としては必須である。 

そのため，本部門では，教育関係機関，へき地・小規模校と連携を図りながら，へき地校体験実習を実

施している（資料 1-①-3-9～10）。（へき地校体験実習は，全学の授業科目の教科または教職に関する

科目に位置づけられている。） 

成果としては，本学学生の教員としての資質能力の向上に加え，学生を介して，本学教員がへき地・小

規模校と繋がることが可能となり，へき地・小規模校においては，へき地・小規模校に勤める教員が学生

を指導することを通して，自らのキャリアを見直す機会となるなど，大学，受け入れ先の双方にとって，効

果的なものとなっている。 

 

資料1-①-3-9 へき地校体験実習の実施状況 

年度 協力先の市町村，学校数 受講者数 

平成20年度 21市町村45校で受け入れ 122人 

平成21年度 23市町村51校で受け入れ 132人 

平成22年度 23市町村49校で受け入れ 124人 
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資料1-①-3-10 へき地校体験実習の実習先 

へき地・小規模校で勤務することのできる教員の養成＝へき地校体験実習の実施

利尻町立仙法志小学校

利尻富士町立鴛泊小学校

幌加内町立幌加内小学校

幌加内町立朱鞠内小学校

岩見沢市立メープル小学校

夕張市立滝の上小学校

今金町立種川小学校

今金町立美利河小学校

厚真町立軽舞小学校

伊達市立大滝小学校

富良野市立樹海中学校

富良野市立樹海小学校

富良野市立布部小学校

富良野市立布礼別小中学校

富良野市立鳥沼小学校

富良野市立山部中学校

富良野市立麓郷小学校

富良野市立麓郷中学校

士幌町立佐倉小学校

音更町立東士幌小学校

音更町立東士狩小学校

足寄町立螺湾小学校

幕別町立古舞小学校

幕別町立糠内小学校

帯広市立八千代中学校

釧路町立昆布森小学校 釧路市立中徹別小学校

標茶町立久著呂中央小中学校 標茶町立沼幌小学校

標茶町立中御卒別小学校 標茶町立磯分内小学校

鶴居村立幌呂小学校 鶴居村立下幌呂小学校

白糠町立茶路小中学校

弟子屈町立奥春別小学校 弟子屈町立昭栄小学校

弟子屈町立美留和小学校 弟子屈町立和琴小学校

浜中町立茶内第一小学校 浜中町立西円朱別小学校

浜中町立茶内第三小学校 浜中町立姉別小学校

根室市立花咲港小学校 根室市立珸瑤瑁小学校

標津町立薫別小中学校 標津町立古多糠小中学校

羅臼町立飛仁帯小学校 羅臼町立植別小中学校

士別市立武徳小学校 士別市立多寄小学校

士別市立中士別小学校 士別市立中多寄小学校

士別市立上士別小学校 士別市立温根別小学校

士別市立下士別小学校 美深町立仁宇布小中学校

「へき地校体験実習」を全
学の授業科目に位置づけ、
へき地・小規模校に対応

できる教員を養成

占冠村立占冠中学校

占冠村立占冠中央小学校

新得町立富村牛小中学校

鹿追町立瓜幕小学校

 

c 現職教員支援 

現職教員の支援として，北海道へき地・複式教育研究連盟，十勝へき地・複式教育研究連盟と連携を

図り，現職教員の資質能力の向上につながる研究大会，研修講座を支援している。 

その実績は，次のとおり。 

  

○ 複式研究大会における講演（平成22年9月28日） 

○ 十勝へき地・複式教育研究連盟の主催する講座への講師派遣 

（複式新任研修，教師力向上ワークショップ：平成22年度は，延べ4回） 

○ 北海道へき地・複式教育研究連盟の主催する研究大会への講師派遣 

（教育実践発表大会：平成22年10月29日） 

○ 全道及び各管内のへき地・複式教育研究大会への参加 

 

さらに，本学が主催となり，各種フォーラムを開催している。なお，アンケート調査によれば，参加者か

らは，「複式授業での個に応じた指導や少人数指導を授業に反映させていく方法が理解できた」，「間

接始動時のポイントを理解できた」等の感想があるなど，評価されている。 

実施した事業は，次のとおり 

 

○ 複式教育をどう指導するか（平成21年7月18日） 

○ 教育を中心に据えた持続可能な地域づくり（平成22年1月29日） 
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○ へき地・小規模校における外国語活動（平成22年3月6日） 

3) 生涯学習・地域連携部門 

a公開講座の実施 

 日頃の教育・研究の成果を活かし，高等教育機関として，地域からの専門性の高い学習ニーズに応え

ることを目的に授業公開講座，一般公開講座を開講している（資料1-①-3-11）。なお，公開講座の概要

については，公開講座ハンドブックにまとめ，地域に情報提供をしている。 

 また，北海道教育委員会の生涯学習事業である「道民カレッジ」と連携し，道民カレッジ連携講座に本

学が実施する全ての公開講座を登録し，広く北海道民に提供するとともに，道民カレッジ連携講座が主

催するテレビ講座「ほっかいどう学大学放送講座」に協力し，より多くの北海道民に学びの機会を与えて

いる。 

 

資料1-①-3-11 公開講座の開催数 

年度 件数 受講者数 

平成20年度 111 373 

平成21年度 117 444 

平成22年度 125 488 

※公開講座ハンドブックの配付先を工夫し，受講生の獲得に努めている。 

 

○ 道民カレッジ「ほっかいどう学大学放送講座」 

大学放送講座の講師及び講義内容は，次のとおり（資料1-①-3-12）。 

 

資料1-①-3-12 道民カレッジ連携講座の講師及び講義内容 

年度 講師名 題目 

平成20年度 札幌校教授 住田和子 北の大地と暮しの品格 

平成21年度 函館校教授 小栗祐美 江戸のリアリズム 

平成22年度 釧路校准教授 北澤一利 ふまねっと運動の効果 

 

b社会教育主事講習の実施 

社会教育法第9条の5及び社会教育主事講習規定に基づき，文部科学省の委託を受けて実施するも

ので，社会教育主事の職務を遂行するのに必要な専門知識，技能を修得させ，社会教育主事となりうる

資格を付与するための講習を毎年開催している。 

なお，当該実施にあたっては，北海道教育委員会と連携を図り，同教育委員会からも委員として加わっ

てもらい，「北海道教育大学社会教育主事講習運営委員会」を組織し，講座内容等の協議を行っている。 

  なお，講座は，より実践に即した参加体験型の内容となっており，受講生から，「実際の現場に即した

内容を，ワークショップを取り入れた形で学ぶことができ，大変参考になった。」，「オムニバス形式でなく，

社会教育というテーマに沿った内容で構成されており，体系的に学ぶことができた。」等の感想があるな

ど，好評である。 

 

cまちづくりへの支援 

 帯広市が主催する「市民共同型まちづくり学習」の実施等に伴い，市民コーディネーター養成講座の

共同企画や，講師の派遣で協力するなど，地域の生涯学習を支援している。 
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⑥ 学校・地域教育研究支援センターの管理・運営状況に対する自己評価 

1) 適正な管理・運営を行っていると評価のできる取組 

・学校・地域教育研究支援センターが行う業務を，規則で明確に定め，事業を運営している。 

・北海道の教員養成大学としての必要な機能を 3 つの部門，即ち，「学校教育研究支援部門」，「へき

地教育研究支援部門」，「生涯学習・地域連携部門」にまとめたセンターとして再編を行い，外部に向

けては，本学において重点課題として取り組む内容を明確に示して，着実にその成果を上げている。 

・本センターと北海道教育委員会，へき地・小規模校，各市町村教育委員会との間で，円滑な連携が

図られて，各種の事業を実施している。また，それらの成果についてはホームページ，各報道機関等

を通じて普及を図っている。 

2) 改善を要する事柄 

・他センターの構成員，学内委員会委員，学長室々員等を兼ねる教員が多いことから，センター業務

に集中できる担い手を，今後は増やしていく必要がある（例えば，教員の専門分野をセンター業務に

おいて活かすこと，研究業績等へも反映されるような環境や方策等を検討）。 

・センターの構成員の階層が外部から分かり難い点があり，具体的には，センター長と部門長の役割

分担の明確化，外部に向けての部門長の権限並びに対外的地位等の明示が求められる。 

・センター再編の段階から，センターと各キャンパスの関係が希薄になっていることへの対応が求めら

れる。例えば，各キャンパスからセンター員を選出し，相互の連携を図りながら業務を運営するなどの

工夫が必要である。 
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(3) 大学教育開発センターに関して  

 

① 大学教育開発センターの設置目的，並びに目的を達成するために設置する部門，業務について，北海

道教育大学大学教育開発センター規則に定められている（資料1-①-3-13）。 

 

資料1-①-3-13 北海道教育大学大学教育開発センター規則（抜粋）「目的」，「部門等」，「業務」 

（目的） 
第２条 センターは，カリキュラムの改善，全学連携科目・双方向遠隔授業の開発，ファカルティ・ディベロップメント（以下「Ｆ
Ｄ」という。），授業評価等を系統的に推進し，大学教育の充実を図ることを目的とする。 

（部門等） 
第３条 センターに，次の部門を置く。 

(1) カリキュラム開発部門 
(2) 授業改善部門 
（業務） 

第４条 センターは，第２条の目的を達成するために，次の業務を行う。 
(1) 現行カリキュラムの研究及び検証 
(2) カリキュラムの改善に関する調査及び研究 
(3) 新たな社会のニーズに対応したカリキュラムの調査及び開発 
(4) 教育実習を含む教育実践フィールド科目群，全学連携科目及び双方向遠隔授業システムの開発及び実施 
(5) エデュケーション・カフェ事業の展開及び研究 
(6) ＦＤ及び授業評価に関する調査，研究及び実施 
(7) 教育内容及び教育方法の改善に関する調査，研究及び開発 
(8) その他目的達成に必要な業務 

 

② 目的を達成するための業務の運営状況は次のとおりである。 

大学教育開発センターでは，規則に定められた目的を達成するための具体的な業務として，学士力プ

ロジェクト『教員養成課程の「学士力」を保証するカリキュラム開発プロジェクト（特別教育研究経費「カリキ

ュラム開発チーム」平成21-23年度）』によって，次のように実施している。 

下記の実施事項の最後に，各事項に対応する主な「大学教育開発センター規則 第4条 業務」 を番号

で付す（資料1-①-3-14）。 

 

資料1-①-3-14 業務の実施事項一覧 

平成21年度  
○学士力プロジェクトの遂行 

・学位授与の方針（暫定版）の策定［第４条(1) (2)］ 
・北海道教育大学全学教員協議会の開催（参加者379人）［第４条(6) (7) (8)］ 
・「学士力プロジェクト」説明会の各校での開催（計５回開催）［第４条(6) (7) (8)］ 
・シラバスワークショップの各校での開催（計９回開催，参加者161人）［第４条(2) (6) (7)］ 
・採用試験模擬試験を活用した調査研究（１回実施，受験者３年生465人）［第４条(2) (7)］ 
・エデュケーション・カフェの開催（計３回開催，参加者高校生110人）［第４条(5)］ 
・「平成22年度ＦＤ活動の記録」の作成［第４条 (6) (7)］ 
・「平成22年度シラバス作成の手引き」の作成［第４条(2) (6) (7)］ 
・教育ＧＰ「往還型カリキュラムによる教員養成の改善」（第2年度）の遂行（教育改革室主体）の支援［第４条(4)］ 

 
平成22年度  

○学士力プロジェクトの遂行 
・学位授与の方針（確定版）及び教育課程編成・実施の方針（暫定版）の策定［第４条(1) (2］ 
・北海道教育大学教員協議会の開催（参加者 133人）［第４条(6) (7) (8)］ 
・シラバスワークショップの各校での開催（計５回開催，参加者107人）［第４条(2) (6) (7)］ 
・採用試験模擬試験を活用した調査研究（計２回実施，受験者３年生435人，４年生402人，計837人）［第４条(2) (7)］ 
・エデュケーション・カフェの開催（計６回開催，参加者中高校生176人）［第４条(5)］ 
・ＦＤアクションプラン（2011-2015）の策定 
・「平成23年度ＦＤ活動の記録」の作成［第４条 (6) (7)］ 
・「平成23年度シラバス作成の手引き」の作成［第４条(2) (6) (7)］ 
・教育ＧＰ「往還型カリキュラムによる教員養成の改善」（最終年度）の遂行（教育改革室主体）の支援［第４条(4)］ 
 

○教養教育カリキュラムの調査・研究・開発［第４条(3) (7)］ 
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以上のように，順調に業務を遂行している。特に，全国国立系大学に先駆けて学位授与の方針（確定版）

及び教育課程編成・実施の方針（暫定版）を策定したこと，全国初のエデュケーション・カフェを実施したこと

は大きな成果である。後者については，「平成22年度入試アドバイザー最終報告書」のなかで「札幌，旭川，

釧路校のエデュケーション・カフェについては，参加した高校生・生徒とも好意的に評価している。また，高

校生の進路意識高揚によい影響を与えているとの評価がある」と記載されている。 

 

③ 大学教育開発センターの構成員とその業務 

a平成21年度，平成22年度とも部門長各１人，主任センター員４人が置かれ，センター員は平成21年度に

は1人，平成22年度には2人が，それぞれ各部門に所属している。共同研究員の委嘱は，必要がないため

行っていない。なお，部門長ほか，センター員は本学教員から任命されるが，学長が特に必要と認めた場

合は，本学以外の者に委嘱することが出来る。現在の主任センター員は，学外者に委嘱をしている（資料

1-①-3-15）。業務については，先の「運営状況」等において示したように，順調に遂行されている。 

 

b教育改革室と大学教育開発センターの連携については，教育担当理事が大学教育開発センター長と教

育改革室長を兼務していることで，一体的な運営が行われている。 

平成22年度は教育改革室の室員6人のうち，4人が大学教育開発センター主任センター員，センター員を

兼務し，また大学教育開発センターには1人の教育改革室特別補佐が入って連携を行っている。同年度の

場合，学士力プロジェクト【特別教育研究経費：「カリキュラム開発チーム」による教員養成課程の「学士力」

を保証するカリキュラム開発プロジェクト】では，大学教育開発センターの主導で，教育改革室が協力し，

【教養教育の見直し】については教育改革室の主導で，大学教育開発センターが協力した。 

また，学士力プロジェクト遂行の一環として，カリキュラム開発運動（学位授与の方針<DP>・教育課程編成

の方針<CP>，シラバス改善等）を行うため，平成21年度に各校に1人の教育コーディネータを配置し，全学

的な業務に従事させた。平成22年度には前年度配置した教育コーディネータを統括教育コーディネータ

に改称するとともに，新たに各専攻・コース等ごとのカリキュラム開発運動を主導するために，それぞれ１人

の教育コーディネータを，副学長の推薦に基づき配置した。 

 

資料1-①-3-15 北海道教育大学大学教育開発センター規則（抜粋）「構成員」，「職務」 

（構成員） 

第５条 センターに，センター長のほか，次に掲げる者を置く。 

(1) 部門長 

(2) 主任センター員 

(3) センター員 

２ センター長は，前項のほか，特定の事項を調査・研究するため，学内外から共同研究員を委嘱

することができる。 
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④ センターの業務等について審議するため，規則に基づきセンター会議を設置している（資料1-①-3-1

6）。 

 

資料1-①-3-16 北海道教育大学大学教育開発センター規則（抜粋）「センター会議」，「組織」，「審議事項」 

（センター会議） 
第８条 センターに，センターの運営に関する必要な事項を審議するため，センター会議を置く。 

（組織） 
第９条 センター会議は，次に掲げる委員で組織する。 

(1) センター長 
(2) 部門長 
(3) 各校において選出された教員各１人 
（審議事項） 

第１０条 センター会議は，次の事項を審議する。 
(1) センターの運営の基本方針に関する事項 
(2) 中期目標・中期計画及び年度計画の実施に関する事項 
(3) 人事に関する事項 
(4) 配分予算に関する事項 
(5) 組織に関する事項 
(6) その他運営に関する重要な事項 

 

a規則で定められた事項を審議するため開催したセンター会議の回数は，平成21年度は4回であったが，

平成22 年度にはメールによるものを除けば会議の開催は 1 回であった。この背景には，センター関係者が

室員として参加している教育改革室会議が実質的にセンター会議を兼ねており，センター長の下で各構成

員の課題別グループが業務を行っていることが関わっていると考える。これによる業務遂行上での大きい

障害は無かったが，平成 23 年度には開催回数を適正化する必要がある。 

 

b また，センター会議は大学教育開発センター規則第 9 条の規定にかかわらず，センター長，部門長に加

えて，主任センター員，センター員が陪席している。他方，各校からの選出が定められている各 1 人の教員

は，札幌校・旭川校・岩見沢校からは選出されていない。これに関しては，これまで平成 21 年度，平成 22

年度においては，センター運営上の支障はなかった事から平成 23 年度も規則を変えず，運用上の措置と

してこの状態で運営する予定であるが，今後の本センターの事業展開を考えると，平成23年度において検

討し結論を出すべき課題である。  

 

 

⑤ 大学教育開発センターの管理・運営状況に対する自己評価 

1) 管理・運営の基本的方針は各種規則として適切に定められており，それに沿って運営が適正に実施さ

れている。 

2) 全国の国立系大学に先駆けて，平成 22 年度，学士力プロジェクトにおいて，学位授与の方針（確定

版）及び教育課程編成・実施の方針（暫定版）策定を行った。 

3) 全国初のエデュケーション・カフェの実施など，教育改革室，各校の統括教育コーディネータ，教育コ

ーディネータとの連携により，多くの学士力プロジェクトを順調に実施している。 

4) センター会議の構成員については，これまでの開催状況等を基にした検討が必要である。 
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(4) 保健管理センターに関して 

 

① 本センターの運営方針とその組織構成 

本学における健康管理の基本方針は，アクションプランにおいて「学 生 が身 体 的 ・精 神 的 に健 康 で

学 べる環 境 整 備 に努 める」と明 記 しており，また，その目的を保健管理センター規則第2条で，「セン

ターは，本学の保健管理に関する専門的業務を行い，学生及び教職員の心身の健康保持と増進を図ること

を目的とする。」と明確に示している。 

 本センターの組織は，所長1人，専任教員1人，主任看護師1人により構成され，センター（札幌）並びに各

キャンパスに置かれた同分室との協働の体制となっている（資料1-①-3-17）。また，本センターには運営委

員会を置き，所長，分室長，各校において選出された教授または准教授，センターの専任教員，総務部長，

学務部長，センター勤務の技術職員で構成している。 

 

資料 1-①-3-17 保健管理センター組織図 

※札幌分室の主任看護師は，保健管理センターとの兼務をしている。 

※カウンセリングの実施は同センターのほか，各キャンパス（分室）でも非常勤のカウンセラーを雇用して行っている。更に，Ｔ

Ｖ会議システムを用いて，保健管理センター(札幌）の専任カウンセラーによるカウンセリングも，実施している。 

 

② 保健管理センターの設立の目的と活動 

「学生及び教職員の心身健康の保持増進を図ること」を，その目的として掲げ，北海道教育大学保健管理

センター規則に基づき，目的達成のために医師（非常勤），看護師，心理カウンセラーによる日常の健康相

談に加えて，毎年度，定期健康診断を実施している（資料 1-①-3-18）。  

 学生定期健康診断は，全学生を対象に4月に実施している。検診項目や所属キャンパスにより多少の違い

はあるものの，毎年おおむね 95％以上の高い受検率を達成している。異常所見が認められた学生に対して

は，学校医の面接による保健指導を実施し，必要に応じて医療機関への受診を指示している。また，異常所

見がない学生に対しても，健康診断結果を通知し，自身の健康状態に関心を持つように啓蒙を図っている。 

 教職員については，本学での定期健康診断の他に，学外の検診機関でドック健診を受けた者にはその結

果を提出させている。受検率あるいは結果把握率は，従事している各キャンパスにより多少の違いはあるも

のの，毎年度おおむね80〜95％以上の高い値が得られている。異常所見が認められた教職員に対しては，

産業医の面接による保健指導を実施し，必要に応じて医療機関への受診を指示している。 

 また，健康診断の実施の他，健康管理についての教育・啓蒙活動として，各キャンパスにおいて，メンタル

ヘルスに関する講演や心肺蘇生法の講習を開催している。 

 上記の活動について，年 1 回発行の「保健管理センター年報」にまとめ，次年度に報告している。 

 「健康の保持増進」を限られた期間で目に見える形に明示することは難しいが，「健康の保持増進を図る」

ことは，目的どおりに達成していると考える。 

保健管理センター

 

所長1人 

専任教員1人 

主任看護師１人 

札幌分室 
 

分室長１人 

主任看護師１人※ 

函館分室 
 

分室長１人 

看護師１人 

岩見沢分室 
 

分室長１人 

看護師１人 

旭川分室 
 

分室長１人 

看護師１人 

釧路分室 
 

分室長１人 

看護師１人 
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資料1-①-3-18 北海道教育大学保健管理センター規則（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  保健管理センターの運営は，上記の保健管理センター規則の第 3 章で，「運営委員会等」を定めて，第 8

条で委員会組織を，第 9 条で審議事項（1～6）を示している。同センター運営委員会の報告並びに審議事

項等は，資料 1-①-3-19 のとおりであり，各分室の事業状況把握とセンター全体の方針を審議する上で，適

切な審議状況であると考える（資料 1-①-3-19）。 

 

 

 

 

 

（目的） 
第２条 センターは，本学の保健管理に関する専門的業務を行い，学生及び教職員の心身の健康の保持増進

を図ることを目的とする。 
第２章 業務，職員及び分室 
（業務） 
第３条 センターは，前条の目的を達成するため，次の業務を行う。 
(1) 保健管理に関する実施計画の立案 
(2) 定期及び臨時の健康診断 
(3) 健康診断の事後措置等健康の保持増進に必要な事項 
(4) 健康相談 
(5) カウンセリング 
(6) 環境衛生に関する指導 
(7) 伝染性疾患対策 
(8) 応急措置 
(9) 保健管理の充実向上のための調査・研究 
(10) その他健康の保持増進に必要な専門的業務 
（職員） 
第４条 センターに，所長のほか，次に掲げる職員を置く。 
(1) 専任教員 
(2) 技術職員 
２ センターに，前項のほか，事務職員その他必要な職員を置くことができる。 
（職務） 
第５条 所長は，学長の監督の下に，センターの業務を掌理し，所属職員を監督する。 
２ 専任教員は，健康相談及びカウンセリング業務等に従事する。 
３ 技術職員は，看護業務等に従事する。 
（分室） 
第６条 センターに，札幌分室，函館分室，旭川分室，釧路分室及び岩見沢分室（以下「分室」という。）を置く。 
２ 分室に分室長を置き，分室所在校の教授のうちから，副学長の推薦により，学長が任命する。 
３ 分室長の任期は，２年とし，再任されることができる。ただし，補欠の分室長の任期は，前任者の残任期間と

する。 
 
第３章 運営委員会等 
（運営委員会） 
第７条 センターに，センターの運営に関する必要な事項を審議するため，運営委員会を置く。 
（組織） 
第８条 運営委員会は，次に掲げる委員で組織する。ただし，次条第３号に規定する事項を審議する場合に

は，第１号から第４号に掲げる委員で組織する。 
(1) 所長 
(2) 分室長 
(3) 各校において選出された教授又は准教授各１人 
(4) センターの専任教員 
(5) 総務部長 
(6) 学務部長 
(7) センター勤務の技術職員 
２ 前項第３号の委員は，副学長の推薦により，学長が任命する。 
３ 第１項第３号の委員の任期は，２年とし，再任されることができる。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の

残任期間とする。 
（審議事項） 
第９条 運営委員会は，次の事項を審議する。 
(1) センター運営及び保健管理の基本方針に関する事項 
(2) 中期目標・中期計画及び年度計画の実施に関する事項 
(3) 人事に関する事項 
(4) 配分予算に関する事項 
(5) 組織に関する事項 
(6) その他運営及び保健管理に関する重要な事項 
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資料 1-①-3-19 保健管理センター運営委員会開催状況（H21-22 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 保健管理センターの管理・運営状況に対する自己評価 

1) 保健管理センターの管理・運営の基本方針並びに目的は，アクションプランや保健管理センター規則

において適切に定めている。 

2) 同センターの組織についても，規則で明確に定めており，組織構成員は，専門的業務を扱うことから

専門的知識を有する者で構成されている。また，管理・運営にあたっては，運営委員会が審議の主体と

なり，構成員やその審議事項は規則で定めている。従って，それに基づいた適切な運営が行なわれて

いる。 

3) 教職員・学生へは，毎年「保健管理センター年報」を作成して，適切に周知を図っている。 

 

 

○ 平成２１年度第１回保健管理センター運営委員会議題 
（議題） 
１．保健管理センター所長候補の推薦について 
２．定期健康診断について 
 

○ 平成２１年度第２回保健管理センター運営委員会議題 
（議題） 
１．平成２２年度の事業計画について 
（報告） 
１．平成２１年度の事業報告について 

(1) 定期健康診断受診状況（学生・教職員）について 
(2) 各分室の利用状況について 
(3) 心理相談について 
(4) 広報活動等について 
(5) 大学教育情報システム利用による定期健康診断結果通知システム（学生）について 
(6) ＡＥＤ追加増設について 
(7) 新入生の麻疹ワクチン接種または抗体陽性証明の提出状況について 
(8) 新型インフルエンザについて 
(9) 平成２１年度保健管理研究協議会の開催について 
(10)その他   

  ２．その他 
   (1) 人間ドック医療機関について 
 

○ 平成２２年度第１回保健管理センター運営委員会議題 
（議題） 
１．学生・教職員定期健康診断の全面外注化について 
２．学生負担の心電図・血液検査について 
３．学生の定期健康診断における内科検診、血圧測定および視力検査について 

 
○ 平成２２年度第２回保健管理センター運営委員会議題 

（議題） 
１．平成２３年度の事業計画について 
２．旅費の負担について 
（報告） 
１．平成２２年度の事業報告について 

   (1) 定期健康診断受診状況（学生・教職員）について 
   (2) 各分室の利用状況について 
   (3) 心理相談について 
   (4) 広報活動等について 
   (5) 新入生の麻疹ワクチン接種または抗体陽性証明の提出状況について 
   (6) 平成２２年度第１回保健管理研究協議会の開催について 
   (7) 各分室運営委員会の開催状況について 
   (8) その他 
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(5) キャリアセンターに関して   

 

① キャリアセンターの設置は，大学法人化の移行に伴い，キャリア支援が常に改善を要する基本的課題で

あり，特に大学の再編を機に函館及び岩見沢両校の学生の就職支援は喫緊の課題であるとの認識の

下，第１期中期目標・中期計画に基づき，平成 18 年 4 月 1 日付で設置された（資料 1-①-3-20，21）。 

 

資料 1-①-3-20 キャリアセンターの設置について（教育研究評議会資料抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 1-①-3-21 平成 18 年度年度計画抜粋 

 

 

 

 

 

② 現在のキャリアセンターの構成はキャリアセンター長（学生支援担当理事），全学担当キャリアオーガナ

イザー1 人，キャリアセンター室長（学生課長が兼務），キャリアセンター室員 5 人（内訳：学生課総括主査

（兼務）1 人，学務部キャリアセンター室キャリア支援グループ主査 1 人，職員 3 人（うち非常勤職員 1 人））

からなる。キャリアオーガナイザーは，外部から民間経験のある人材を雇用している（週 3 日，6 時間／

日）。この構成は，教員と事務職員が協働して業務を進め，全学的見地から各校センター室の独自性を生

かす点から適切であると考える。 

 

③ キャリアセンターの基本方針は，キャリアセンター要項で定められ（資料 1-①-3-22），学生のライフプラ

ンの設計及びキャリアデザインの構築等，学生の就職活動の全学的支援が目的となっている。 

   主な業務は，①就職先開拓 ②就職に関する広報活動 ③キャリア講座の企画運営 ④インターンシッ

プの運営 ⑤企業ガイダンスの企画運営のほか，全学的な観点で就職支援を行うこととなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

平成１８年３月２８日教育研究評議会資料抜粋 

 

北海道教育大学キャリアセンターの設置について 

１．設置の経緯 

 ・ 大学法人化の移行に伴い，学生のためのキャリア支援は大学教育の質的な向上と並んで，常に改善を必要とする基本 

的課題となっている。特に，大学の再編を機に函館及び岩見沢両校の学生の就職支援は，喫緊の課題である。 

・ 本学の中期計画において，学生への支援に関する目標のなかで，就職指導・支援体制の充実がうたわれている。その

一環として全学担当及び函館校担当のキャリア・オーガナイザーが既に配置され，本格的なキャリア形成を構築するため

の体制の基礎的な要件は既に確保されている。 

２．設置の目的 

・ キャリア形成のための全学的な支援体制の充実を図ることを目的とする。 

キャリアセンターは学生のキャリア形成に関わる業務を統括し，学生のライフプランの設計やキャリアデザインの構築を

支援するための企画，広報活動等を行う。 

これにより学生には自らの人生の進路を選択する能力や態度の育成を促す。 

・ このセンターは別添の組織図に示されるように，本学の既存のセンター教育研究組織とは異なり，全学的なキャリア支

援のための事務組織の拡充を基本としている。 

３０－１ 

● キャリアセンターを設置し，就職先企業の開拓，リクルートニュースの発行等，学生

の就職支援活動の拡充を図る 
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資料 1-①-3-22 北海道教育大学キャリアセンター要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 平成 21 年度に実施した事業は，以下のとおりで，要項で規定している業務を着実に実施した。 

  ・全学共通科目「キャリア開発の基礎」（１年次対象）の企画・実施 

  ・就職支援セミナーの企画・実施（前期 7 回，後期 7 回） 

  ・インターンシップの企画・実施 

  ・合同企業説明会の企画・実施 

  ・各校の就職対策委員等との打合会の企画・実施 

  ・キャリアニュースの発行（4 回） 

  ・ＯＢ，ＯＧ名簿の作成 

  ・求人票のホームページへの掲載 

  ・企業開拓のための企業訪問 

  ・全国企業セミナーの参加 

 

  しかしながら，本学の教員採用試験登録状況や，近年の就職状況の厳しさによる就職内定者の低迷に対

応するため，全学の就職支援対策の策定を目的として，就職対策ワーキンググループが平成 21 年 12 月に

設置され，平成 22 年 3 月までに新しいキャリアセンター組織等について計 4 回の検討を行い，報告書にまと

め，キャリアセンターの体制強化が課題として出されたことから，その改善策として，各校にキャリアセンター

を設置し，それを全学キャリアセンターの下に配置することが提案された。 

  この提案を受け，現在新たなキャリアセンター体制構築に向け準備を進めている。この新たなキャリアセン

北海道教育大学キャリアセンター要項 
制  定 平成 18 年３月 27 日

 （設置） 
第１条 北海道教育大学（以下「本学」という。）における学生のライフプランの設計及びキャリアデザインの構築等学生の

就職活動を全学的に支援することを目的として，本学に北海道教育大学キャリアセンター（以下「センター」という。）を
置く。 

 （業務） 
第２条 センターは，前条の目的を達成するため，次の業務を行う。 
  (1) 就職先開拓等の活動 
  (2) 就職に関する広報活動 
  (3) キャリア講座の企画運営 
  (4) インターンシップの運営 
  (5) 企業ガイダンスの企画運営 
  (6) リクルートニュースの発行 
  (7) 卒業者就職先名簿の作成 
  (8) 求人票等のデータ管理 
  (9) 各校が行う就職関係業務に対する支援 
 (10) その他就職に関し必要な業務 
 （構成） 
第３条 センターは，次に掲げる者をもって構成する。 
  (1) センター長 
  (2) キャリアオーガナイザー（全学担当） 
  (3) 学務部キャリアセンター室員 
２ センター長は，学長が指名する理事又は副理事をもって充てる。 
３ センターに，第１項に掲げる構成員のほか，必要に応じその他の者を加えることができる。 
 （職務） 
第４条 センター長は，センターの業務を掌理する。 
２ キャリアオーガナイザー（全学担当）は，就職支援に関する業務の企画等の専門的業務を行う。 
 （雑則） 
第５条  この要項に定めるもののほか，センターに関し必要な事項は，センター長が別に定める。 
   附 則 
 この要項は，平成 18 年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要項は，平成 19 年８月 27 日から施行する。 
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ター組織となることで，全学センターと各校センターが連携し，全学一体となった運営や就職支援対策，進

路状況・就職状況等の調査，分析を踏まえて，課題の整理や具体的目標を設定でき，就職率の向上につな

げることが期待される（資料 1-①-3-23）。 

 

資料 1-①-3-23 新たなキャリアセンター組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ キャリアセンターの管理・運営状況に対する自己評価 

キャリアセンターは，中期目標・中期計画・年度計画に基づき平成 18 年 4 月に設置され，管理・運営の

方針が要項で定められている。組織構成も，特に大学再編後の函館校，岩見沢校の学生の就職支援に

ついて全学的に取り組むため，外部の人材をキャリアオーガナイザー（全学担当）として加えた。このことに

より，民間企業や公務員を目指す学生に対する，セミナーや講演会，企業説明会，本学学生の売り込み

のための企業訪問等が企画実施され，経済界等との繋がりが一層強化された。 

また，全学組織としての就職対策ワーキンググループを設置し，組織的就職支援策についての見直し等

を行った。 

しかし，組織は「要項」で定められているが，あくまで全学担当の業務に限られており，各校の就職対策

委員会等との関係が明確ではないため，就職支援に関する全学的運営組織が必要である。 

 　新たなキャリアセンター組織図

札幌校キャリアセンター

キャリアセンター長（教員）

キャリアセンター副センター長（外部の専任職員）

キャリアセンター員(教員）

キャリア相談員（民間・公務員担当）

学務部キャリアセンター室員（キャリアセンターと兼務）

函館校キャリアセンター

キャリアセンター長（教員）

キャリアセンター副センター長（外部の専任職員）

キャリアセンター員(教員）

学務グループ

北海道教育大学キャリアセンター 旭川校キャリアセンター

キャリアセンター長（理事） キャリアセンター長（教員）

キャリアセンター副センター長 キャリアセンター副センター長（外部の専任職員）

キャリアセンター室長（学生課長兼務） キャリアセンター員(教員）

キャリアオーガナイザー キャリア相談員（民間・公務員担当）

学務部キャリアセンター室員 学務グループ

釧路校キャリアセンター

キャリアセンター長（教員）

キャリアセンター副センター長（外部の専任職員）

キャリアセンター員(教員）

学務グループ

キャリアセンター会議

キャリアセンター長 岩見沢校キャリアセンター

キャリアセンター副センター長 キャリアセンター長（教員）

各校キャリアセンター長 キャリアセンター副センター長（外部の専任職員）

各校キャリアセンター副センター長 キャリアセンター員(教員）

キャリアセンター室長 キャリア相談員（民間・公務員担当）

キャリアオーガナイザー 学務グループ

※１）函館校、岩見沢校のキャリア相談（教員採用）は、教職アドバイザーが行う。

　　２）札幌校・旭川校・釧路校のキャリア相談（教員採用）は、副センター長が担当する。

　　３）釧路校のキャリア相談（民間・公務員）は、キャリアオーガナイザーと札幌校キャリア相談員が担当する。

学　　　　長
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4.附属学校運営会議の管理・運営について   

 

（１） 管理・運営上の基本方針 

附属学校は，北海道教育大学学則第 11 条第１項により附属小学校，附属中学校，附属特別

支援学校及び附属幼稚園（以下「附属学校」という｡）を置くものとされており，同条第 2 項に基づき

全 11 附属学校園の校（園）則が定められ，各附属学校の校(園)則第 2 条で次の任務を果たすこと

を目的と定められている（資料 1-①-4-1）。 

①教育の理論及び実際に関する研究並びにその実証を行うこと。 

②本学学生の教育実習を行うこと。 

   また，本学附属学校規則第２条においても上記と同様な目的が定められている。 

 

資料 1-①-4-1 北海道教育大学学則（抜粋）及び北海道教育大学附属札幌小学校校則（抜粋） 

◎北海道教育大学学則（抜粋） 
（附属学校） 
第 11 条 本学に，附属小学校，附属中学校，附属特別支援学校及び附属幼稚園（以下「附属学校」とい

う｡）を置く。 
２ 附属学校に関する規則は，別に定める。 
 
◎北海道教育大学附属札幌小学校校則（抜粋） 
 （目的） 
第２条 本校は，児童の心身の発達に応じて，初等普通教育を施すとともに，北海道教育大学（以下「本

学」という｡）の教育計画に従い，次に掲げる任務を果たすことを目的とする。 
 (1) 教育の理論及び実際に関する研究並びにその実証を行うこと。 
 (2) 本学学生の教育実習を行うこと。 

 

さらに，学長のアクションプラン 2009－2011 で，「Ⅷ－5 より効率的な附属学校運営体制を構

築する」ことが掲げられている（資料 1-①-4-2）。 

 

資料 1-①-4-2 学長アクションプラン 2009-2011（抜粋） 
Ⅷ 附属学校 

Ⅷ―５ より効率的な附属学校運営体制を構築する。 

 

よって，管理・運営上の基本方針は規則で適切に定められているとともに，学長の方針等でも

明確に示されている。 

 

（２） 管理・運営を実施する主体 

附属学校の管理運営組織について，運営規則第 19 条第 1 項で，附属学校の管理運営の基

本的事項を審議する等，附属学校の円滑な運営のため，附属学校運営会議を置くものとされて

おり，同条第 2 項から第 4 項で構成員及び審議事項が定められている（資料 1-①-4-3）。 

 

資料 1-①-4-3 国立大学法人北海道教育大学運営規則（抜粋）「附属学校運営会議」 
 （附属学校運営会議） 
第 19 条 本学に，附属学校の管理運営の基本的事項を審議する等附属学校の円滑な運営のため，附属

学校運営会議を置く。 
２ 附属学校運営会議は，次に掲げる委員で組織する。 

(1) 学長が指名する理事又は副理事 １人 
(2) 理事又は副理事を補佐させるため学長が指名する者（特別補佐） １人 
(3) 附属学校の長 
(4) 総務部長 
(5) 附属学校室長 

３ 前項のほか，必要に応じて副校長及び副学長を加えることができる。 
４ 附属学校運営会議は，次に掲げる事項を審議する。 

(1) 附属学校の管理運営の基本に関する事項 
(2) 中期目標・中期計画及び年度計画の実施に関する事項 
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(3) 大学と附属学校との連携及び連絡調整に関する事項 
(4) 教育実習に関する事項 
(5) その他必要と認められる事項 

５～７ （略） 

 

附属学校運営会議は毎年度 4 回程度開催し，年度計画や予算など，管理・運営に関する基

本的な事項のほか，国の教育政策に関する事項，危機管理など，附属学校全体の運営に関する

重要な事項について審議している（資料 1-①-4-4）。 

なお，より機能的な会議の運営を目指し，平成 23 年度から，開催時期を学校の各学期の始め

と終わり頃に開催することとし，年 6 回に開催数を増やすとともに定例化させる予定としている。 

 
資料 1-①-4-4 附属学校運営会議開催日及び審議事項 
〔平成 21 年度〕 

①６月 30 日：委員の選出（予算検討委員会委員，教大協理事及び附属学校委員会委員），  
       年度計画の具体的，第二期中期目標・中期計画の素案，新任教員研修， 

10 年経験者研修，新学習指導要領にかかる教材・教具等の予算，概算要求事項 
  ②10 月 27 日：入学試験に係る新型インフルエンザ対応，全国学力・学習状況調査 

③11 月 ２日：入学試験に係る新型インフルエンザ対応 
④ 1 月 15 日：附属学校園の在り方検討委員会，全国学力・学習状況調査 

〔平成 22 年度〕 
①４月 27 日：非常勤講師手当についてのワーキング・グループの設置，委員の選出（予算検討委員会

委員，教育研究委員会委員，教大協理事及び附属学校委員会委員），  
年度計画活動経過・結果報告書，新任教員研修，児童・生徒の表彰，概算要求， 
附属学校園の在り方検討委員会 

②９月 24 日：附属学校研究推進連絡協議会，年度計画の具体的方策，予算執行計画案の作成， 
業務の実績に関する改善の提言への対応策等，附属学校園の在り方検討委員会，  
附属学校(園)非常勤講師の在り方検討委員会，11 附属学校園の共同研究， 
学校評価ガイドラインの改訂（第三者評価），附属学校新任教員研修, 
附属学校大学院研修員 

③12 月 15 日：附属学校運営会議の在り方，学校評価（第三者評価）， 
附属学校園在り方検討委員会の報告書，生徒等表彰，年度計画中間報告， 
特別経費要求に係る予算措置，附属学校新任教員研修，附属学校教員大学院研修員， 
人事交流，予算執行計画案及び度概算要求，非常勤講師在り方検討委員会， 
教員免許更新講習，全学統一グループウェアの運用，大学情報集積システム 

④ １月 28 日：概算要求提出事項，人事交流，年度計画の活動経過・結果報告， 
35 人以下学級の制度化，研究指定校事業，生徒等表彰， 
附属学校園の在り方検討委員会報告， 
附属学校(園)非常勤講師の在り方検討委員会報告，全国学力・学習状況調査， 
附属学校新任教員研修アンケート，大学運営に係る自己評価点検（附属学校） 

 

各附属学校に共通する組織及び運営に関する必要な事項としては，運営規則第 18 条第１項

により附属学校に校（園）長（本学の教授をあてる）を置くものとし，同条第 2 項により附属学校規

則が制定され，附属学校に置く職員（副校（園）長，主幹教諭，教諭，養護教諭，栄養教諭，事

務職員等），校長等の職務，主任等，司書教諭及び学校評議員の配置，職員会議の設置につ

いて，定められているとともに，教育活動その他の学校運営の状況について，評価を行い公表す

ることとされている（資料 1-①-4-5）。 

 

資料 1-①-4-5 国立大学法人北海道教育大学運営規則（抜粋）「附属学校」及び北海道教育大学附属学校
規則（抜粋）「学校評価」 

 
◎国立大学法人北海道教育大学運営規則（抜粋） 
 （附属学校） 
第 18 条 学則第 11 条に規定する附属学校に，それぞれ校長（附属幼稚園にあっては，

園長とする｡）を置き，本学の教授をもって充てる。 
２ 附属学校の組織及び運営に関し必要な事項は，別に定める。 
  
◎北海道教育大学附属学校規則（抜粋） 
（学校評価） 
第 11 条附属学校は，学校運営の改善を図るため，教育活動その他の学校運営の状況

について評価（以下「学校評価」という。）を行い，その結果を公表するものとする。 
２ 学校評価の実施等に関し必要な事項は，別に定める。 
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また，学則第 11 条第 2 項に基づき，各附属学校に校(園)則が定められ，修業年限，学年・学

期，休業日，教育課程等，学級定数・児童生徒等の定員，入退学(園)等の学校運営に関する必

要な事項が定められている。 

よって，管理・運営を実施する組織等について，規則により適切に定められているとともに，学

校運営に必要な事項については各附属学校の校（園）則で定められている。 

 

（３） 法人化及び大学再編後の運営 

法人化前は，各校の下に附属学校が置かれていたが，法人化後は，学則の中で学長の下に

置かれる附属学校として位置付けられ，予算配分も各校に含められていたものを，法人化後は，

会計規則等によりキャンパスごとに附属学校に個別に配分されることとなり，運営面において附属

学校の独自性が図られた（資料 1-①-4-6）。 

ただし，学長の下に置かれる附属学校として学則により位置付けられながらも，附属学校規則

及び各校(園)則において，校(園)長の職務は，「当該附属学校の所在する副学長の指導を受

け，校(園)務を司り，所属職員を監督すること。」と記されているとともに，予算管理責任者も同様

に副学長となっており，実態をより表すように規則を整備した方が適切と思われる。 

 

資料 1-①-4-6 北海道教育大学附属学校規則（抜粋）「校長等の職務」，国立大学法人北海道教育大学会計

規則（抜粋），平成 22 年度学内予算配分方針（抜粋） 
◎北海道教育大学附属学校規則（抜粋） 
（校長等の職務） 
第４条 校長は，学長の監督の下に，当該附属学校の所在する副学長の指導を受け，校務（附属幼稚園

にあっては，園務。以下同じ。）をつかさどり，所属職員を監督する。 
 
◎国立大学法人北海道教育大学会計規則（抜粋） 
（予算単位及び予算責任者） 
第 11 条 本学の予算単位及び予算単位ごとの予算責任者は，別に定める。 
２ 予算責任者は，所掌する予算単位における配分予算案を作成するものとする。 
 
◎平成２２年度学内予算配分方針（抜粋） 

Ⅲ 予算配分部局 
１．予算配分部局は，以下のとおりとする。 

予 算配 分 部 局 名  予 算責 任 者  

15.附属 札 幌 学 校  副 学長 （札 幌 校 担当 ） 

16.附属 函 館 学 校(園) 副 学長 （函 館 校 担当 ） 

17.附属 旭 川 学 校(園) 副 学長 （旭 川 校 担当 ） 

18.附属 釧 路 学 校  副 学長 （釧 路 校 担当 ） 
 

 

第 1 期中期目標計画期間中における管理・運営上の取り組みとして，平成 19 年度から附属学

校担当理事の下に特別補佐（附属学校担当）を配置し，理事の命に基づき附属学校全般を総

括させるとともに，これを補佐する事務組織体制として総務部長のもとに附属学校室（室長(総務

課長兼務)，室長補佐（総務課総括主査兼務），事務職員）を置いた（資料 1-①-4-7）。また，担

当理事，特別補佐，附属学校（園）長による「附属学校運営会議」を設置し，附属学校の管理運

営を機動的・効率的に行う体制を構築した。（※平成 19 年 3 月 6 日役員会決定） 

 

資料 1-①-4-7 国立大学法人北海道教育大学事務局組織規則（抜粋） 
 （部，課及び室） 
第２条 事務局に，総務部，財務部，学務部，学術情報室，センター総合事務室，函館校室，旭川校室，

釧路校室及び岩見沢校室を置く。 
２ 総務部に，総務課，企画課，人事課及び附属学校室を置く。 
３～４ （略） 
（室長）   
第６条 附属学校室，情報化推進室，国際交流・協力室，キャリアセンター室及び学術情報室及びセンタ

ー総合事務室に，室長を置き，事務職員をもって充てる。 
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２～４（略） 
 （総括主査等） 
第８条 課及び室に，総括主査（附属学校室及び国際交流・協力室にあっては室長補佐。以下同じ。）を

置くことができる。 
２～４（略） 
 （附属学校室） 
第 14 条の２ 附属学校室においては，次の事務をつかさどる。 
 (1) 附属学校の事務に関し，総括し，及び連絡調整すること。 
 (2) 附属学校に関する全学的会議等に関すること。 
 (3) 大学と附属学校との連携協力等に関すること。 
 (4) 研究開発学校等の指定に関すること。 
 (5) 札幌校所在の附属学校の事務に関すること。 

(6) 札幌校所在の附属学校の教育の充実等を目的とした後援会等との連携・協力に関すること。 
 (7) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。 
 (8) その他附属学校に関すること。 

 

 さらに，附属学校運営会議の下に，附属学校が大学と連携し，それぞれの特色を生かした新し

い教育の在り方，カリキュラム，指導法等の実践的研究の開発を行うため「附属学校研究推進連

絡協議会」を設置（平成 18 年 3 月 31 日）した（資料 1-①-4-8）。現在，11 附属学校園の共通テ

ーマによる共同研究会と連携した活動を始めている。 

 なお，釧路キャンパスでは大学と附属小・中との共同研究が組織的に行われており，キャンパス

単位でも附属学校と大 学との連携 や連絡調整 を目的とした組織が設 置されているところもあ

る。 

資料 1-①-4-8 附属学校研究推進連絡協議会要項（抜粋） 
 （設置） 
第１条 国立大学法人北海道教育大学附属学校運営会議のもとに，附属学校が大学と連携し，それぞれ

の特色を生かした新しい教育のあり方，カリキュラム，指導法等の実践的研究の開発を行うため国立
大学法人北海道教育大学附属学校研究推進連絡協議会（以下「協議会」という｡）を置く。 

 （組織） 
第２条 協議会は，次に掲げる委員で組織する。 

(1) 国立大学法人北海道教育大学運営規則（平成 16 年規則第 17 号。以下「運営規則」という。）第 19
条第５項に掲げる委員長 

(2) 運営規則第６条第２項第７号に掲げる評議員 
(3) 副学長が指名する者 各校から１人 
(4) 附属学校の副校長（附属幼稚園にあっては，副園長） 
(5) 学長が指名する者 若干人 

 （協議事項） 
第３条 協議会は，次に掲げる事項を協議する。 

(1) 大学・附属学校の連携による研究推進に関すること。 
(2) 教育課題に対応した実践的な教育研究推進に関すること。 
(3) その他大学・附属学校の連携等に関し必要な事項 

 

学校教育法の改正に伴い，教頭に替わって副校(園)長を置くこととするとともに，主幹教諭及

び栄養教諭を置くことができるよう平成 20 年度から附属学校規則及び各附属学校の校(園)則を

改正した（資料 1-①-4-9）。 

また，同じく学校教育法の改正に伴い，平成 19 年度から養護学校を特別支援学校に，特殊学

級を特別支援学級に改めるための関係規則の所要の改正を行った。 

 

資料 1-①-4-9 北海道教育大学附属学校規則（抜粋）「附属学校の職員」 
 （附属学校の職員） 
第３条 附属学校に，校長（附属幼稚園にあっては，園長。以下同じ。）のほか，次に掲げる職員を置く。 

(1) 副校長（附属幼稚園にあっては，副園長。以下同じ。） 
(2) 教諭 
(3) 養護教諭 
(4) 事務職員及びその他必要な職員（以下「事務職員等」という｡） 

２ 前項に規定するもののほか，主幹教諭及び栄養教諭を置くことができる。 
３ 前項に規定する主幹教諭は，当該附属学校の教諭のうちから，校長の推薦に基づき，学長が任命す

るものとする。 
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 以上のような管理・運営体制のもと，第 1 期中期目標・中期計画期間中には，附属学校として次

のような取り組みを行ってきた。 

 

○教育実習に関する取り組み 

大学学部の教育課程に基づく基礎実習・主免実習・副免実習の実習生を受け入れるとともに，

教員採用試験合格の学生を対象とした教員採用直前実習を平成18年度から，附属学校におい

て実施した。 

また，教職大学院のストレートマスターの教育実習を附属学校で実施するとともに，修士課程を

含めた大学院生の研究授業や授業参観への受け入れを行ってきた。 

○大学との連携  

 大学で行われる教育実習の｢事前・事後指導｣の講師として，附属学校教員を派遣した。  

 また，大学教員等と連携し, ｢小中連携(異校種間連携)｣, ｢食育｣, ｢外国語及び外国語活動｣, 

｢雪の学習研究会｣等に関する研究大会・研究会を開催し,公開授業等により北海道内外の小・

中学校の教員等に成果を公開した。 

○地域貢献 

教育委員会等が主催する研究会，研修等の事業に,附属学校教員を講師として派遣した。 

また，附属学校において実践した研究成果を，教育研究大会，授業公開または研究実践の発

表などで，地域の学校に提供した。 

○国際協力貢献 

  JICA等の受託事業｢初等理数科教授法｣等による研修教員を受け入れた。 

 また，第１期中期目標・中期計画期間中の取り組みを踏まえ，第２期では，①大学と一体となっ

た附属学校の運営，②大学と附属学校との連携による先導的な教育研究の推進，③社会・地

域・国際貢献に寄与の3点を中期目標に掲げ，マネジメント体制の向上，大学と附属学校が連携

して行う研究活動の推進，国の教育政策と地域の教育活動の推進に寄与，国際協力に寄与する

などの中期計画をたて，種々の取り組みを行っている。 

 

 以上のことから，法人化及び大学再編を経た管理・運営状況について，法令に基づいた所要の

措置を講じているとともに，附属学校の効率的な運営を目指した措置も講じている。また，構築さ

れた管理・運営体制の下で様々な取り組みを行ってきている。 

 

(4) 附属学校運営会議の管理・運営に対する自己評価 

① 管理・運営上の基本方針及び管理・運営の組織等について，規則等で適切に定められてい

るとともに，学長の方針等もアクションプランにより明確に示されている。 

また，法人化及び大学再編を経た第１期中期目標計画期間中，附属学校の効率的な運営

を目指した措置を行うとともに，様々な実績を挙げてきており，附属学校の管理・運営について

は，概ね適切である。 

 

② 附属学校担当理事の下に特別補佐（附属学校担当）を配置するとともに，事務組織体制とし

て附属学校室を置き，さらに担当理事，特別補佐，附属学校（園）長による「附属学校運営会

議」を設置し，全学的な附属学校の管理・運営を行っている点において適切である。 

 

③ 各附属学校と副学長との関わりについて，附属学校規則及び校(園)則により，校(園)長に

対する副学長の指導が規定されているが，組織としての関わりが明確に規定されていない点

について改善を要する。 
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5.附属図書館の管理・運営について 
   

 

（１） 附属図書館の設置・目的・組織 

北海道教育大学附属図書館は，「北海道教育大学学則」第８条に基づき設置され，運営規則

（資料 1-①-4-10）に基づき館長を置き，附属図書館の組織及び運営に関し必要な事項を定める

ため，「北海道教育大学附属図書館規則」を制定している。 

 

資料 1-①-4-10 国立大学法人北海道教育大学運営規則（抜粋） 

 

 

 

 

 

「北海道教育大学附属図書館規則」では，第２条に図書館設置の目的を定め，この目的に沿

い，図書館運営を行っている（資料1-①-4-11）。 

 

資料1-①-4-11 北海道教育大学附属図書館規則」（抜粋）「目的」 

 

 

また同「附属図書館規則」第 3，5 条に基づき，附属図書館を構成する組織として，札幌館，函館

館，旭川館，釧路館，岩見沢館の五構成館を置き，各構成館には，学長が任命する構成館長（札

幌館長，函館館長，旭川館長，釧路館長，岩見沢館長）を置いている（資料 1-①-4-17）。 

 

（２） 図書館運営委員会及び附属図書館構成館構成館長会議 

附属図書館の管理・運営等の基本方針を策定するため，附属図書館に，図書館運営委員会

を置き，「附属図書館規則」第 6 条に定めるように（資料 1-①-4-12），附属図書館長，各構成館

長，各校から選出された教授または准教授各 1 人，学術情報室長の 11 人からなる構成で，全学

的な管理運営，中期目標・中期計画及び年度計画の実施，規則の制定改廃，配分予算・施設，

全学的な図書館事業等について審議している。運営委員会の構成は，道内 5 カ所に分散する各

構成館の特性と，全学附属図書館としての一貫性を保ちながら，学術情報の新たな課題に対応

しつつ，規則に定めた目標を達成する上で適切であると考える。 

   平成 21，22 年度の，図書館運営委員会の開催回数は，平成 21 年度は１回（平成 21 年 7 月），

平成 22 年度は３回（平成 22 年 6 月，平成 23 年 1 月，平成 23 年 3 月）開催し，図書館の年度計

画，図書館予算，図書館利用状況，及び電子ジャーナルの現状等について審議した。なお平成

21 年度には，新たに，附属図書館長・各構成館長の計 6 人からなる「附属図書館構成館館長会

議」を 1 回開催し，図書館の課題と現状，及び図書の管理等について審議した。 

 

 

（目的） 

第２条 附属図書館は学生，職員，研究者及び地域の人々が必要とする学術情報資源を収

集，組織化，保存，提供し，かつ，新たな価値を創生することによって，本学における教

育研究活動を支援するとともに，国内外並びに地域社会における学術研究の進展及

び文化の振興に寄与することを目的とする。 

（附属図書館） 

第15条 学則第８条に規定する附属図書館に館長を置き，学長が指名する理事又は

副理事をもって充てる。 

2 附属図書館の組織及び運営に関し必要な事項は，別に定める。 
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資料1-①-4-12 北海道教育大学附属図書館規則（抜粋）「図書館運営委員会」 

 

 

（３） 構成館運営委員会 

附属図書館を構成する各構成館は，「附属図書館規則」第 9 条に定めるように（資料 1-①

-4-13），その円滑な運営を図るため各々に，構成館長，若干人の教員及び事務長（札幌館にあ

っては，学術情報室長）で組織された構成館運営委員会を置き，当該構成館に関わる管理運営，

中期目標・中期計画及び年度計画の実施，規則の制定改廃，配分予算・施設等について審議し

ている。 

 

資料 1-①-4-13 北海道教育大学附属図書館規則（抜粋）「構成館運営委員会」 

 

 

各構成館の平成 21，22 年度の，運営委員会の開催回数は，以下の資料 1-①-4-14 のとおりで

あり，各構成館運営委員会内規に定められた事項の審議を行っている（資料 1-①-4-15）。 
 

資料 1-①-4-14 附属図書館各構成館の運営委員会の開催回数 

構成館名 平成 21 年度開催回数 平成 22 年度開催回数 

札幌館 ２ ２ 

函館館 ２ １ 

旭川館 ３ ３ 

岩見沢館 ４ ３ 

（釧路館）＊ （２） （１） 

 ＊ 次に述べるように，釧路館は他館と異なる運営を実施している。 

 

（図書館運営委員会） 

第６条 附属図書館の円滑な運営を図るため，附属図書館に，図書館運営委員会を置く。 

２ 図書館運営委員会は，次に掲げる委員で組織する。 

(1) 館長 

(2) 構成館長 

(3) 各校から選出された教授又は准教授 各１人 

(4) 学術情報室長 

３ 図書館運営委員会は，次の事項を審議する。 

(1) 運営の基本に関する事項 

(2) 中期目標・中期計画及び年度計画の実施に関する事項 

(3) 必要な規則の制定改廃に関する事項 

(4) 配分予算及び施設に関する事項 

(5) 構成館に共通の事業に関する事項 

(6) 構成館所蔵資料の共同利用の事業に関する事項 

(7) その他必要と認められる事項 

（構成館運営委員会） 

第９条 構成館の円滑な運営を図るため，構成館に，それぞれ構成館運営委員会を置く。 

２ 構成館運営委員会は，当該校の次に掲げる委員で組織する。 

(1) 構成館長 

(2) 教員 若干人 

(3) 事務長（札幌館にあっては，学術情報室長） 

３ 構成館運営委員会は，当該構成館に関する次の事項を審議する。 

(1) 運営の基本に関する事項 

(2) 中期目標・中期計画及び年度計画の実施に関する事項 

(3) 必要な規則の制定改廃に関する事項 

(4) 配分予算及び施設に関する事項 

(5) その他必要と認められる事項 
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資料 1-①-4-15 各構成館運営委員会内規（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，前述のとおり各構成館では概ね「運営委員会内規」を定め運営委員会の運営を行ってい

る。しかし，釧路館においては，釧路館運営委員会が無く，釧路校の学芸振興委員会において，

釧路館に関する事項を審議していて，釧路館長及び図書館運営委員会委員（1 人）は学芸振興

委員会の委員となっている現状がある。また，釧路館の運営に係る委員会の内規についても定め

られていない状況にある。 

 

（４） 附属図書館の自己点検評価 

附属図書館では大学の第１期中期目標・中期計画の期間（平成 16-21 年度）に，附属図書館

独自の中期目標・中期計画を策定し，管理運営面等で自己評価を実施し，平成 21 年度に完了

した。その報告書は現在作成中である。 

その際，「附属図書館規則」第７条の「専門委員会」の条文に基づき，図書館運営委員会の下

に専門委員会として，附属図書館自己評価専門委員会を置き，「北海道教育大学附属図書館

自己評価専門委員会内規」（平成 16 年 4 月策定）に基づき（資料 1-①-4-16），附属図書館の

活動状況等について自ら点検及び評価し，自己点検評価の実施方針の策定，実施計画，実施

及び報告書の作成，公表等を実施してきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・札幌館 

（審議事項） 

第３条 委員会は，規則第９条第３項に係る事項を審議する。 

 

・函館館 

（審議事項） 

第３条 委員会は，規則第９条第３項に係る事項を審議する。 

 

・旭川館 

（審議事項） 

第３条 委員会は，規則第９条第３項に係る事項を審議する。 

 

・岩見沢館 

（審議事項） 

第３条 委員会は，岩見沢館に関する次の事項を審議する。 

(1) 図書館規則第９条第３項に規定された事項 

(2) 図書の選定及び利用に関する事項 

(3) 年報いわみざわの編集に関する事項 

(4) その他岩見沢館の運営に関する事項 
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資料 1-①-4-16 北海道教育大学附属図書館自己評価専門委員会内規（抜粋） 

 

 

 

自己評価専門委員会は，「専門委員会内規」の規定により，附属図書館長，各構成館の図書

館運営委員会委員各 1 人，学術情報室長，附属図書館長が指名する学術情報室の総括主査ま

たは主査１人の 8 人で組織しており，平成 20，21 年度において，それぞれ 3 回，1 回開催し，平成

22 年度は前述の平成 22 年 6 月に開催した図書館運営委員会において，同時に年度計画等の自

己評価に関する事項を審議したが，附属図書館独自の中期目標・中期計画が終了した今，自己

評価専門委員会は廃止も含めて検討すべきである。 

 

（５） 附属図書館の事務組織 

附属図書館の事務組織は，法人化移行の際，事務組織全体の見直し，再編が行われ，従来の

附属図書館事務部が廃止され，各校事務部と同様に事務組織が全て事務局に一元化された。ま

た，従来からの業務の事務分掌も見直され，係制が廃止され，新たにグループ制が導入された。

札幌館には，学術情報室が設置され，4 係（総務係，整理係，参考係，運用係）が学術情報グル

ープ１つに統合された。各構成館においても，従来の分館図書係から各校室学術情報グループ

へ組織変更となった（資料 1-①-4-17）。 

グループ制のメリットとして，業務集中の分散化，横断的な業務処理等，合理的かつ効果的な

業務遂行が図られる予定であったが，人員削減，常勤職員の非常勤職員・派遣職員化等により，

円滑な業務遂行に支障を来すなどグループ制のメリットが十分に活かされていない状況にある。ま

た各構成館においては，元々1 係が 1 グループに名称が変わっただけであるので，係間の横断的

な業務処理等の問題は生じないが，人員削減，常勤職員の非常勤職員・派遣職員化等により，

厳しい対応を迫られている。 

 

 

 

 

 （設置） 

第１条 北海道教育大学附属図書館規則（平成16年規則第20号）第７条の規定に基づき，附属図

書館の目的及び社会的使命を達成するため，附属図書館の活動状況等について自ら点検及び

評価し，その改善向上を図ることを目的に，北海道教育大学附属図書館自己評価専門委員会

（以下「委員会」という｡)を置く。 

（任務） 

第２条 委員会は，次に掲げる事項を任務とする。 

(1) 自己点検評価の実施方針の策定に関すること。 

(2) 自己点検評価の実施計画に関すること。 

(3) 自己点検評価の実施及び報告書の作成に関すること。 

(4) 自己点検評価の公表に関すること。 

(5) その他自己点検評価に関し必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は，次に掲げる委員で組織する。 

(1) 館長 

(2) 図書館運営委員会委員 各構成館１人 

(3) 学術情報室長 

(4) 館長が指名する学術情報室の総括主査又は主査 １人 
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附属図書館長 図書館運営委員会 

札幌館長 函館館長 旭川館長 釧路館長 岩見沢館長 

札幌館 

運営委員会 

函館館 

運営委員会 

旭川館 

運営委員会 

※釧路校 

学芸振興委員会 

岩見沢館 

運営委員会 

附属図書館自己評価専門委員会 

資料 1-①-4-17 附属図書館及び事務組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 附属図書館の実施事業等 

附属図書館は，附属図書館規則第 2 条の「目的」を実現するため，学長裁量経費による館長

裁量経費が交付され，平成 20 年度より「図書館活性化プロジェクト」を実施している（資料 1-①

-4-18）。毎年度の「附属図書館懸賞論文」，「学生による選書ツアー」等や，「しかけ絵本展」，「読

書指導の達人講座（ブックトークなど）」等の学生・市民を対象とした催しを実施し，好評を得た。 

    また学内・学外の図書館利用者のニーズを把握するため，平成 20 年度に「学外利用者アンケ

ート」を実施して要望があった「Web 貸出サービス」を新設するなどし，また平成 21 年度には「（北

海道教育大学学術リポジトリに関する）アンケート調査」を実施しその結果を踏まえ「北海道教育大

学学術リポジトリ」を本格始動させ，平成 22 年度には，今後の附属図書館の設備等の改善の方向

性を占うため「平成 22 年度図書館利用者アンケート調査」を実施した（平成 23 年 1 月実施）。今

後はアンケートの結果を踏まえ学習支援の場としての図書館の一層の充実へ向けて，改善等を行

っていく予定である。 

 

 

 

 

 

事務局長 

釧路校室事務長 学術情報室長 函館校室事務長 旭川校室事務長 岩見沢校室事務長 

学 術 情 報 室 学 術

情報グループ 

函 館 校 室 学 術 情

報グループ 

旭 川 校 室 学 術 情

報グループ 

釧 路 校 室 学 術 情

報グループ 

岩 見 沢 校 室 学 術

情報グループ 

※釧路館のみ運営委員会が無く，学芸振興委員

会で運営に関する審議を行っている。 
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資料 1-①-4-18 図書館活性化プロジェクト一覧（H20-22 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7) 附属図書館の管理・運営状況に対する自己評価   

① 附属図書館の管理運営は，北海道教育大学学則,運営規則及び附属図書館規則に照らし

て，おおむね順調に実施しているが，「（3）構成館運営委員会」，「（4）附属図書館の自己点検

評価」において述べたように，釧路館運営委員会の未整備，自己評価専門委員会の再検討等

において，課題がある。 

② 「（6）附属図書館の実施事業等」において述べたように，「北海道教育大学附属図書館規則」

第２条の附属図書館の「目的」を実現するため，平成 20 年度より「図書館活性化プロジェクト」を

実施し，また学内外の附属図書館へのニーズを把握するため，各種のアンケートを実施し改善

につなげていることは，高く評価される。 

③ 文部科学省の「科学技術・学術審議会 学術分科会 研究環境基盤部会 学術情報基盤作

業部会」に出された「大学図書館の整備について(審議のまとめ)―変革する大学にあって求めら

れる大学図書館像―」において，「図書館長がリーダーシップを十分に発揮して，持てる資源を

機動的・効果的に運用することを可能とするためには，全学の図書館に係る経費と職員を，一元

的に管理する体制の構築は必須条件である。」ということが指摘されている。図書館組織上の一

元化は大学図書館の全国的な課題となっていることは本学においても考慮されるべきである。 

 
平成 20 年度  

プロジェクト名 目的・内容 実施期間 備 考 

第１回附属図書館懸賞論文 
学生自身による読書意欲・思考・表現の涵
養（応募数３９編） 

平成 20 年 10 月～12 月 附属図書館 

図書館コメント大賞 学生自身による学生のための図書の推薦 平成 20 年 11 月～12 月 旭川館 

学生による選書ツアー 学生主体の図書選書のための書店ツアー 平成 20 年 6 月，11 月 札幌館 

学生・教員の創作書画の図書
館閲覧室での展覧 

学生・教員の書画を展示することにより図書
館の閲覧環境を充実させる 

平成 20 年 5 月～8 月 
平成 20 年 11 月～平成
21 年 3 月 

札幌館 

平成 21 年度  
プロジェクト名 目的・内容 実施期間 備 考 

第２回附属図書館懸賞論文 
学生自身による読書意欲・思考・表現の涵
養（応募数３７編） 

平成 21 年 11 月～平成
22 年 1 月 

附属図書館 

図書館蔵書「若返り作戦」 
新しい図書，「学生が読みたくなる図書」等の
設置 

平成 21 年 11 月～平成
22 年 3 月 

附属図書館 

学生による選書ツアー 
附属図書館懸賞論文と連動した学生主体の
図書選書のツアー，学生主体の図書選書の
ための書店ツアー 

平成 21 年 11 月 
釧路館 
札幌館 

図書リユースセール 
重複図書等の，学生・教員・地域住民等へ
の低価格販売，図書の有効利用をはかる 

平成 21 年 10 月 札幌館 

「しかけ絵本」展 「しかけ絵本」の資料展と作成教室の開催 平成 21 年 12 月 岩見沢館 

平成 22 年度  

プロジェクト名 目的・内容 実施期間 備 考 

第３回附属図書館懸賞論文 
学生自身による読書意欲・思考・表現の涵
養（応募数 18 編） 

平成 22 年 10 月～平成
23 年１月 

附属図書館 

学生による選書ツアー 
附属図書館懸賞論文と連動した学生主体の
図書選書のツアー，学生主体の図書選書の
ための書店ツアー 

平成 22 年 11 月 
釧路館 
札幌館 

読書指導の達人講座 

学校図書館の利用方法，ブックトーク，アニ
マシオン及びストーリーテーリング等の読書
指導の実践内容のワークショップを計４回実
施（延べ参加人数約６０人） 

平成 22 年 10 月～12 月 札幌館 

ブック・カフェ 
学生ホールのフリースペースを利用して，カフ
ェ形式で気軽に本に親しめるイベントを計２
回実施（延べ参加人数約５０人） 

平成 22 年 11 月，平成 23
年 2 月 

旭川館 
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6.監査室の管理・運営について 
   

 

（１） 本学では監査室による内部監査を中心に監事監査及び会計監査人監査の三様監査が実施さ

れている（資料1-①-4-19）。 

 

資料1-①-4-19 三様監査について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査室に係る管理・運営の基本方針については，監査室規則（資料1-①-4-20）及び内部監査

実施に関する細則（資料1-①-4-21）により定められており，監事及び会計監査人との連携や内部監

査の実施等について，規則に基づき行っている。 

 

資料1-①-4-20 国立大学法人北海道教育大学監査室規則（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料1-①-4-21 国立大学法人北海道教育大学内部監査実施に関する細則（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （趣旨） 
 第１条 この規則は，国立大学法人北海道教育大学運営規則（平成16年規則第17号）第21条の２第２項

の規定に基づき，監査室に関し必要な事項を定める。 
  （目的） 
 第２条 監査室は，本学における適正な内部監査を実施し，業務運営の効率化と会計処理の適正化を図

ることを目的とする。 
  （業務） 
 第３条 監査室は，前条の目的を達成するため，次の業務を行う。 
  (1) 業務及び会計監査に関すること。 
  (2) 監事が行う監査に関すること。 
  (3) 監事及び会計監査人との連絡調整に関すること。 
  (4) 他大学監査室との連絡調整に関すること。 
  (5) その他監査に関すること。 

  （目的） 
 第２条 内部監査は，本学における業務及び会計に関する内部統制の整備及び運用状況の検証並びに評

価を行い，もって，業務執行の有効性及び効率性を高め，会計処理の適正化に資することを目的とする。 
  （監事及び会計監査人との連携） 
 第３条 内部監査は，監事監査及び会計監査人監査とは独立して実施する。 
 ２ 監査室は，監事及び会計監査人と緊密な連携を図り，的確かつ効率的な内部監査の実施に努めなけれ

ばならない。 
  （内部監査の実施体制） 
 第４条 内部監査は，学長の命により，監査室長が統括する。 
 ２ 内部監査は，監査室長の統括のもとに監査室員（以下「監査員」という。）が実施する。 
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内部監査については，各年度ごとにあらかじめ，監査の方針，監査の基本方針，監査事項等を記

載した内部監査年次計画書を作成し，実際の監査実施時には，内部監査年次計画書に基づき，監

査実施手続，監査日程等を記載した内部監査実施計画書を作成している。監査実施後は，監査結

果と意見等を記載した内部監査調書（資料1-①-4-22）を作成し，それに基づいた内部監査報告書

（資料1-①-4-23）を作成の上，学長へ提出しているところである。 

内部監査報告書には，監査結果に基づく改善提案要求が記載され，改善提案を受けた被監査

部局は改善提案に関する報告書を監査室長へ提出し，監査室長は改善内容についての確認を行

い，その効率・効果の確認・検証を行っている。なお，内部監査年次計画書及び内部監査報告書に

ついては，役員会で報告している。 

 

資料1-①-4-22 内部監査調書 

 

監事との連携については，それぞれの監査計画等について情報交換を行うことや，監事監査の補

助を行うことにより，緊密に連携が図られている。 

会計監査人との連携については，会計監査人監査の窓口となり被監査部局との取り次ぎ等を行う

とともに，会計監査人と学長及び監事のディスカッションに同席する等により同じく緊密に連携をとっ

ている。また，事務体制については，平成21年度から，監査室長を専任化し専門職と2人体制とな

り，新たな監査体制のもと，効率的・効果的な内部監査年次計画書，内部監査実施計画書，内部監

査調書，内部監査報告書，改善提案に関する報告書，改善提案に関する報告内容確認書等を作

成することにより内部監査を実施している。以上の緊密な連携から監査室の構成は適切であると考え

る。 
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資料1-①-4-23 内部監査報告書 

 

 

 (2) 監査室の管理・運営に対する自己評価 

内部監査の対象は組織が行う業務全てであり，事務局組織規則に規定されている各課室が行

う事務であるが，総件数が 200 余あることを勘案すると，平成 21 年度と平成 22 年度の監査項目が

合わせて 16 項目に留まっていることについては，必ずしも十分との評価はされないかもしれない。 

しかし，その監査の質については，内部統制の構築について着目した監査を行っており，内部

監査の目的である「本学における業務及び会計に関する内部統制の整備及び運用状況の検証

並びに評価を行い，もって，業務執行の有効性及び効率性を高め，会計処理の適正化」に資する

ことに十分貢献していると考える。 

今後，この問題を解消するためには，監査担当者の益々の資質向上に努める他，人員の充実

やシステムの導入についても検討・検証していかなければならないと考えている。 
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分析結果とその根拠理由 

 

１．大学全体の管理・運営に関して，分析結果とその根拠理由は以下の通りである。 

 

 運営規則においては，役員会，教育研究評議会及び経営協議会を定めているほか，各校等間の調整や全

学的な課題に対する意見交換を行う運営会議を規定するなど，機動的な運営体制を整備している。 

 また，学長を補佐するために，理事，副理事や副学長を置いているほか，企画立案機能の強化を図るため学

長室を置くなど，学長の運営体制の強化を図っており，概ね適切な体制・運営が行われている。 

 しかし，学長ほか役員の職務，役員会の成立要件等が定められていない点，総合情報企画室以外の学長室

が行う業務について，運営規則上で「別に定める」とされているにもかかわらずなどが定められていない点，副

理事の職務，位置付けが明確でない点，役員会における監事・副理事，経営協議会における監事・副理事・

事務局長の位置付けが実態に則していない点等について，規則の整備等が必要と考えられる。 

 

２．学長室の管理・運営に関して，分析結果とその根拠理由は以下の通りである。 

 

(1) 各学長室において，管理・運営上の基本的方針は，学長を補佐する理事，副理事の役割分担を実施す

るために各種規則・要項等として定められている。これらの定めは，各学長室が分担すべき業務に沿って，

第 1 期中期目標・中期計画を順調に実施し，第 2 期中期目標・中期計画を策定・実施している点等から，適

切であると判断できる。 

   具体例として，教育改革室においては，本学の教育改革を先導する部局として，学部及び大学院の教育

改革に関する広範な企画・立案・実施を担ってきた。また，学術研究推進室では，大学が組織的に行う研究

と，各教員が個別に行う研究の両面を適切に推進する基本方針により，学長裁量経費，研究活動の自己評

価等の改革に関する広範な企画・立案・実施を担ってきた。 

 (2) 各学長室において，その管理・運営を実施する主体・組織は，運営規則に定められている。この規則は，

学長のリーダシップを発揮した全学管理・運営と，各キャンパス特性に沿った管理・運営，教職員の協働の

管理・運営の観点から，適切であると判断する。 

具体例として，地域連携に係る実施体制としては，理事と特別補佐，各キャンパスからの室員で構成する

地域連携推進室と，各キャンパス，学校・地域教育研究支援センター，教員免許状更新講習推進室が相互

に連携が構築されている。 

各学長室の業務に係わる審議は，各学長室が定める要項や，年度計画に定めた具体的な方策に関する

審議事項に沿って行われている。審議の実施状況は，審議内容に相応しい実施回数や，関連部局との連

携，緊急を要する課題への対応等の点から適切であるといえる。 

具体例として，大学計画評価室会議は法人評価・認証評価・自己評価，及び外部評価に関連した業務に

対応し年間 14 回開催され，妥当な開催回数である。また，教育改革室で審議した「中期目標・中期計画及

び教育課程編制に関わる事項」は，教育研究委員会・教育研究評議会に提案している。また，課題に対す

る早急な対応や年度にまたがる審議を段階的に行ったものとして，入試企画室における「平成 24 年度入試

に向けた変更点」，「平成 24 年度大学入試センター試験の受験を要する教科・科目」，「平成 25 年度以降の

大学入試センター試験の受験を要する教科・科目」の審議があげられる。 

 (3) 各学長室が実施する業務の規定が，運営規則との関連では定められていない。各学長室は，理事，副

理事の役割分担に沿って実施する業務を，各々規則・要項として定めているが，業務に関する規則につい
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て今後整備する必要がある。また，室員の任期や交替方法に関する申し合わせ等を各学長室の業務特性

に沿って整備する必要がある。 

 

３．各センターの管理・運営に関して，分析結果とその根拠理由は以下の通りである。 

 

(1) 各センターにおいて，管理・運営上の基本的方針は，各センター規則に定められている。この規則は，本

学の目的である「国際交流・協力への貢献及び地域教育，大学教育の充実」に照らして適切である。また，

実施すべき業務に沿って，第 1 期中期目標中期計画を順調に実施し，第 2 期中期目標中期計画を策定・

実施している点から，適切であると判断できる。 

 (2) 管理・運営主体は各センター規則に定められている。その構成は，学長のリーダシップを発揮した全学管

理・運営と，センター業務内容の専門性の観点から，概ね適切であると判断する。 

  具体例として，キャリアセンターの組織構成では，特に大学再編後の函館校，岩見沢校の学生の就職支援

について全学的に取り組むため，外部の人材をキャリアオーガナイザー（全学担当）として加えた。このこと

により，民間企業や公務員を目指す学生に対する企画が実施され，経済界等との繋がりが一層強化され

た。 

   しかし，学校・地域教育研究支援センターにおいて他センターの構成員，学内委員会委員，学長室々員

等を兼ねる教員が多いことから，センター業務に集中できる担い手の必要性やセンター長と部門長の役割

分担の明確化，外部に向けての部門長の権限並びに対外的地位等の明示が求められる点，センター再編

の段階から，センターと各キャンパスの関係が希薄になっていること等への対応が求められる。また，大学教

育開発センターにおいて，センター会議の構成員については，規則との齟齬や欠落がみられることから，こ

れまでの開催状況等を基にした検討が必要である。 

 (3) 各センター会議の審議は，それぞれ定める要項や，年度計画に定めた具体的な方策に関する審議事項

に沿って行われている。審議の実施状況は，その審議結果の課題対応への妥当性，審議内容に相応しい

実施回数や，関連部局との連携，緊急を要する課題への対応等の点から，概ね適切であるといえる。 

   具体的には，学校・地域教育研究支援センター会議において，北海道教育委員会，へき地・小規模校，

各市町村教育委員会との間で，円滑な連携が図られ，各種の事業が実施されている。また，大学教育開発

センター会議の審議の結果として，全国の国立系大学に先駆けて，学士力プロジェクトにおいて，学位授与

の方針（確定版）及び教育課程編成・実施の方針（暫定版）の策定を図った。 

   しかし，審議回数が少ない事例として，国際交流・協力センターにおいて，国際協力に対する本学の取組

状況や，キャンパスに分散している留学生の要望や生活等を継続的に把握し，情報を共有するために，こ

れまでは回数の少なかった国際協力部門の部門会議を，適宜開催することを検討すべきとの指摘がある。 

 (4) 各センターの運営の具体的例として，国際交流・協力センターにおいて，これまで各校で独自に海外の

大学等と締結していた国際交流協定を全学協定に改め，留学生の受け入れ・派遣を，全学共通のプログラ

ムに基づいて実施することとしたことがあげられる。このことにより，留学生に対する全学的な教育の実施体

制が整い，本学が協定を締結している全ての大学等への海外留学が可能となった。 

 

４．その他の部局の管理・運営に関して，分析結果とその根拠理由は以下の通りである。 

 
 (1) 附属学校運営会議の管理・運営状況について 

   管理・運営上の基本方針及び管理・運営の組織等について，規則等で適切に定められているとともに，

学長の方針等もアクションプランにより明確に示されている。また，附属学校園の効率的な運営を目指した
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措置を行うとともに，実績を挙げてきており，管理・運営実施においても，概ね適切である。 

   附属学校担当理事の下に特別補佐を配置するとともに，事務組織体制として附属学校室を置き，さらに

「附属学校運営会議」を設置し，全学的な附属学校園の管理・運営を行っている点において適切である。 

   しかし，各附属学校(園)と副学長との組織的関わりについて，明確に規定されていない点について改

善を要する。 

 (2) 図書館の管理・運営状況について 

附属図書館の管理運営は，学則，運営規則及び附属図書館規則に照らして，おおむね順調に実施して

いるが，釧路館運営委員会の未整備，自己評価専門委員会の再検討等において，課題がある。 

平成 20 年度より「図書館活性化プロジェクト」を実施し，また学内外の附属図書館へのニーズを把握する

ため，各種のアンケートを実施し改善につなげていることは，評価される。 

しかし，図書館組織上の一元化は大学図書館の全国的な課題となっていることは本学においても考慮さ

れるべきである。 

(3) 監査室の管理・運営状況について 

監査室の管理運営は，監査室規則及び内部監査実施に関する細則に基づき，監査室による内部監査を

中心に監事監査及び会計監査人監査の三様監査を適正に実施しており，順調に業務を実施している。 

内部監査の対象が，200 余あることを勘案すると，平成 21 年度と平成 22 年度の監査項目が合わせて 16

項目に留まっていることについては，必ずしも十分との評価はされないかもしれないが，内部統制の構築に

ついて着目した監査を行っており，内部監査の目的に資することに十分貢献していると考える。 

今後，この問題を解消するためには，監査担当者の益々の資質向上に努める他，人員の充実やシステム

の導入についても検討・検証していかなければならないと考えている。 
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【観点１－②】  

 大学を構成する各校・教職大学院が，大学本部の管理・運営組織と密接な連携を保

ち，さらにその特徴をふまえた運営を行っているか。 

観点に係る状況 

 

１．札幌校の管理・運営について 

 

（１） 札幌校の教育組織の特徴について 

札幌校は，平成 18 年度の大学再編により，新しい教育課題に対応する専攻を充実させた

教員養成課程として①教育臨床専攻(入学定員 40 人)，②総合学習開発専攻(入学定員 50

人)，③基礎学習開発専攻(入学定員 100 人)，④特別支援教育専攻(入学定員 20 人)及び⑤

養護教育専攻(入学定員 40 人)の 5 つの専攻を置き，教科の枠を超えた実践的な指導力を身

につけた教員の養成を行うこととなった（資料 1-②-1-1）。 

 

資料 1-②-1-1 大学再編後の札幌校の教育組織の特徴 

◎国立大学法人 北海道教育大学 大学案内 2011 より 
札幌校 旭川校 釧路校 

小学校，中学校，特別支援学校，幼稚園教員及び養護教諭を育成する課程です。３キャンパスで
展開され，新しい教育課題に対応する専攻を充実させた札幌校，・・・・・ 

 
◎北海道教育大学再編ガイド「再編から新生，豊かな人間性への未来地図。」より 
  札幌校 

今，教育の現場で求められている 
教育課題に対応する小・中学校教 
員を養成します。また，全学の特 
別支援教育，養護教育のキーキャ 
ンパスと位置付けているのが札幌 
校です。食育，国際理解，環境教 
育といった現代の教育課題に応え 
るとともに，小学校における英語 
の指導法開発にも取り組みます。 
教科の枠を超えた，実践的な指導 
力を身につけた教員の養成が目標 
です。 

 

なお，札幌キャンパス内には附属札幌小学校及び附属札幌中学校が設置されており，札幌

校の教授及び札幌校担当の副学長を中心に同校の運営に携わり，上述の札幌校の教員養成

に係わっている。 

大学再編に伴い，札幌校は旭川校及び釧路校とともに教員養成課程に特化されたが，教員

養成課程としての特徴的な取り組みとして，学校ボランティア，介護等体験等を単位化した「教

育フィールド研究」科目の導入，教員採用試験合格者を対象にした「教員採用直前実習」の導

入などが挙げられる。 

   なお，大学再編後の教育実習について，主免の学校種において実施することが全学的に統

一されたことにより，各校ごとに教育実習の受入校種が偏るため，当該キャンパスエリア内の実

習校だけでは全員受け入れられない状況があり，その教育実習生については，札幌校のエリア

で多数受け入れている状況になっている。また，大学再編後の入学試験では，受験生の便宜

を図るため，志望校ではないキャンパスにおける受験を可能とした結果，札幌校において多数

の受験者を受け入れている状況にあり，教員養成課程の中でも特徴的な事項として挙げられ

る。 

また，大学院教育学研究科については，平成４年の設置時から岩見沢校と一体となった運

営を行ってきており，現在は，学校教育専攻，教科教育専攻，養護教育専攻及び学校臨床心
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理専攻（修士課程）の研究指導を行っている。 

（２） 札幌校の運営組織等について 

運営規則第 13 条に基づき札幌校に教授会が置かれるとともに，運営規則第 14 条に基づき制

定された教育学部札幌校委員会規則により札幌校の各種委員会等が設置されており，教授会及

び各種委員会等が札幌校の運営組織となっている。また，札幌校各種委員会等については，平

成 18 年度の大学再編に伴う教員組織の変更及び全学組織との関係に基づき，次のとおり改正を

行ってきた（資料 1-②-1-2）。 

① 平成 18 年 4 月 課程改組による教員組織の変更に伴い，委員会組織の構成を改正した。

（委員会構成員選出母体の改正（課程・系→専攻，グループ・分野）） 

② 平成 21 年 4 月 平成 20 年度の全学センターの再編及び教職大学院の設置に伴い委員会

組織の構成を改正するとともに，教員免許状更新講習及び札幌校の国際交流・協力に対処

する委員会を新たに置いた。 

③ 平成 22 年 4 月 将来計画，大学制度及び自己点検に関する委員会について，審議事項の

重要性を踏まえ，構成員の選出母体を，教育課程の最小組織に細分し構成員数を増やすと

ともに，名称を「札幌校大学計画委員会」から「将来計画委員会」に改正した。また，人事計

画に関する委員会については，構成員に評議員を加えることに改正した。 

 
資料 1-②-1-2 北海道教育大学教育学部札幌校委員会規則（抜粋） 

 （目的） 
第１条 この規則は，北海道教育大学教育学部札幌校（以下「本校」という｡）の円滑な運営を図るため，国立

大学法人北海道教育大学運営規則（平成 16 年規則第 17 号）第 14 条の規定に基づき，本校の委員会，
センター及び協議会（以下「委員会等」という｡）の組織及び運営について定めることを目的とする。 

 （委員会等） 
第２条 本校に，次に掲げる委員会等を置く。 
 (1) 将来計画委員会 
 (2) 人事計画委員会 
 (3) 予算・施設委員会 
 (4) カリキュラム委員会 
 (5) 札幌校入学試験委員会 
 (6) 教育実習委員会 
 (7) 学生委員会 
 (8) 就職対策委員会 
 (9) 広報委員会 

 (10) 地域活動委員会 
 (11) 情報ネットワーク委員会 
 (12) 教員免許状更新講習運営委員会 
 (13) 札幌校国際センター 
 (14) 札幌校・附属学校運営協議会 
２ 前項の委員会等のほか，必要に応じ，教授会の議を経て,臨時に委員会等を置くことができる。 
３ 前項の臨時に置かれる委員会等に関する事項は，別に定める。 
     

 

教員組織は，平成 18 年度の大学再編により新たに設置された専攻，グループ・分野ごとに構

成されており，専攻代表及びグループ・分野代表を置き，運営等にあたっている。 
(1)教育臨床専攻（教育実践分野，発達・教育心理分野） 
(2)特別支援教育専攻 
(3)養護教育専攻 
(4)総合学習開発専攻（生活・食育グループ，国際理解教育グループ，環境教育グループ） 
(5)基礎学習開発専攻（英語グループ，国語グループ，社会グループ，算数グループ，理科
グループ） 

なお，教員人事や大学院は，従前の講座により運営されているため，理科，社会，技術及び

家庭を専門とする教員は，専攻を超えた教員組織となっている。（資料 1-②-1-3） 
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資料 1-②-1-3  「現在の専攻等」と「従前の講座」との関係 
 
（●＝関係する講座，専攻等） 

 
現在の専攻等 

 
 
 
 
従前の講座 

教育臨床専攻 特 
別 
支 
援 
教 
育 
専 
攻 

養
護
教
育
専
攻

総合学習開発専攻 基礎学習開発専攻 

教
育
実
践
分
野

発 
達 
・ 
教 
育 
心 
理 

生
活
・ 
食
育

国
際
理
解

環
境
教
育

英
語

国
語

社 
会 

算
数 

理
科 

国語教育         ●    

社会科教育      ●  ●    ●   

数学教育           ●  

理科教育        ●      ● 

音楽教育  ●            

美術教育 ●            

保健体育  ●            

養護教育    ●         

技術教育 ●    ●   ●      

家政教育      ●   ●      

英語教育         ●      

障害児教育   ●          

学校教育  ●           

学校臨床心理 ※学部教育組織を持たない独立専攻 
 

  

また，大学院については，岩見沢校と一体となった研究指導を行っていることから，大学院規

則第 21 条により札幌校と岩見沢校の合同教授会を置くことになっている。ただし，札幌校と岩見

沢校のキャンパスが離れて（約 40Km）いることから，合同教授会の開催は構成員の負担が大き

いため，大学院の円滑な運営や研究指導を維持していくために，合同教授会の運営に関する

申合せを制定の上，副学長(札幌校担当，岩見沢校担当)及び各専修から選出の教員(各 2 人)

を構成員とした札幌校・岩見沢校大学院教育委員会を置き，実質的な大学院の運営は大学院

教育委員会が行っている。 

  なお，平成 16 年 5 月 14 日開催の札幌校・岩見沢校大学院教育委員会において，入学試験

及び学生支援の 2 つの部会を置き，構成員（副学長を除く）はいずれかの部会に所属することが

確認された。入学試験部会は入学試験に関する実務を担当し，学生支援部会は教育課程や院

生の入学，修了など在籍に関する実務を担当することとなっており，規則等は制定されていない

が，現在も継承して，運営されている（資料 1-②-1-4）。 

 

資料 1-②-1-4 北海道教育大学大学院規則（抜粋）及び札幌校及び岩見沢校における大学院教育の運営に

関する申合せ 
◎北海道教育大学大学院規則（抜粋） 
（研究指導教員等） 
第 21 条  学長は，修士課程における授業科目の履修の指導及び研究指導を行うために，教授会（札幌校及

び岩見沢校にあっては，別に定める両校の合同教授会とする。以下同じ。）の議を経て，学生ごとに研究指
導教員を定める。 

 
◎札幌校及び岩見沢校における大学院教育の運営に関する申合せ（制定 平成 16 年４月 16 日） 
 札幌校教授会及び岩見沢校教授会は，北海道教育大学大学院規則（平成 16 年規則第 12 号）第 21 条に規
定する合同教授会について次のとおり申し合わせる。 
第１ 大学院教育に関し必要な事項を審議するため，大学院教育委員会を置く。 
第２ 大学院教育委員会は，次に掲げる委員で構成する。 
 (1) 副学長 
 (2) 各専修から選出された教員 各２人（専修の担当教員が札幌校及び岩見沢校に置かれる場合は，それぞ

れの校から１人） 
第３ 大学院教育委員会に，委員長及び副委員長を置き，副学長をもって充てる。 
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２ 委員長及び副委員長は，両副学長の協議による。 
３ 大学院教育委員会は，委員長が召集し，議長となる。 
第４ 大学院教育委員会は，大学院教育に係る次の事項を審議する。 
 (1) 研究指導教員に関する事項 
 (2) 教育課程の編成及び実施に関する事項 
 (3) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言，指導その他の援助に関する事項 
 (4) 学生の入学，修了その他学生の在籍に関する事項 
 (5) その他大学院教育に関し必要な事項 
第５ 委員長は，大学院教育委員会の審議の結果を札幌校教授会及び岩見沢校教授会に報告するものとす

る。 
第６ 第４の審議事項については，必要に応じ合同教授会において審議することができる。 

 

札幌校の円滑な運営のため，副学長の方針の下，副学長，評議員及び副学長補佐による打

合せを定例（基本的に毎週開催）で開催し，情報の共有を図っている。 

札幌校の運営を担う事務組織は，事務局組織規則第 12 条により総務課が担当している。そ

の他の各課室（資料 1-②-1-5）においても，当該所掌事務のうちの札幌校に関する事務を担っ

ている。施設課及び情報課推進室では規則上で明記されている。 

なお，札幌校以外の他校では事務長が総括しているが，札幌校は総務課が全体運営を担っ

ているものの，それぞれの所掌事務は各課室が担っており，全体の総括がされていないため横

断的な事務連携について，十分とはいえない状況にある。 

 

資料 1-②-1-5 国立大学法人北海道教育大学事務局組織規則（抜粋） 

 （部，課及び室） 
第２条 事務局に，総務部，財務部，学務部，学術情報室，センター総合事務室，函館校室，旭川校室，釧路

校室及び岩見沢校室を置く。 
２ 総務部に，総務課，企画課，人事課及び附属学校室を置く。 
３ 財務部に，財務課，経理課，施設課及び情報化推進室を置く。 
４ 学務部に，教務課，学生課，入試課，国際交流・協力室及びキャリアセンター室を置く。 
 
 （総務課） 
第 12 条 総務課においては，次の事務をつかさどる。 
  (1) ～ (12) 略 
 (13) 札幌校の事務に関し，総括し，及び連絡調整すること。 
 (14) 札幌校に係る儀式及び行事に関すること。 
 (15) 札幌校の教授会その他の会議に関すること。 
 (16) 札幌校予算要求及び予算配分に関すること。 
 (17) 札幌校の教育の充実等を目的とした後援会等との連携・協力に関すること。 
 (18) その他札幌校に関する事務で他の部，課又は室の所掌に属しない事務を処理すること。 
 (19) ～ (24) 略 
 （施設課） 
第 17 条 施設課においては，次の事務をつかさどる。 
  (1) ～ (13) 略 
 (14) 札幌校資産の監守計画の策定に関すること。 
 (15) ～ (16) 略 
 （情報化推進室） 
第 18 条 情報化推進室においては，次の事務をつかさどる。 
  (1) ～  (6) 略 
  (7) 札幌キャンパスにおける情報処理機器の維持管理及び運用のサポートに関すること。 
  (8) ～ (12) 略 

 

（３） 大学本部組織との連携について 

本学の管理運営組織として，運営規則第 8 条により教育研究評議会に教育研究，入学試

験，学生支援の各委員会，経営協議会に予算検討委員会が設置されており，当該委員会の構

成員のうち，各校選出の構成員について，札幌校では前述（2）における各種委員会の中の関

連委員会の委員長等をあてるとともに，委員会規則第 2 条又は第 4 条により教育研究委員会又

は学生支援委員会の構成員となった評議員は，関連の札幌校の委員会の構成員に加えること

ができるように規定されている。このことによって，札幌校の委員会での議論を掌握した上で，全
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学委員会の審議に参加することができるとともに，全学委員会で決定した事項等を受け，速やか

に札幌校の委員会で検討し実施できる体制になっており，全学の運営組織と札幌校の運営組

織との連携が十分に図られている。 

   なお，学部組織上は上記のとおり連携が図られているが，教育研究，入学試験，学生支援及

び予算検討の各委員会の構成員に，札幌校・岩見沢校大学院教育委員会から選出された者

が含まれておらず，札幌校・岩見沢校大学院教育委員会と全学の委員会との間に組織上の直

接的な繋がりがないため，札幌校・岩見沢校大学院と大学本部組織との間の情報交換，情報

共有の面で十分とはいえない状況にある。 

また，運営規則第 11 条に基づく 9 つの学長室並びに学生・キャリア支援，国際交流，男女共

同参画及び環境保全推進の業務に，学長から指名を受けた札幌校教授会構成員が，特別補

佐又は室員として，全学的な運営を担っている。さらに，学則第 9 条に定める国際交流・協力セ

ンター，学校・地域教育研究支援センター及び大学教育開発センターのセンター長や部門長

に，学長の任命を受けた札幌校教授会構成員が就任していることから，間接的ではあるが，結

果的に大学本部組織と札幌校との連携に結びついている。 

 

（４） 札幌校の管理運営の状況に対する自己評価 

① 札幌校は，平成 18 年度の大学再編により，教科の枠を超えた実践的な指導力を身につ

けた教員の養成を行うこととなったことに伴い，教員組織を学部教育課程に基づく構成と

し，さらに各種委員会の構成員も同様に改正してきており，札幌校の特徴を踏まえた運営

を行っている。 

また，全学の委員会の構成員に札幌校各種委員会の委員長や評議員が就くとともに，学

長室等の構成員や国際交流・協力センター，学校・地域教育研究支援センター及び大学

教育開発センターのセンター長，部門長に札幌校教授会構成員が就いており，本部の管

理運営組織と密接な連携を保っている。 

② ただし，札幌校・岩見沢校大学院教育委員会と全学の委員会との間に組織上の直接的

な繋がりがないため，大学院運営の面では全学委員会との連携に十分とはいえない面もあ

る。 

また，札幌校の運営を補佐する事務局について，札幌校以外の他校では事務長が総括

しているが，札幌校は総務課が全体運営を担っているものの，各課室がそれぞれの所掌事

務で担っており，全体の総括が行われていないため，横断的な連携について，改善を要す

る。 
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２．函館校の管理・運営について 

 

（１） 函館校の教育課程の目的及び教育研究組織図（資料 1-②-2-1）について 

【人間地域科学課程（教育学部）の目的】 

人間地域科学課程は，グローバルな視野を持ち，多様な形で地域社会に貢献できる人材を

養成することを目的とし，人間科学と地域科学という 2 つの複合的学問分野基礎に，両者の手

法を融合して，人間及び地域の諸問題を追究する。次にあげる 5 つの専攻では，創造的で豊

かな感性，専門分野に関する知識，そして広い教養を身につけ，さらに，人間と国際社会に深

い理解と愛情を持ち，地域社会に貢献できる人材を育てる。 

（人間発達専攻） 

人間を教育，心理などの分野から総合的に研究・理解し，人間の在り方，生き方及び家庭や

学校，社会における問題と向き合う人材を育成する。幼児教育や小学校の教科の総合的研

究・教育を含めて，希望により選択制による幼稚園，小学校，特別支援学校の教員免許が取

得できる。 

（国際文化・協力専攻） 

実践的なコミュニケーション能力の形成を基礎として，国際社会における多様な文化，価値

観，歴史，生き方，国家関係を解明し，異文化理解及び協力精神と課題解決能力を養う。さら

に，日本文化・欧米文化を探求し，国際協力の研究を通して，地域社会・国際社会で活躍する

人材を育成する。 

（情報科学専攻） 

数理系の基礎情報，社会科学系の社会情報，芸術系の情報デザインの 3 分野から構成さ

れる全国的にみてもユニークな専攻である。情報の基礎技術を習得するとともに，自然・社会・

美術の各分野における多種多様な情報を学びデザインすることによって，情報社会の様々な分

野への応用，企画，提案のできる人材を育成する。 

（地域創生専攻） 

豊かで，魅力と活力に溢れたまちづくり・地域づくりのために，地域の行政，経済，文化，福

祉など諸問題を分析・研究する。さらに，「市民参加型の地方行政をどのように作り上げるか」，

「歴史ある街を活性化するには」等々，ともに考え，誰もが幸せに暮らせる地域社会の創生を目

指し，そのリーダーとして活躍できる人材を育成する。 

（環境科学専攻） 

自然科学や社会科学を基礎に，北海道からみた地球や生命の様子，私たちの生活を支え

る科学技術，物資やエネルギー，そして環境と人間の営みなど，「環境問題」を様々な視点とス

ケールで考える。人類が持続的に発展できる循環型社会をつくる時代の環境科学を担う人材

を育成する。 

 

【大学院教育学研究科の目的】 

学校教育の高度化と多様化の進展に対応し，教育の場における理論と実践にかかわりのあ

る学術諸分野の総合的・学際的な研究・教育を行うことにより，高度な能力，識見と実践力を有

し，併せて地域文化の向上に寄与できる専門的知識を備えた教員の養成を目的としている。 
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資料 1-②-2-1 函館校の教育研究組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 教授会及び委員会規則等の規則・規定について 

函館校では毎月1回の定例教授会のほか，緊急性の審議事項のある場合に行う臨時教授

会（年間約6回）を開催しており，運営規則第13条第5項に関する事項を審議している。定例教

授会の審議事項は，各委員会等の主管グループから提案されたものをまとめ，それを函館校

委員会規則第2条（資料1-②-2-2）にある「運営協議会（毎月第２金曜日に開催）」でも確認

し，漏れのないように努めている。 

 

資料 1-②-2-2 北海道教育大学教育学部函館校委員会規則（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （目的） 
第１条 この規則は，北海道教育大学教育学部函館校（以下「本校」という｡）の円滑な運営を図るた

め，国立大学法人北海道教育大学運営規則（平成 16 年規則第 17 号）第 14 条の規定に基づき，
本校の運営協議会，委員会，センター及び室（以下「委員会等」という。）の組織及び運営について
定めることを目的とする。 

 （委員会等の設置） 
第２条 本校に，運営協議会を置く。 
 （設置） 
第３条 本校に，次に掲げる委員会を置く。 
 (1) 予算委員会 
 (2) 入学試験委員会 
 (3) 大学院入学試験委員会 
 (4) カリキュラム委員会 
 (5) ＦＤ委員会 
 (6) 教育実習委員会 
 (7) 介護等体験実習委員会 
 (8) 学生委員会 
 (9) 情報システム管理委員会 
 (10) 附属学校運営委員会 
 (11) 研究委員会 
第４条 本校に，次に掲げるセンターを置く。 
 (1) 地域連携センター 
 (2) 国際交流センター 
 (3) 就職支援センター 
第５条 本校に，次に掲げる室を置く。 
 (1) 大学評価室 
 (2) 広報室 
第６条 第２条から前条までの委員会等のほか，必要に応じ，教授会の議を経て，臨時に委員会等を

置くことができる。 
２ 臨時に置かれる委員会等に関する事項は，別に定める。 
 （任務） 
第７条 委員会等は，副学長の諮問又は教授会の議により，専門的事項を研究協議し，その結果を答

申するとともに，次条に定められた事項について審議を行うものとする。 
第８条 委員会等の組織，審議事項及び主管グループは，別表のとおりとする。 

 

教 育 学 部

養護教諭特別別科

附 属 学 校

人間地域科学課程

人 間 発 達 専 攻

国際文化・協力専攻

情 報 科 学 専 攻

地 域 創 生 専 攻

環 境 科 学 専 攻

国 語 教 育 専 修
社 会 科 教 育 専 修
数 学 教 育 専 修
理 科 教 育 専 修
音 楽 教 育 専 修
美 術 教 育 専 修
保 健 体 育 専 修
技 術 教 育 専 修
家 政 教 育 専 修

学 校 教 育 専 攻

教 科 教 育 専 攻

学校臨床心理専攻

学 校 教 育 専 修

函 館 小 学 校

函 館 中 学 校

特 別 支 援 学 校

函 館 幼 稚 園

大学院教育学研究科

北海道教育大学 
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また，突発的な案件等に対し，迅速な対応・検討を行うため，幹部職員（副学長，評議員，副

学長補佐，事務長）で構成される通称「函館校運営会議」を開催（月２回程度）し，構成員で課

題を共有するとともに，この会議に事務長が参加することにより，事務組織との意思疎通も図られ

ている。 

・函館校の各種委員会については，運営規則第 14 条に基づき函館校委員会規則（資料 1-②

-2-2）を制定し，函館校の運営体制を整えており，平成 18 年の大学再編に伴い，全学との繋が

りや函館校の実情に応じながら随時改正してきている。 

 

（３） 年度計画の策定と自己評価の実施 

函館校では，大学評価室の主導の下，学部の各専攻，養護教諭特別別科，各委員会，各セ

ンター，各室で，全学の中期計画等に基づき各年度における目標や計画を策定し，年度終了後

には策定した年度計画について，自己点検評価を実施し，各組織の管理・運営等の改善を図っ

ている。 

 

（４） 事務組織について 

・事務組織は法人化に伴い，全学的に，事務組織の最小単位であった「係」を統合して「グル

ープ制」を導入した。函館校は事務長及び総括主査のもと，総務・附属学校グループ，財務

グループ，学務グループ，学術情報グループの 4 グループ（常勤 25 人，非常勤職員 25 人）

で構成されており，広範囲に拡大する業務に応じて，横断的かつ柔軟な対応ができるようにし

ている。 

・事務組織の長である事務長は，函館校室全体の事務を掌理し，総括・調整を行うとともに大

学の管理運営にも参画している。 

・「函館校事務連絡会議（構成員は専門職以上）」を毎月末に開催し，運営会議や事務局連

絡会等で出された全学的な諸施策や課題，函館校の運営方針等について事務長から報告

され，事務系職員の共通理解を図っている。また，各委員会等には主管グループがあるた

め，会議には必ず事務系職員が参画することとしている。 

・円滑な大学運営を目指すべく事務系職員には資質向上のため，学内・学外を問わず各種研

修会に積極的に参加させている。中期目標に基づき留学生を積極的に受け入れるにあたっ

て，平成 21 年には，国際化に対応しうる職員を育成するために，海外語学研修（カナダ）に 7

ヶ月派遣した例もある。 

 

（５） 函館校の運営上の特徴的な取組について 

【キャンパス・コンソーシアム函館】 

函館校を含む函館市内の 8 高等教育機関と函館市で構成する教育連携組織「キャンパス・

コンソーシアム函館（以下，「ＣＣＨ」という。）」では，高等教育機関同士の連携及び高等教育

機関と地域との連携に取り組んでおり，個性的で魅力ある高等教育機関の形成と地域づくりを

進め，「キャンパス都市函館」を目指している。そのＣＣＨの中核が函館校で，ＣＣＨ事務局も平

成 20 年 4 月から函館校内に設置され，函館市役所職員 1 人と非常勤職員 2 人（6 時間パート）

が常時勤務している。 

平成 20 年度からの 3 年間は，文部科学省「大学教育充実のための戦略的大学連携支援プ

ログラム」において，函館校が代表校として申請した「高等教育機関連携による「キャンパス都市

函館」構想」が採択された。函館市内にある８つの高等教育機関の連携により構築したＣＣＨ及
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び函館市を連携運営の主要組織として位置付け，より質の高い教育・研究環境を確保し，教育

連携カリキュラムの開発など，地域の総合大学的な機能を果たすための取組を行っている。こ

の取組には，代表校である函館校がリーダーシップを発揮し市内の高等教育機関を取りまと

め，約 9 千万円の事業費のもと，8 高等教育機関の連携づくりの基盤整備を進めてきた。なお，

ＣＣＨの加盟校は，次のとおりである。（五十音順） 

  （1）公立はこだて未来大学 

（2）函館大谷短期大学 

  （3）函館工業高等専門学校 

  （4）函館大学 

  （5）函館短期大学 

  （6）北海道教育大学函館校 

  （7）北海道大学水産科学研究院，水産学部 

  （8）ロシア極東国立総合大学函館校 

    事業の中で一番の目玉が，加盟校の学生が他の高等教育機関で履修した科目をその学生

が所属する学校の単位として認定することができる「単位互換制度」である。函館校では，全体

で 129 講義のうち約 4 割の講義を積極的に提供している。その他，全国の高等学校へ 4 千部

以上を配付している合同広報誌「はこだてキャンパスプレス」の作成，毎回 200 人を超える市民

が参加する「合同公開講座 函館学」の開講，ｅラーニングシステムの構築，合同研究発表会

「アカデミックリンク」などの事業を行っているが，どの事業においても函館校の教職員が積極的

に係わり，ＣＣＨ事業を盛り上げている。 

   とりわけ「合同公開講座 函館学」については，毎年度函館校の教員が１講座を担当し，平

成 22 年度は全 6 講座が開講され，延べで約 1,200 人もの多くの市民が受講した。平成 22 年 9

月に大阪府で開催された「全国大学コンソーシアム研究交流フォーラム」においても研究テーマ

として取り上げられるなど，全国的にも成功した事例として高く評価されている。 

 

【地域連携センター】 

法人化及び大学再編により，函館校は，教育研究活動の展開を進め，これを積極的に地域

に還元し，地域の諸問題への対応・発展に資することが強く求められるようになった。平成 18 年

にはより協力体制を強くすることを目的に函館市と相互協力協定を結ぶなど，地域連携センタ

ーの役割が重要となっている。 

出前講座「北海道スタディズ」は函館市役所職員の幹部職員や地域企業の経営者などが講

師となり，函館における産業，経済，文化，生活・福祉，観光などを広く学生に学んでもらうこと

を目的としている。公務員の職務，民間企業のもつ役割等を理解することに繋がり，進路選択

にも資する科目として有益である。 

教育支援ボランティアは，平成 19 年度から継続して行っている事業で，平成 22 年度は 69

人の学生を函館市及び北斗市の学校園（小学校 22 校，中学校 7 校，高等学校 1 校及び幼稚

園２園）に派遣し，派遣先の教員の指示に基づき，放課後学習の補助や特別な支援を必要と

する幼児・児童・生徒への補助等の教育支援の補助を行っている（派遣回数はのべ 1,000 回以

上になる見込み）。派遣先の学校園からも好評を博しており，本来の目的である地域の教育の

振興と発展に十分貢献しているものと思われる。また，学生自身もボランティア，地域連携，社

会貢献に対する意識の向上を図ることができ，教員を目指す学生にとっては教職に求められる

資質・能力の形成にも資している。 

 地域連携棟にある多目的ホールの有効的な活用を図ることを目的に，学生による人形劇や
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職員によるマジックを披露し地域の子どもたちと交流するイベント等を行い，市民からも好評を

得ている。 

【就職支援センター】 

・大学再編に伴い，函館校は，従来の教員採用試験対策の他に民間企業や官公庁への就

職対策を増強する必要が出てきた。社会，経済，地域の情勢分析力や社会人として必要と

される基礎学力と一般教養力の強化を目標に，次のような事業を行ってきた。（参加者数等

は平成 23 年 3 月現在の数値） 

（1）講義「進路開発」を開講し，1 年次から早期の意識形成を行った。 

（2）民間，公務員，教職のそれぞれのクラスに対応したキャリアノートを作成し，１年次の前

期から学年を追うごとに積み上げて指導を行う体制を整えた。 

（3）エントリーシートの添削作業，面接・小論文などの直前対策指導 

（4）SPI 試験・公務員採用試験等の模擬試験や対策講座 

（5）函館地区国公立 3 大学合同企業説明会の実施（企業 49 社，学生 191 人が参加） 

（6）業界研究会の実施（企業 27 社，学生 196 人が参加） 

（7）キャリアオーガナイザーや就職相談員による企業開拓，学生の売り込み活動 

（8）インターンシップ（前期 企業 9 社，学生 22 人が参加，後期 企業 5 社，学生 14 人が

参加）及びインターンシップ報告会（学生 13 人が参加）の開催 

（9）刊行誌「就活短信」を年４回発行し，就職に関するさまざまな情報を学生に発信した。 

（10）キャリアアップ講座の開講 

※函館市長の講演（学生 150 人が参加） 

※函館市教育委員会教育長の講演（学生 50 人が参加） 

※北海道 IT 推進協会講師による講演（学生 25 人が参加） 

・このような事業を行った結果，大学再編後の最初の卒業生（平成 22 年 3 月卒業者）の就職

率が， 民間 90.0％，公務員 84.8％と，この就職難の時代に大変高い成果をあげた。しか

し，平成 23 年 3 月卒業者の就職率（平成 23 年 2 月 10 日現在）は民間 73.5％，公務員

54.0％と下がっている。 

 

（６） 大学本部の管理・運営組織との連携の状況について 

函館校の委員会等組織は，全学委員会や学長室・全学センターに対応できるようになってい

る。例として，学校・地域教育研究支援センターのセンター員は，地域連携センター員から選出

しており，大学本部から各校への指示を速やかに伝えるとともに，各校での意見等をダイレクトに

伝えることができている。また，学校・地域教育研究支援センターが推進している学校支援，地

域教育支援に関し，地域連携センターが企画主体となり学長裁量経費（地域貢献推進経費）を

利用して，一般市民向けの公開プログラムを実施した。全学委員会等での決定事項や審議事

項については，教授会や関係する委員会で報告されている。委員会等においては各専攻から

最低１人は構成員となっているため，専攻会議等により全教員に情報伝達が可能となっている。 
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（７） 函館校の管理・運営の状況に対する自己評価 

① 函館校は，平成 18 年度の大学再編により「人間地域科学課程」となった。地域に根ざした

大学を目指すべく，地域連携センターを中心に各種事業に取り組み，地域で貢献できる人

材を育てるとともに函館校の教育研究が地域へ還元されるよう努めている。また，函館校は文

部科学省「大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム」に採択された「高等教

育機関連携による「キャンパス都市函館」構想」の代表校になっていることもあり，ＣＣＨの

様々な事業の中核となり，函館市の高等教育機関の形成と地域づくりに貢献している。 

管理運営面では，全学委員会に対応する委員会等が設けられており，全学的な審議事項

や決定事項は，関係する委員会等で対応できるようになっている。事務組織においても，「函

館校事務連絡会議」等を通じて全学の状況が全職員に伝わるようになっており，全学の方針

に基づく運営がされている。以上，課程の特徴を踏まえつつ，大学本部の管理・運営組織と

連携を保つ運営を行っていることから，適切に機能していると判断できる。    

② 函館校の学生は民間企業や官公庁への就職が大半を占めるため，平成 18 年度以降はよ

り就職支援活動に重点をおいてきた。ただ，大学再編後の最初の卒業生の就職率は高かっ

たものの 2 年目は下がった。平成 22 年度卒業生の就職率が全国的に過去最低と厚生労働

省及び文部科学省から調査報告があり，本学もその影響を受け就職率低下に繋がったと分

析するが，今後はさらなる就職難が予想されるため，全学キャリアセンターと連携しつつ，函

館校独自の就職支援の組織作りや運営が必要である。 
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３．旭川校の管理・運営について 

 

（１） 旭川校の運営組織 

（教育研究体制） 

   旭川校では，大学再編前には学問分野別の講座制を敷いており，教科専門主導のカリキュ

ラムに重点を置いていたが，大学再編を契機に中学校免許の取得を卒業要件として定め，そ

れぞれの専攻及び専修に教科教育担当教員を配置することを必須として組織改編に努めてき

た。 

また，一部の専攻では，教科専門と教科教育が融合した授業運営がなされている。例えば，

中学校理科実験の授業開設にあたっては，物理，化学，生物，地学といった中学校理科を構

成する各専門担当教員による分担に加え，授業実践に係る教科教育担当教員による各教材

の特性の解説など理科教員が一体となって取り組む授業例がある。 

このように，両者が一体となった授業開設は，教員間の理解が深められるとともに，大学再

編後の教員養成担当校として特化したことによる教員の意識変革に繋がっている。 

また，教育組織としてカリキュラム委員会の下に，一般教養科目を担う「教養科目部会」，教

育関連科目を担う「実践教育科目部会」，フィールド研究など基礎的な教育科目を担う「教育

フィールド研究科目部会」，そして教科教育の専門科目を担う「教科教育科目部会」の４部会

を設置し，その実施・運営にあたっている。（資料 1-②-3-1） 

 

資料 1-②-3-1 旭川校の教育実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（旭川校の運営組織等） 

旭川校の運営組織は運営規則第 13 条に基づき置かれている教授会及び教授会において

定められた各種委員会等によって成り立っている（資料 1-②-3-2）。各種委員会は全部で 23

あり，その内 19 の委員会（残る 4 つの委員会は附属図書館旭川館はじめ，本部直轄または旭

川校キャンパスに運営主体が置かれる委員会である。）には職指定の構成員（副学長，または

○教養科目部会 

 

日本国憲法 

体育科目 

コミュニケーション科目 

地域学科目 

人間・子ども理解に関する

科目 

大学入門科目 

現代を読み解く科目 

○実践教育科目部会 

 

実践教育科目 

教育実践論 

 総合学習論 

 へき地教育指導論 

 学級経営論 

 生涯学習概論 

 いじめ・不登校の研究Ⅰ，Ⅱ

（部会員：教育発達専攻教員）

○教育フィールド

研究科目部会 

 

教育フィールド研究Ⅰ 

教育フィールド研究Ⅱ 

教育フィールド研究Ⅲ 

教育フィールド研究Ⅳ 

教育フィールド研究Ⅴ 

教育実践論 

実践教育科目 

○教科教育科目部会 

 

小学校教科教育法 

初等教科科目 

中学校教科教育法Ⅰ〜Ⅳ 

高等学校教科教育法Ⅰ〜Ⅱ 

（部会員：教科教育担当教員）

カリキュラム委員会 学務グループ 

教養科目 教育関連科目 教科教育科目 
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評議員，副学長補佐）を必ず含むこととし，旭川校の管理・運営に責任ある立場の教員が委

員会に携わる体制となっている。 

 

資料 1-②-3-2 北海道教育大学教育学部旭川校委員会規則（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（大学本部との連携） 

全学委員会には 4 つの委員会があり（教育研究委員会，学生支援委員会，入学試験委員

会，予算検討委員会），教育研究委員会，学生支援委員会は，「各校において選出された教

員各 2 人（うち 1 人は，教育研究評議会評議員）」と定められている。なお，旭川校において

は，全学委員会に対応すべく各種委員会の中に教育研究委員会，学生支援委員会を設置し

ており，全学委員会に就く評議員を旭川校の委員会に職指定の委員としている。また，副学

長補佐も上記委員会の構成員としており，いずれかが委員長となり，全学での検討内容を関

連する各種委員会に伝え，また教授会において報告等を行っている。 

入学試験委員会，予算検討委員会は，「各校において選出された教員各１人」と定められ

ており，旭川校においては，予算検討委員会委員は，旭川校予算委員会委員長が就き，委

員長は職指定で評議員又は副学長補佐が就くこととなっている。 

入学試験委員会委員は，旭川校学部入学試験委員会副委員長（委員長は副学長）が就く

こととしており，いずれも関連する各種委員会に通達し，また教授会において報告等を行って

いる。 

また，設置している他の委員会はいずれも全学委員会との関わりがあるため，旭川校にあっ

ては，役職を務める教員が関連委員会を兼任することで，旭川校内の関連委員会へ迅速に

報告又は問題提起することができる。また，必要に応じ教授会に意見等を求める場合におい

ても，始めの一歩をスムーズにすることで，全教員に対し速やかに情報提供ができ，全学の動

きを個々の教員へ周知するうえで，効率よく機能している。例えば，教員の資質能力追跡調査

事業においても評議員及び副学長補佐が全学委員を兼ねている関係上速やかに対応するこ

とができた。これらのことは，大学本部の管理・運営組織の意向が各教員までうまく伝達されて

いることを意味しており，密接な連携が保たれていると言える。 

また，学長室との連携について，旭川校においては，学長室に対応した旭川校各種委員会

委員を室員等にあてている。 

（設置） 

第２条 本校に，次に掲げる委員会等を置く。 

(1) 大学計画委員会 

(2) 人事計画委員会 

(3) ファカルティ・ディベロップメント・自己評価委員会（以下「ＦＤ・自己評

価委員会」という。） 

(4) 広報委員会 

(5) 地域教育連携・貢献推進委員会 

(6) 予算委員会 

(7) 情報システム管理委員会 

(8) 教育研究委員会 

(9) カリキュラム委員会 

(10) 教育実習委員会 

(11) 学部入学試験委員会 

(12) 大学院入学試験委員会 

(13) 国際交流委員会 

(14) 学生支援委員会 

(15) 学生委員会 

(16) 就職対策委員会 

(17) 史料委員会 

(18) 附属学校運営協議会 
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特に，教育改革室による DP（ディプロマポリシー）と CP（カリキュラムポリシー）に係るシラバス

の改訂作業への取り組みについて，旭川校副学長補佐がその室員とカリキュラムコーディネー

ターを兼任することにより，直結した連携が図られている。さらに中学校教科に準じて教員組織

構成がなされている旭川校においては各教科専攻・分野ごとに 1 人のカリキュラムコーディネー

ターを置き，その実際の作業にあたっている。これらの作業結果としてのシラバス改訂を行っ

て，担当理事あてに報告している。 

 

（事務組織） 

事務組織は法人化に伴い，全学的に，事務組織の最小単位であった「係」を統合して「グル

ープ制」を導入した。事務長及び総括主査のもと，総務・附属学校グループ，学務グループ，

財務グループ，学術情報グループの 4 グループで構成されており，広範囲に拡大する業務に

応じて，横断的かつ柔軟な対応ができるようにしている。事務組織の長である事務長は，副学

長の指示の下に事務を掌理し，総括・調整を行うとともに大学の管理運営にも参画している。ま

た，各グループの専門職以上の職員で構成する事務連絡会議を定期的に開催し，各グループ

間での情報の共有を図っている。 

事務局本部との連携については，総括主査以上を構成員とする事務局連絡会が本部招集や

テレビ会議によって，週１回程度で開かれ，情報の共有を図っている。 

 

（２） 旭川校の特徴的な取り組み 

（地域との連携） 

旭川校は，教員養成という役割を果たすため，地域教育連携・貢献推進委員会が中心とな

って，旭川市教育委員会，北海道教育委員会とのボランティア事業を展開している。これは旭

川校の学生を小・中学校に派遣することを通して，学生のボランティア意識の高揚や教職に求

められる資質能力の向上を図るとともに，確かな学力や豊かな人間性などの育成を目指すもの

である。 

また，自治体や教育関係団体と旭川校教員が共同で行っている事業，研修会も多岐にわ

たり実施している。平成 16 年度に相互協力協定を締結した旭川市とは，平成 18 年度から学

生派遣ボランティア事業を実施しており，教科の指導補助の他，障害や不登校の児童生徒支

援，学校図書館の運営など多岐にわたる活動を学生に経験させるため，旭川市教育委員会と

旭川校の教科専門と教科教育担当教員が一体となり，密接な協力関係を築いている。 

加えて，市民を対象とした授業公開講座の開講や学校訪問，出前授業，審議会等の委員

派遣など積極的に地域に貢献している。 

 

（学生へ就職支援の充実） 

旭川校では，就職対策委員が中心となり，卒業生で構成する OB 会とも緊密な連携をとりな

がら，「集団模擬面接」，「専攻別個別・集団模擬面接指導」等の就職対策に係る取り組みを

積極的に実施している。面接等を指導する教員も専攻全体で 37 人，さらに就職対策委員会

委員も加わり教員全体の半数以上が積極的に行うとともに，日常的な学生・修学指導等の中

でもアカデミック・アドバイザーの教員が熱心に就職指導を行っている。 

学生も個人面接，集団面接に延べ 99 人（平成 22 年度）が参加しており，これらのことも要因

で教員登録者数は増加し続けている。（H20：12７人，H21：149 人，H22：197 人） 
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（３） 旭川校の管理・運営の状況に対する自己評価 

① 旭川校の組織運営について 

大学再編後の目標に沿った教育研究体制が整っており，また，全学組織と旭川校委員会

組織の構成員を合わせることで，大学本部の管理運営組織と密接な連携を保っている。 

② 旭川校の特色を生かした地域連携活動について 

   旭川校地域教育連携・貢献推進委員会が中心となって，旭川市教育委員会，北海道教

育委員会と連携して実施しているボランティア事業は，学生のボランティア意識の高揚や教

職に求められる資質能力の向上を図るとともに，確かな学力や豊かな人間性などの育成を目

指すものであり，各学校及び自治体からは高い評価をうけ，継続した学校現場の応援態勢の

依頼を受けている。また，出前授業，公開講座やワークショップなどの地域教育支援を実践

し，道北の地に根ざした教員養成系大学として，その役割を果たしている。 

③ 学生へ就職支援の充実について 

「集団模擬面接」，「専攻別個別・集団模擬面接指導」を活発に実施し，また，学生にも個

人面接，集団面接に積極的に参加を促している。これらのことも要因で教員登録者数は増加

し続けている。特に中学校教員については平成 22 年度には現役学生の登録が増加し，中

学校教員免許を主免許としてその取得を卒業要件としている教員養成担当校としてその特

色である人材養成目的が反映しているものである。 

④ 学長室との連携について 

学長室との連携については，教育改革室による DP（ディプロマポリシー）と CP（カリキュラム

ポリシー）に係るシラバスの改訂作業への取り組みに関して，旭川校副学長補佐がその室員

とカリキュラムコーディネーターを兼任することにより，直結した連携が図られている等，おおむ

ね円滑に連携しているが，学術研究推進室に関しては，対応した旭川校委員会が設置され

ていないため，室員からの情報提供等の連携体制がうまく作られていない状況にある。また，

大学計画評価室については，旭川校委員会に FD・自己評価委員会は設置されているが，

室員が委員会委員となっていないため，室員からの情報提供等の連携体制がうまく図られて

いない。これらについては今後対応を図っていくことが必要である。 
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４．釧路校の管理・運営について 

 

（１） 釧路校の課程について 

平成 18 年度の大学再編により，釧路校は，従前の 4 課程（学校教育教員養成課程，生涯教育課

程，国際理解教育課程，地域環境教育課程 定員 215 人）から，「小学校の教員養成に力を入れる，

学校と連携した実践力の向上を図る，へき地・小規模校の教育に対応したプログラムがある，地域環境

や地域社会の力を生かした教育に力を入れる，小学校の全教科と新しい教育内容に対応したカリキュ

ラムとスタッフがいる」等を特色とする教員養成課程（定員 180 人）となった。 

課程は，次の３専攻からなり，概要は次のとおりである（資料 1-②-4-1）。 

 

資料 1-②-4-1 釧路校各専攻の概要 

専 攻 名 （定 員） 概             要 

地 域 学 校 教 育 専 攻 

(定員 40 人) 

子どもの発達を学校と地域の両方からとらえ，子ども・学校・家庭・地域を総

合的に教育に生かす研究を行う。教育基礎分野・教育心理分野・授業開発分

野の３つの分野からなる。 

地 域 教 育 開 発 専 攻 

(定員 40 人) 

自然と地域社会を舞台に，教科の枠にとらわれない幅広い教育力・地域の

教育力を開発していく専攻。地域教育分野と環境教育分野の 2 つの分野から

なる。 

学 校 カ リ キ ュ ラ ム 開 発 専 攻 

(定員 100 人) 

小学校の教科と中学校英語を中心に，教科の専門的知識と指導力を身に

つけ，小学校のカリキュラムを開発する専攻。国語グループ，社会科グルー

プ，英語グループ，芸術グループ，算数グループ，理科グループ，家庭・体育

グループの７グループからなる。 

 

釧路校の教員構成は，平成 22 年 4 月 1 日現在 教授 27 人，准教授 22 人，講師 9 人 計 58 人 こ

の他に，教職大学院教員 6 人が釧路校兼務であり，合計 64 人で教員養成課程の学生を指導してい

る。 

また，釧路キャンパスの大学院は，平成７年度に 2 専攻 4 専修から発足し，平成 11 年度に 2 専攻

11 専修となり，平成 14 年度に設置された学校臨床心理専攻は，サテライトキャンパスとして組織され，

平成 20 年度には教職大学院（高度教職実践専攻）が設置され，現在に至っている。 

なお，大学再編等により，音楽教育，美術教育，保健体育，技術教育，家政教育の 5 専修は平成23

年度から，学生募集を行わないこととなった。 

 
（２） 釧路校の運営について 

① 教授会，各種委員会及び事務組織の再編 

釧路校の運営は，運営規則第 13 条に基づき置かれた教授会と，釧路校の円滑な運営を図る

ため，運営規則第 14 条に基づき教授会において定めた釧路校委員会規則に則り，各種委員会によ

って，対応している（資料 1-②-4-2）。 

     この委員会規則については，平成 16 年度の法人化時は既存の各種委員会を踏襲していた

こと及び，平成 18 年度の大学再編時に，教員の所属変更等により各種委員会を構成すること

が難しくなったことから，平成 18 年度に規則を改正し，総務委員会，将来計画委員会，人事計

画委員会，財務委員会を廃止し，新たに，副学長，評議員（2 人），副学長補佐（4 人），各種委

員会委員長（入試副委員長，カリキュラム委員長，教育実習委員長，学生支援委員長）で構成

する運営企画委員会を設置した。この委員会では，人事，予算，さらに将来計画等を審議する

こととし，副学長のリーダーシップの下迅速な意思決定が行える体制となった。特に，運営企画

委員会は，委員会の構成から，各種委員会内の審議だけでなく横断的な審議ができるため，副

学長がリーダーシップを取る際には大きな役割を果たすことになった。 

さらに，副学長を補佐するため，副学長補佐４人（教授会選出 2 人，副学長委嘱 2 人）を配し，この
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4 人と評議員 2 人からなる三役会議を設置し，長期・短期の課題に対処している。 

また，運営企画委員会及び三役会議の構成員には事務長が入り，案件によっては担当グル－プ 

専門職も陪席し，事務組織が業務に対応するための体制を取っている。 

なお，規則改正時に，委員の任期は 2 年，半数交代，各専攻から委員選出することとし，委員会活

動の継続を確保するとともに，各専攻へ情報の周知の徹底を計ることとした。 

以上により，全学会議である運営会議，教育研究評議会の議題は，三役会議，運営企画委員会を

経て，釧路校教授会へ報告することになり，情報の共有化には特に留意している。 

特に三役会議では，副学長が必要に応じ招集し，大学本部の意向や喫緊の課題等を速やかに周

知し，釧路校の対応等を検討する体制がとられている。 

なお，効率的な会議運営のため，委員会における政策委員制度の導入が，委員会規則の改正を

検討した平成 18 年 9 月の教授会で承認された（資料 1-②-4-3）。また，会議資料のペーパーレス

化を目指し，平成 21 年 2 月開催の教授会で承認された（資料 1-②-4-4）。 

事務組織は，法人化に伴い全学的に事務組織の最小単位であった「係」を統合して「グルー

プ制」を導入した。事務長及び総括主査のもと，総務・附属学校グループ，学務グループ，財務

グループ，学術情報グループの 4 グループで構成されており，広範囲な業務に対して横断的か

つ柔軟な対応ができるようにしている。事務組織の長である事務長は，副学長の指示の下に事

務を掌理し，総括・調整を行うとともに大学の管理運営にも参画している。また，各グループの専

門職以上の職員で構成する主査・専門職会議を開催し，各グループで情報の共有を行ってい

る。 

事務局本部との連携については，総括主査以上を構成員とする事務局連絡会が本部招集や

テレビ会議によって，週１回程度で開かれ，情報の共有を図っている。 

 

資料 1-②-4-2 北海道教育大学教育学部釧路校委員会規則（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 1-②-4-3 釧路校・委員会制度の改革について 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

（設置） 

第２条 本校に，次に掲げる委員会等を置く。 

(1) 入学試験委員会 

(2) カリキュラム委員会 

(3) 教育実習委員会 

(4) 学芸振興委員会 

(5) 学生支援委員会 

(6) 情報企画委員会 

(7) 国際交流・協力委員会 

(8) 運営企画委員会 

(9) 釧路校学生なんでも相談室 

(10) 附属学校運営協議会 

(11) 附属・大学共同研究委員会 

(12) 国際交流事業資金運用委員会 

(13) 実験廃液等管理委員会 

(14) 核燃料物質管理委員会 

＜平成 18 年 9 月 15 日開催 教授会資料（抜粋）＞ 

  

  10 名以上を擁する委員会は，①政策立案・緊急事案への対処・審議・実務の全てを担当す

る「政策委員」と，②主に審議と実務を担当する「委員」によって構成する。これら委員会の会

議の定足数は政策委員数を基準とするが，議決は会議出席委員の過半数を要することとす

る。また，委員長と副委員長（入試委員会は，副委員長と総務班長）は，政策委員から選出す

る。 
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資料 1-②-4-4 教授会のペーパーレス化について 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 委員会組織の課題 

釧路校学生支援委員会では，学生の厚生補導，寮に関する事項，さらに，就職対策と幅広い分野

への対応が求められており，特に就職対策関係については独立した組織の必要性を感じていた。大

学再編開始時の教員 72 人体制での委員会組織であることから来る無理が現れている。今般，キャリ

アセンターの新たな組織が導入される中で，改めて，釧路校における委員会組織全体についての検

討を考えている。さらに，学長室に置かれる特別補佐と釧路校管理・運営組織との連携については，

釧路校における受け皿となる組織との関係が十分構築されておらず，検討が必要と思われる。 

 

③ 大学再編後の教育体制（教育フィールド研究の導入，教育実習の対応，附属学校との連携） 

平成 18 年度の大学再編により小学校教員養成に重点を置いた教育体制となったことに伴い，カリ

キュラムに金曜日丸一日を教育現場で過ごす「教育フィールド研究」を導入した。これは，学生には

１年次から教育現場を体験させ，教職への意識付けを早い段階で行い，最終的に教職就職率の向上

等に繋げていくことを考えたものである。そのためには，教育現場との連絡をいかに密にするかが課題

であり，現在配置の教職スーパーバイザーが大きな役割を果たしており，釧路方式の「教育フィールド

研究」制度が経費の面も含めて安定的に継続できるようにするために，制度そのものの検証に入って

いる。 

また，教育実習の制度が変わり，地域の学校との関わりも変化し，実習校の確保が難しい状況があ

る。このことに関連して，複数の学生（教育実習生）を 1 人の教員が担当する試みが平成 22 年度実施

されている。 

なお，教育実習生を多く受け入れる附属小，中学校との関係について，特に平成 22 年度から附属

学校との研究プロジェクトをスタートし，大学教員が共同研究者として積極的に関わりを持ち，研究授

業などにも頻繁に出向き，協力して効果的な指導法の開発などに取り組んでいる。 

また，年間 50 号を超える「共同研究通信」を大学が発行し，情報交換の場を広げるなど，連携が深

まっていく状況にある。 

 

④ 道東地域における連携等（環境教育，へき地教育，地域連携） 

平成 18 年度に大学再編により 3 専攻となったが，特に地域教育開発専攻は，道東の自然とも関わ

りが深い環境教育と複式学級の多い地域の教育を研究し，環境教育にあっては，釧路校が設置したＥ

ＳＤ推進センターが，ユネスコスクール開催とも関わりながら，持続可能な開発のための教育の研究を

行っている。 

環境教育の研究面では，平成 19 年度から 21 年度の 3 年間，文部科学省が各大学などで

の教育改革の取組を促進するために公募した「現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代Ｇ

Ｐ）」に「持続可能な社会実現への地域融合キャンパス－東北海道発ＥＳＤプランナー養成・認

証プロジェクト－」が採択されている。また，へき地教育研究の面では，毎年フォーラムが開催されて

いる。 

地域連携にあっては，学生派遣による地域交流は近隣市町村で活発であり，弟子屈町，標津町の

学力向上に寄与し，鹿追町とは，本学の相互協力協定により吹奏楽教室を開催する等，地域からの

＜平成 21 年 2 月 13 日開催 教授会資料（抜粋）＞ 

    

教授会資料の入手方法 

１）教授会構成員は，グループウェア（文書管理）から教授会前日 13:00 以降教授会資料を入手す

ることができる。 

２）また，教授会当日は 14:30 以降，大会議室において教授会資料の保存されているＵＳＢメモリ

ーを受け取ることができる。ＵＳＢメモリーは教授会においてノートパソコンで使用するために用意

するものである。使用したＵＳＢメモリーは会議終了後，返却して退室する。 
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要望に応えているが，事業の維持には教員個人の努力による事が多く，現在も根室市や羅臼町から

学生派遣の要請があり，全学と協力した支援システム作りが急務と考える（資料 1-②-4-5）。 

 

資料 1-②-4-5 道東地域における本学と地方公共団体との相互協力協定等締結一覧  

協定締結年月日 地方公共団体 備   考 

平成 16 年 6 月 4 日 釧 路 市 釧路校と覚書締結 

平成 16 年 6 月 4 日 釧 路 町  

平成 16 年 6 月 4 日 標 茶 町  

平成 16 年 6 月 4 日 厚 岸 町 釧路校と覚書締結 

平成 16 年 6 月 22 日 標 津 町 釧路校と覚書締結 

平成 16 年 6 月 30 日 根 室 市 釧路校と覚書締結 

平成 16 年 10 月 25 日 別 海 町 釧路校と覚書締結 
平成 18 年 6 月 16 日 鹿 追 町 釧路校と覚書締結 

平成 18 年 6 月 26 日 中 標 津 町 釧路校と覚書締結 

平成 18 年 8 月 22 日 白 糠 町 釧路校と覚書締結 

平成 19 年 8 月 7 日 弟 子 屈 町 釧路校と覚書締結 

 

⑤ 入試制度 

平成 18 年度より，大学入試の推薦入試において地域枠を設けている。これは，十勝・釧路・根室

地域に根づく教員の養成のために釧路校で導入した制度で，釧路総合振興局管内，根室振興局管

内，十勝総合振興局管内の高等学校から，調査書の学業成績の全体の平均評定値が 3.8 以上の

者又は特定の教科に優れた成績を有し，当該学校長が特にふさわしい意欲・資質・適正等を備えて

いる者を推薦し，受験するものである。この制度で入学した最初の卒業生（平成 21 卒業）の進路に

ついて調査したところ，卒業生のうち教職に就いた 13 人中 11 人が対象地域の学校で教員となって

おり，地域に根づいた教員を養成し，地域の学校教育に貢献するという目的を果たしていると考える

（資料 1-②-4-6）。 

 

資料 1-②-4-6 平成 21 年度入試アドバイザー報告からの抜粋 

●高校訪問時の進路担当者等からの感想 
 

イ．本校のような地方の小規模校には大変ありがたい制度である。 
  ロ．釧路校の地域指定推薦は，毎年受験させている。生徒への動機づけに大いに 

役立っている 
ハ．釧路校の地域指定推薦は良い制度だと評価しており，毎年受験している。生 

徒にも浸透している。 

 

⑥ 留学制度 

釧路校では，平成16年2月に琉球大学と「学生の相互派遣に関する協定」及び「教育研究及び単

位互換に関する協定」を締結し，冬季は琉球大学学生が来釧，夏期は釧路校学生が沖縄へ，それぞ

れの地域で半期生活するという国内留学を実施している（資料 1-②-4-7）。一方，大学再編後は，短

期留学を含め海外へ留学する学生が減少しており，課題となっている（資料 1-②-4-8）。 

 

資料 1-②-4-7 琉球大学との交流状況 

年  度 派遣学生数 受入学生数 

平成 16 年度 7 7
平成 17 年度 10 10
平成 18 年度 10 10
平成 19 年度 10 5
平成 20 年度 6 5
平成 21 年度 9 7
平成 22 年度 8 8
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資料 1-②-4-8 過去の留学生派遣状況 

 年  度 大  学  名 計 

平成 13 年度 

 

アラスカフェアバンクス校  1 人 

ジェームズクック大学    4 人 

 

計 5 人 

平成 14 年度 

 

 

アラスカフェアバンクス校  1 人 

ジェームズクック大学    1 人 

カムチャッカ国立教育大学 1 人 

 

 

計 3 人 

平成 15 年度 

 

カルガリー大学        1 人 

ジェームズクック大学    2 人 

 

計 3 人 

平成 16 年度 

 

アラスカフェアバンクス校  2 人 

ジェームズクック大学    1 人 

カムチャッカ国立教育大学 1 人 

 

 

計 4 人 

平成 17 年度 アラスカフェアバンクス校  2 人 計 2 人 

平成 18 年度 

 

ジェームズクック大学    1 人 

カムチャッカ国立教育大学 1 人 

 

計 2 人 

平成 19 年度 アラスカフェアバンクス校  1 人 計 1 人 

平成 20 年度 なし なし 

平成 21 年度 セント・メリーズ大学     1 人 計 1 人 

 ※カルガリー大学短期研修は，平成１５年度以降 平成 19 年度に１人のみ。 

 

⑦ 学校・地域教育研究支援センターへき地教育研究支援部門との連携 

釧路校に所在している学校・地域教育研究支援センター・へき地教育研究支援部門と連携し，全

学のへき地校体験実習を全道に展開しており，全道の協力校は，道東地域を中心に 23 市町村 49 校

にのぼり，平成 22 年度は計 124 人の学生が受講している（75 頁 観点１－① 資料 1-①-3-10）。 

 

⑧ 大学再編後の課題 

大学再編により小学校教員養成に重点を置いている釧路校だが，地域の教育のために，音楽，美

術，体育の課程認定を受けることが課題である。道東地域から音楽，美術，体育担当教員の養成を望

む声があり，平成 22 年 12 月 9 日（木）第 2 回教育実習運営協議会にて人材の養成を要望さ

れている。 

なお，この会議は，平成 22 年度教育実習の反省と平成 23 年度教育実習計画を協議してお

り，釧路市小学校校長会及び中学校校長会の会長と事務局長，釧路管内校長会の会長と事

務局長，釧路教育局及び釧路市教育委員会からも出席している。 

 

⑨ 施設・設備の整備 

大学再編後，各専攻に相応しい施設，設備の整備充実が実行されてきたが，教育環境改善の余地

は残っている。当面，300 人クラスの大教室，従前の技職棟及びグランドの整備が課題となっており，

その整備状況は次のとおり（資料 1-②-4-9）。 

 

資料 1-②-4-9 施設・設備の整備状況 

年    度 整   備   状   況 

平成18年度～20年度 再編に伴う研究室，演習室の再配置 

平成19年度～21年度
小学校理科室の新設 
小規模校教育対応教室の新設・・・複式授業への対応 

平成20年度 
就職相談室，学生なんでも相談室の一体化を行い，総合相談室である愛称『
ＡＳＫ』の開設 

平成21年度 

ＡＴＭの移動によるホールの整備  
学生の発表スペース,パネル展示のスペース確保。 
(※ 平成22年度美術展，琉球大学の研究紹介が行われた。） 
学生リフレッシュスペースの什器更新(テーブル,椅子) 

平成22年度 
大型バスの導入 
マルチメディアCALLシステムの設置 
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（３） 釧路校の管理・運営の状況に対する自己評価 

① 全学組織の教育研究評議会，運営会議等との関係について，三役会議，運営企画委員会，

教授会において，情報の共有化に力を入れており，大学本部の管理・運営の意向の伝達と釧路

校の考えの大学本部への伝達を意識して行っている。 

なお，三役会議，運営企画委員会は事務長を構成員とし，事務組織との連携を図っている。 

大学再編後，「教育フィールド研究」を導入，推薦入試では地域推薦枠を設ける等，独自の事

業を展開している。また，地域との交流も活発であり，道東の教員養成機関として貢献している。 

② 教育面では音楽，美術，体育の課程認定が課題である。管理・運営上では，新しいキャリアセ

ンターへの対応，将来構想への対応等，新たな委員会設置の必要性から，委員会組織全体の

見直しが必要と考える。 
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５．岩見沢校の管理・運営について 

 

（１） 大学再編後の教育研究組織，目的について 

平成 18 年度からの大学再編により，岩見沢校は芸術及びスポーツの分野に特化したキャン

パスとして新たなスタートを切った。平成 21 年度には大学再編による教員異動等が完了し，芸

術課程に音楽コース・美術コース・芸術文化コースの 3 コース，スポーツ教育課程にスポーツ教

育コースの１コースが属する「音・美・体」の教育研究組織が確立した。 

音楽コースには「声楽」「作曲」「鍵盤楽器」「管弦打楽器」の 4 専攻があり，音楽文化の担い

手・推進者の養成を目指している。 

美術コースには「絵画」「彫刻」「メディアデザイン」「実験芸術」「工芸」「書」の６専攻があり，油

彩画や日本画，彫刻，金属・木材工芸，陶磁，染織，デザイン，アニメーション，映像メディア

等，幅広い分野の人材育成が行われている。 

芸術文化コースには「芸術教育」「芸術理論」に，道内初の「アートマネージメント」を加えた３

専攻があり，芸術の役割や芸術活動の意義を理論的・実践的に追求し，地域連携活動等を通

じ，音楽や美術等の芸術活動と社会の架け橋となる専門家の育成を目指している。 

スポーツ教育コースには「スポーツ・コーチング」「健康・スポーツ科学」「アウトドア・ライフ」の 3

専攻があり，スポーツ振興や環境教育の担い手，地域の健康指導者等の育成を目的とした教育

研究が進められている。 

以上，2 課程 4 コース 16 専攻を，教授 25 人・准教授 23 人・講師 7 人（平成 22 年 12 月 1

日現在）で運営している。（資料 1-②-5-1） 

 

資料 1-②-5-1 コース別教員数一覧 

芸術課程 スポーツ教育課程 

音楽コース 美術コース 芸術文化コース スポーツ教育コース 

14 人 17 人 8 人 16 人 

 

また，大学院教育学研究科については，平成 4 年の設置時から札幌校と一体となった運営を

行ってきており，現在は，学校教育専攻，教科教育専攻，養護教育専攻及び学校臨床心理専

攻（修士課程）の研究指導が行われている。このうち，岩見沢校の教員は各々の専門分野により

「音楽教育専攻（18 人）」「美術教育専攻（15 人）」「保健体育専攻（14 人）」「理科教育専攻（兼 1

人）」「国語教育専攻（1 人）」の指導を担当している。 （※（ ）内は所属教員数。） 

 

（２） 管理・運営組織について 

① 教授会，岩見沢校委員会，全学委員会 

   岩見沢校の管理・運営は，運営規則第 13 条に基づき置かれた教授会と，運営規則第 14

条に基づき教授会において制定した岩見沢校委員会規則及び関係取扱要項・申合せ等に基

づき，岩見沢校の管理・運営を行っており，岩見沢校委員会規則に基づき 11 種類の委員会を

置き，そのほか，非常勤講師等選考委員会，安全衛生委員会，学部構想ワーキンググループ

等の委員会やワーキンググループを設けている。（資料 1-②-5-2） 
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資料 1-②-5-2 北海道教育大学教育学部岩見沢校委員会規則（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，平成 18 年度に制定した岩見沢校委員会規則は，大学再編に伴う岩見沢校の実情に応

じ，平成 20 年度まで随時改正し，現行体制となった。岩見沢校と関連のある全学委員会等につい

ては，副学長及び委員会選出による教職員が構成員を務めている。その際，各委員会と関連性の

高い全学委員会委員には，関連の岩見沢校委員会の委員長または委員が就き，本部と岩見沢

校間の伝達・意思疎通・連携の確保が可能になる体制を作っている。 

また，全学の運営会議（副学長）や教育研究評議会（副学長，評議員），再編実施本部会議

（副学長）等の内容については，毎月の定例教授会で全教員に報告され，協議・照会事項がある

場合は全教員に教授会及び文書等により検討・回答を依頼している。 

課題点としては，複数の委員会の相互連携が必要な事案について，1つの委員会内だけで進

めているケースがみられることが挙げられる。他の委員会と情報共有・意思疎通・連携ができていな

いため，偏った見解になりがちで，運営に支障を来すことがある。これを改善するため，各委員長が

出席して情報交換を行う機会を年に数回設ける等の対策を検討したい。 

 

② 大学院運営組織 

  大学院の運営組織については，札幌校と一体となった研究指導を行っていることから，規則上

は札幌校と岩見沢校の合同教授会を置くことになっている（大学院規則第 21 条）。ただし，札幌

校と岩見沢校が物理的に 40km 以上も離れており，合同教授会の開催は構成員の負担が大きく

なることから，現状としては，合同教授会の運営に関する申合せを制定の上，札幌校・岩見沢校

大学院教育委員会を置き，実質的な運営を行う体制を取っている。（観点１－② 107～108 頁 

資料 1-②-1-4） 

当該委員会の構成員は，副学長（札幌校担当，岩見沢校担当）及び各専修から選出された教

員（各 2 人）である。さらに，委員会内に入学試験部会及び学生支援部会の 2 部会を置き，副学

長以外の構成員はいずれかの部会に所属している。入学試験部会は大学院の入学試験に関す

る実務を担当し，学生支援部会は教育課程や院生の入学，修了など在籍に関する実務を担当

している。 

 

 

 

（設置） 

第２条 本校に，次に掲げる委員会等を置く。 

 (1) 運営委員会 

(2) 入学試験委員会 

(3) カリキュラム委員会 

(4) 学生支援委員会 

(5) 就職対策委員会 

(6) 教育実習委員会 

(7) 国際交流委員会 

(8) 情報システム管理委員会 

(9) 自己点検評価・ＦＤ委員会 

(10) 地域連携委員会 

(11) 広報委員会 
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③ 事務組織（岩見沢校室） 

  岩見沢校室の事務組織の現状としては，月 1 回程度，岩見沢校室の専門職以上の職員を対

象とした事務連絡会を開き，事務長が陪席した学内会議の報告及びグループ間の情報共有を図

っている。また，事務局本部と各校間では，総括主査以上を構成員とする事務局連絡会（テレビ

会議または招集／週１回程度）をはじめ，テレビ会議システムを使った各種会議や委員会等が頻

繁に行われているほか，電話やメールによる日常的な業務連絡が行われている。 

なお，課題として昨今の多岐にわたる業務により，教職員への業務負担が偏る場合があげられ

る。 

 

（３） 岩見沢校の特徴を活かした運営について 

芸術・スポーツ分野に特化した岩見沢校は，地域の芸術文化やスポーツ振興を担う指導者等

の育成を目的のひとつとしていることや，これらの分野に対する地域からの協力依頼が多く寄せら

れることから，地域連携活動を積極的に実施している。 

連携先としては，本学が相互協力協定を締結している 20 市町村のうち，特に岩見沢市，三 

笠市，美深町等との地域連携事業を積極的に行っており，このほか，（株）北海道フットボールク

ラブ，北海道立近代美術館，（財）北海道文化財団等の各種団体とも，スポーツ教育課程，芸術

課程ともに協定に基づいた連携事業を進めている。（資料 1-②-5-3） 

 

資料 1-②-5-3 地域連携活動の例 

＜地域連携活動の例（平成 21～22 年度）＞ 

・岩見沢市：サッカーカレッジ U－15，シニア・フィットネス教室，シェイプアップ＆ウェイトコントロール講座，少年剣道

教室「探検倶楽部」，「明日への創造」展，卒業制作展，i-BOX 開設記念事業「岩っ CHAO! ～HOP! 

STEP! STATION!～」，グリーンヒルズコンサート，オペラワークショップ，筝の体験指導 等 

・三 笠 市：少年フットサル教室，アートプロデューサー養成講座，i-HoLoNE オープン記念イベント 

・美 深 町：バスケットボール・バレーボール教室，サッカー教室，「親子で楽しく体力づくり」 

・そ の 他：高大連携書展，北海道近代美術館との連携授業，地域フィールドプログラム 等 

 

その他，地域の芸術団体・協会や町内会，市民団体等の各種団体から，演奏会，スポーツ 指

導，アート製作等の依頼があった場合は，地域連携委員会を中心に，関連するコースで対応の

可否を検討し，可能なものについては受け入れている。（資料 1-②-5-4） 
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資料 1-②-5-4 地域連携活動実施状況一覧 

実施コース 事業名 連携先 開催日時 参加者数

オペラワークショップ Vol.5
岩見沢市

岩見沢市教育委員会
21.12.6 学生45，一般108

滝川ナイトミュージアムコンサート 滝川市教育委員会
22.5.28，8.27

9.23
約40名／回

Kitaraサマーコンサート
札幌コンサートホール

（Kitara）
22.6.13 約400名

有明ホール定期公演

（第１回～第８回）
岩見沢市

22.9.10, 10.8, 11.10,

12.10, 23.1.14, 1.22,

2.10, 3.11

約40～60名／回

岩っCHAO！

 ～HOP! STEP! STATION!～

岩見沢市

JR北海道
岩見沢青年会議所　他

21.5.3, 4, 17
学生40名

一般300名

「明日への創造展」
岩見沢市絵画ホール

　松島正幸記念館

22.11.14-11.28

22.11.30-22.12.12
100名

修了・卒業制作展 岩見沢市 23.2.27-23.3.13 100名

さっぽろオペラ祭 2009「ライフ×アート」
札幌市教育文化会館

コミュニティダンスグループ Tane
21.10.9-12.5（全14回） 約50名／回

さっぽろオペラ祭 2010

「オペラ（歌劇）×オペラ（ケーキ）」
札幌市教育文化会館

23.11.10

　～23.1.10
札幌市内

箏にふれようⅠ・Ⅱ 岩見沢市立教育研究所 22.11.12, 12.10

学生アシスタント30数名

11/12小学生76名

12/10中学生25

ふれあい音楽会

～声の音楽・楽器の音楽を味わい　楽器にふれよう

～

岩見沢市教育委員会
岩見沢市教育研究所

22.12.3 小学生86名

2009 HUEI サッカーカレッジU-13

空知サッカー協会，岩見沢市教育

委員会，㈱北海道フットボールクラ

ブ

21.5.18-6.15 学生19，一般62

運動能力・体力テスト（光陵中学校） 岩見沢市光陵中学校 22.5.19,5.21,5.25 学生45，中学生662

バレーボールスクール 岩見沢バレーボール協会 22.7.31-8.1

55名

（美唄，夕張，長沼からも

参加）

余市　サッカー教室 余市町 22.8.5
サッカー部学生12

小中学生72

みんなの良い食　JA親善大使 JA岩見沢 22.10.3 小学6年生　50名

■

音
楽

コ
ー

ス

■

美

術

コ
ー

ス

■

芸

術

文

化

コ
ー

ス

■
ス

ポ
ー

ツ

教

育

コ
ー

ス

 

 

これらの活動には多くの地域住民が参加しており，参加者からは「音を表現する楽しさ／体を

動かすことの楽しさを知った」「今でも自宅で続けている」「今後もこのような機会を設けてほしい」

等の感想が寄せられており，新聞を中心とした地元メディアにも頻繁に取り上げられていることか

ら，岩見沢校の活動に対する地域の理解が深まっていると考えられる。 

具体的な事例として，6 年間続く「サッカーカレッジ」を挙げると，地域の中学生のサッカー技術

向上に貢献しているだけでなく，地域の指導者が学生への指導助言にあたることで，サッカー指

導者を目指す学生のコーチングのスキルアップや，地域指導者との交流が図れるという，双方に

有益な成果が得られている。 
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以上のように，岩見沢校では，毎年継続的に開催している演奏会，作品展や指導教室，地域

からの新たな要望に応えて実施する制作活動等，幅広い分野において，地域住民の健康維持

やスポーツ文化の活性化，芸術分野に関する学習機会の提供等の地域貢献を重ねてきたといえ

る。 

学生にとっても，子どもから高齢者まで幅広い年齢層のニーズに応える諸分野の地域連携活

動を通して，様々な年齢の方々と触れ合い，自分たちが制作・活動したものに対する反応や感想

を直接感じ取り，相手に伝えること・教えることを学び，また，自分の研究内容に関する新たな発

見を得る等，様々な収穫が得られている。 

 

＜i-BOX（ｱｲ･ﾎﾞｯｸｽ），i-HoLoNE（ｱｲ･ﾎﾛﾝ）の活用＞ 

・i - B O X：JR 岩見沢駅舎内のスペースを借り受け，岩見沢市の助成を受けて常駐職員を置き，

地域連携活動の窓口，岩見沢校の活動紹介の場として平成 21 年度より運営している。 

・i-HoLoNE：三笠市の廃校となった旧幌内小学校の校舎を借り受け，学生の授業や研修等の場

や，地域連携活動の場として平成 21 年度より活用している。 

 

（４） 岩見沢校の管理・運営の状況に対する自己評価 

① 法人化及び大学再編により，岩見沢校は芸術及びスポーツ教育分野の指導者等の人材育

成を目的とした新課程のキャンパスとなり，芸術課程に音楽・美術・芸術文化の 3 コース，スポ

ーツ教育課程にスポーツ教育の１コースを有する独自の教育研究体制をとっている。また，大

学院は札幌校と一体となった組織であり，岩見沢校の大学院担当教員は「音楽教育」「美術教

育」「保健体育」「理科教育」「国語教育」の各専修に所属し，研究指導を行っている。 

管理運営面では，運営規則第 14 条により制定した岩見沢校委員会規則に基づいて設置さ

れた各種委員会により，各方面からの管理・運営にあたっている。また，岩見沢校教授会の中

で全学・各キャンパスの情報を共有し，全学的な案件については教授会や関連のある委員会，

またはワーキンググループを新たに設置するなどして，各校内でも対応できる体制を整えてい

る。 

大学本部との連携状況については，毎月開催される運営会議，教育研究評議会，再編実

施本部会議等の全学的な会議に副学長及び評議員が出席（事務長陪席）するため札幌キャ

ンパスに赴き（テレビ会議開催の場合あり），全学的な協議・報告事項を持ち帰り，適宜，関連

のある委員会や教授会，事務組織にて対応（必要に応じ，事項を検討の上，再度全学委員会

に提案）しており，本部との連携は十分に保たれているといえる。 

芸術・スポーツ教育分野に特化した岩見沢校の特徴としては，地域連携を重視した運営を

行っていることが挙げられる。本学は法人化前から道内の各市町村と相互協力協定を締結して

いるが，岩見沢校では，岩見沢市はもちろん，三笠市や美深町等，周辺地域との結びつきを一

層深め，地域に根差した活動を積極的に継続している。また，地域からスポーツ指導やアート

系イベント，演奏会等，岩見沢校の特徴を活かした連携活動の依頼が寄せられることも多く，可

能な限り，地域からの要請に応え，学生側の貴重な体験活動ともなるよう努めている。 

これらの活動に対し，地域の参加者からは好意的な感想や継続的な実施を願う声が寄せ 

られ，学生にとっても様々なスキルアップが望める機会となっており，両者に有益かつ岩見沢校

への理解を深める足掛かりとなっていると考えられる。 

ただし，全ての活動が必ずしも双方にとって意義深い「地域連携」となっているとは言い難 
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い。岩見沢校の活動が広く知られるようになってきた反面，地域からの一方的かつ急な依頼が

増加し，担当教員に負担が偏るという問題があり，地域からの依頼に応える際のシステム整備

が急務となっている。例えば「連携｣の意味を再確認し，地域と学生（大学）双方にとって連携の

意義がある活動が行えるような整備が必要であり，現在，依頼時期や内容，経費負担等の基準

について検討中である。 

また，JR 岩見沢駅舎に設置された i-BOX や三笠市より借り受けた i-HoLoNE について，地

域連携の窓口・サポートの場，教育研究・連携活動の場として，より積極的な活用方法を検討

する必要がある。以上の点から，岩見沢校は，多少の改善は要するものの，本部との連携をとり

つつ新課程の特徴を活かした運営を概ね行っているといえる。 

 

② なお，課題として複数の委員会の相互連携が必要な事案について，一つの委員会内だけで

進めているケースがある。他の委員会との情報共有・意思疎通・連携ができていないため，偏っ

た見解になりがちである。各委員会委員長が出席し，情報交換を行う場を年に数回設ける等，

委員会の連携方法を検討する必要がある。また，多岐にわたる業務により，一部の教職員への

負担の偏りがみられる。 
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６．教職大学院の管理・運営について 

 

 教職大学院は教員養成に特化した専門職大学院の一つで，中央教育審議会の答申（平成 18 年 7 月）

に基づき，平成 19 年 3 月に制度が創設され，本学では，平成 20 年 4 月 1 日に教職大学院（大学院教育

学研究科高度教職実践専攻）を設置した。教職大学院の組織図は以下のとおりである（資料 1-②-6-1）。 

 

資料 1-②-6-1 教職大学院組織図 
 

 

 

 

 

 
学    長 

 
教育研究評議会 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

    

理  事 

（教職大学院担当) 

  

     教職大学院長 

 （教授：２年任期） 

 

 

   

   

 
教職大学院教授会 

 

 

  

    (各種委員会) 

 入学試験委員会 

 カリキュラム委員会 

 実習委員会 

 学生支援委員会 

 授業改善・FD委員会 

 自己評価委員会 

 人事計画委員会 

 広報委員会 

 予算委員会 

 

 ※学長が教職大学院教授会

の推薦に基づき，選考し，教

育研究評議会に報告する。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

副 学 長 

（札幌・旭川・釧路） 

 教職大学院長補佐 

兼キャンパス代表 

（札幌・旭川・釧路） 

 

  

     

 

 

  
コース代表 

教職大学院専任教員 
 

各 校 教 授 会 
   (学外者を含む委員会) 

連携協力校連絡協議会 

実習運営協議会 

外部評価委員会 

 

 

 

 

 

 

 

            

    

  

 

 

 

 事  務 

教務課・各学務グループ 

 

              

 

（１） 教職大学院長及び教職大学院長補佐 

運営規則第14条の2の規定に基づき，組織図にもあるとおり，学長の監督の下に，教職大学院長，

また，教職大学院長を補佐する者として，各キャンパスに教職大学院長補佐を置いている。 

 

（２） 教職大学院教授会 

運営規則第14条の3の規定に基づき，教職大学院の運営組織として，教職大学院教授会を

置いている（資料1-②-6-2）。なお，一定の独立性を確保するために既設の大学院の運営組織
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（各校教授会）とは分けている。 

 

資料1-②-6-2 国立大学法人北海道教育大学運営規則（抜粋）「教職大学院教授会」 

（教職大学院教授会） 

第14条の３ 教職大学院に，教職大学院教授会を置く。 

２ 教職大学院教授会は，教職大学院長並びに教職大学院の専任の教授，准教授及び講師をもっ

て組織する。 

３ 前項のほか，第５項第６号に規定する事項を審議する場合を除き，助教を加えることができる。 

４ 第２項の規定にかかわらず，教職大学院への兼務発令が行われている者を加えることができる。 

５ 教職大学院教授会は，教職大学院に係る次の事項を審議する。 

(1) 教育課程の編成及び実施に関する事項 

(2) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言，指導その他の援助に関する事項 

(3) 学生の入学又は修了その他学生の在籍に関する事項 

(4) 中期目標・中期計画及び年度計画の実施に関する事項 

(5) 規則の制定又は改廃に関する事項 

(6) 教員人事に関する事項 

(7) 配分予算に関する事項 

(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価の実施に関する事項 

(9) その他重要事項 

６ 教職大学院教授会は，教職大学院長が招集し，議長となる。 

７ 教職大学院教授会は，構成員の３分の２以上が出席しなければ，会議を開き，議決することがで

きない。 

８ 教職大学院教授会開催日において，出張，研修，休職，育児休業，介護休業及び１月以上の病

気休暇・特別休暇中の者は，前項の構成員には含まれないものとする。 

９ 教職大学院教授会の議事は，出席者の過半数をもって決定し，可否同数のときは，議長の決す

るところによる。 

10 前項の規定にかかわらず，第５項第６号に規定する事項のうち，採用及び昇任に係る議事は，

出席者の３分の２以上をもって決定する。 

11 議長は，教職大学院教授会の同意を得て，構成員以外の者を教職大学院教授会に出席させ，

意見を聴くことができる。 

（教授会構成員）      

 教授 准教授 

札 幌 9（4） 5（3） 4（1） 

旭 川 6（4） 3（2） 3（2） 

釧 路 6（3） 6（3） 0 

計 21（11） 14（8） 7（3） 

※（ ）内は実務家教員で内数 

 

（３） 各種委員会 

  運営規則第14条の4の規定に基づき，教職大学院委員会規則を制定し，各種委員会を置い

ている。予算委員会は教職大学院教授会において独自に置いている（資料1-②-6-3）。 
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資料1-②-6-3 北海道教育大学教職大学院委員会規則 

 
（目的） 
第１条 この規則は，教職大学院の円滑な運営を図るため，国立大学法人北海道教育大学運営規則（平成

16年規則第17号）第14条の４の規定に基づき，教職大学院の委員会の組織及び運営に関し必要な事項
を定めることを目的とする。 

（設置） 
第２条 教職大学院に，次に掲げる委員会を置く。 

(1) 入学試験委員会 
(2) カリキュラム委員会 
(3) 実習委員会 
(4) 学生支援委員会 
(5) 授業改善・ＦＤ委員会 
(6) 自己評価委員会 
(7) 人事計画委員会 
(8) 広報委員会 

２ 前項の委員会等のほか，必要に応じ，教職大学院教授会の議を経て，臨時に委員会等を置くことができ
る。 

３ 臨時に置かれる委員会に関する事項は，別に定める。 
（任務） 
第３条 委員会は，教職大学院長の諮問又は教職大学院教授会の議により，専門的事項を処理し，かつ，

その研究審議に当たるものとする。 
（組織及び審議事項） 
第４条 委員会の組織及び審議事項は，別表のとおりとする。 
２ 委員の選出は，教職大学院教授会において行う。 
（委員の任期） 
第５条 委員の任期は，２年とし，再任されることができる。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期

間とする。 
２ 前項の規定にかかわらず，職務上委員となった者の任期は，その職務の任期の期間とする。 
３ 臨時に置かれる委員会の委員の任期は，その委員会の任務終了までとする。ただし，その任期は２年を

超えないものとする。 
４ 委員の都合により，退任の申出があった場合には，教職大学院教授会の議を経て，新たに委員を選出す

ることができるものとする。 
（委員長及び副委員長） 
第６条 委員会に委員長を置き，必要に応じて副委員長を置くものとする。 
２ 委員長及び副委員長（以下「委員長等」という。）の選出は，別表に定めのあるものを除き，委員の互選と

する。 
３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代理する。 

ただし，副委員長を置かない委員会等にあっては，委員長があらかじめ指名した委員が職務を代理する。 
（委員長等の任期） 
第７条 委員長等の任期は１年とし，再任されることができる。ただし，補欠の委員長等の任期は，前任者の

残任期間とする。 
（招集） 
第８条 委員会は，教職大学院長又は委員長が招集し，その議長となる。 
（議事） 
第９条 委員会は，委員の３分の２以上が出席しなければ，会議を開き，議決することができない。 
２ 委員会等の議事は，出席した委員の過半数をもって決定し，可否同数のときは，議長の決するところによ

る。 
（委員以外の者の出席） 
第10条 委員長等が必要と認めたときは，委員以外の者を委員会に出席させ，意見を聴くことができる。 
（庶務） 
第11条 委員会の庶務は，別表のとおりとする。 
（雑則） 
第12条 この規則に定めるもののほか，委員会等の運営に関し必要な事項は，委員会において別に定める。

 

◎ 教職大学院では教授会及び各種委員会を定期的に開催し，3 キャンパスの状況と課題に

ついて共有しながら適切な運営を行ってきた。平成 22 年度は教授会及び各種委員会で検討・

議論を経て，次の取り組みが教職大学院の運営に反映された。 

・平成 23 年度入学生からの教育課程の見直し 

 開設 2 年間のカリキュラムを検証し，授業科目の新設，統合及び廃止を行い，カリキュラムの

充実を図るとともに，修了に必要な単位数を 52 単位から 46 単位とし，院生（特に現職教員）へ

の負担軽減を図ることとした。 

・授業評価の取りまとめと改善 

 セメスターごとに受講者によるアンケート調査を実施し，分析された結果について検討し，次
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年度以降の授業内容改善に向け役立てることとした。 

・キャンパス合同合宿ゼミの実施 

 ３キャンパスの学生及び教員が一同に会する合宿ゼミを実施した。 

・教職大学院研究紀要の刊行 

 教員及び院生の研究成果発表の場として教職大学院の紀要刊行を行った。 

  ・高度教職実践発表・交流会の実施 

第１期生の実践発表の場の提供と，卒業生が大学院で学んだ教育実践構想等を教員や在学

院生と意見交流することを目的として実施した。 

 

（４） 学外者を含む委員会 

連携協力校との円滑な連絡調整等を図るため，「連携協力校連絡協議会」を，学校におけ

る実習の円滑化を図るため，「教職大学院実習運営協議会」を置いている。両協議会とも年１

回の開催であり，平成22年度は平成22年7月2日（金）に教職大学院棟講義室にて実施した。

なお，連携協力校数は次のとおりである（資料1-②-6-4）。 

 

  資料1-②-6-4 連携協力校数 

  
平成２２年度 平成２１年度 平成２０年度 

小 中 高 特 小 中 高 特 小 中 高 特 

札幌 34 17 3 3 28 17 2 2 27 16 1 0 

旭川 13 9 3 0 13 9 3 0 11 9 1 0 

釧路 12 7 0 0 12 7 0 0 11 6 0 0 

計 59 33 6 3 53 33 5 2 49 31 2 0 

 

また，北海道教育委員会，札幌市・旭川市・釧路市の各教育委員会，連携協力校，教職大学

院修了生等の中から委嘱する外部評価委員会を置いているが，外部評価委員会は常設の委員

会とはせず，自己評価委員会の中に必要の都度置くこととしているものである。 

 

（５） 各校教授会，学部・既設大学院等との関わり 

運営規則第13条第4項により，教職大学院専任教員は，各校教授会の構成員となっている（資料

1-②-6-5）。（※各校教授会は，当該キャンパスに勤務する全ての教員によって組織されている。） 

 

資料1-②-6-5 国立大学法人北海道教育大学運営規則（抜粋）「各校教授会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 全学委員会（教育研究評議会等）との関わり 

教職大学院長は運営規則第6条第2項第5号により，教育研究評議会の構成員となっており，

また，教職大学院の専任教員も「各校教授会の構成員」として，各教授会から選出される評議

員となることができる。なお，教育研究評議会及び経営協議会の下に置かれる全学委員会に

（各校教授会） 

第13条 各校に，教授会を置く。 

２ 教授会は，副学長並びに当該校所属の教授，准教授及び講師をもって組織する。 

３ 前項のほか，第５項第６号に規定する事項を審議する場合を除き，助教を加えることができる。 

４ 第２項の規定にかかわらず，札幌校の教授会にあっては教職大学院の専任教員（労働条件通知書に

おいて，就業の場所を札幌校とされている者に限る。）並びに大学院教育学研究科学校臨床心理学講

座及び保健管理センターの専任教員を，旭川校の教授会にあっては教職大学院の専任教員（労働条

件通知書において，就業の場所を旭川校とされている者に限る。）を，釧路校の教授会にあっては教職

大学院の専任教員（労働条件通知書において，就業の場所を釧路校とされている者に限る。）を加える

ものとする。 
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実質的に参画していくため，教職大学院教授会から全学委員会の構成員を選出している。 

・教育研究委員会 1人 

・入学試験委員会 1人 

・学生支援委員会 1人 

・予算検討委員会 教職大学院長（指定） 

 

（７） 教職大学院の取り組み（平成22年度） 

○3 キャンパス合同合宿ゼミ（5 月 15 日～16 日，十勝川温泉） 

○教職大学院研究紀要（3 月刊行）， 

○高度教職実践発表・交流会（9 月 11 日） 

○道教委･市教委などとの連絡会の開催（10 月 13 日道教委懇談会，11 月 5 日札幌市教委

懇談，11 月 29 日旭川市教委，上川教育局訪問，11 月 18 日釧路市教委・釧路教育局訪

問） 

○教職大学院シンポジウム（12 月 5 日） 

○入試説明会（旭川は 11 月 14 日，釧路 12 月 11 日） 

○大学近隣学校と連携協力校訪問の実施（広報委員会作成のパンフレットを持参して，屯

田小学校，屯田西小学校，光陽中学校，あいの里東小学校，あいの里西小学校，茨戸小

学校，鴻城小学校を訪問し，学校長などと懇談） 

○学部生対象入試説明会（3 回） 

 
（８） 教職大学院の管理・運営に対する自己評価 

教職大学院は，大学本部の管理・運営組織と密接な連携を保ち，その特徴を踏まえた運

営を行っていると判断できる。その根拠理由としては，教職大学院は，教授会及び各種委員

会とも独立した組織であるが，教職大学院長は学長及び担当理事と密接な連携を保ちなが

ら管理・運営を行っている。さらには，教職大学院の専任教員が全学委員会の構成員となり，

大学本部の管理・運営組織にも関わることで密接な連携を保っている。専門職大学院は，高

度な専門性が求められる職業を担うための深い学識と卓越した能力を培うことを目的としてお

り，平成22年度の取り組み状況からも，その特徴を踏まえた運営が行われている。 
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分析結果とその根拠理由 

 

1. 各校について 

 

(1) 各校において，それぞれが担う課程の特徴的な目的と設置地域とに対応した，管理・運営を行

っている。これらの課程の目的は，大学憲章に見られる本学の教育・研究・地域貢献の目的に照ら

して適切であると判断する。また，その管理・運営は，教育課程の編成，教育研究体制の構成の点

から適切であると判断する。 

具体事例としては，大学再編により，教科の枠を超えた指導力を身につけた教員養成を目的とし

たことに伴い，教員組織を学部教育課程に基づく構成とし，キャンパス特性を活かした管理・運営を

行っている。その機能が十分に発揮していると判断できる具体例として，当該校と地域との交流が

活発であり，地域の学校をはじめとした教育機関と連携し，道内当該地域の教員養成機関として貢

献している事例があげられる。また，芸術・スポーツ教育分野に特化し，地域連携を重視した運営を

実施することで，地域からスポーツ指導やアート系イベント，演奏会等の連携活動の依頼が寄せら

れることも多く地域貢献を実現している事例があげられる。 

 

(2) 各校は，大学本部の管理・運営組織と密接な連携を保った運営を実施している。密接な連携は，

全学委員会の構成員に各校委員会の委員長等が就いている点や，大学本部からの情報を各校内

で共有する体制を持っている点により確保されている。また，教授会構成員が，大学本部の管理・

運営担当者を兼任している点で適切であると判断できる。 

具体事例として，全学組織の教育研究評議会，運営会議等との関係について，教授会等にお

いて，情報の共有化に力を入れており，大学本部の管理・運営の意向の伝達と当該校の考えの大

学本部への伝達を意識して行っている。また，全学の委員会の構成員に各校の各種委員会の委

員長等が就くとともに，学長室等の構成員や国際交流・協力センター，学校・地域教育研究支援セ

ンター及び大学教育開発センターのセンター長，部門長に教授会構成員が就いており，本部の管

理運営組織と密接な連携を保っている。さらに，事務組織においても，各グループの専門職以上の

職員で構成する事務連絡会議を定期的に開くことを通じて，各グループ間の情報共有等を図るとと

もに，全学の状況が当該校全職員に伝わるようになっており，全学の方針に基づく運営がされてい

る。 

 

(3) 課題，問題点として以下の内容が示される。札幌校・岩見沢校大学院教育委員会と全学の委

員会との間に直接的な繋がりがないため連携に不十分な面もある。また，札幌校の運営を補佐する

事務局について，当該校は総務課が全体運営を担っているものの，各課室もそれぞれの所掌事務

で担っており，それらを総括する者が規則上明確でないため横断的な連携について，改善を要す

る。 

また函館校の学生は民間企業や官公庁への就職が大半を占めるため，平成18年度以降はより

就職支援活動に重点をおいてきた。しかし，今後はさらなる就職難が予想されるため，全学キャリア

センターと連携しつつ，独自の就職支援の組織作りや運営が必要である。さらに，別の課題，問題

点について旭川校における学長室との連携について，学術研究推進室に対応した旭川校委員会

が設置されていないため，室員からの情報提供等の連携体制がうまく作られていない。また，大学

計画評価室について，室員が委員会委員となっていないため，室員からの情報提供等の連携体制

が適切とはいえない点等があげられる。 
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2. 教職大学院について  

 教職大学院は，大学本部の管理・運営組織と密接な連携を保ち，その特徴をふまえた運営を

行っていると判断できる。その根拠理由としては，教職大学院長は学長及び担当理事と密接な連

携を保ちながら管理・運営を行っている。更には，教職大学院の専任教員が全学委員会の構成

員となり，大学本部の管理・運営組織にも関わることで密接な連携を保っている。 
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