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はじめに

大学の自己評価は，学校教育法第 109 条の第１項に基づき，義務化されたも
のであり，「大学は，その教育研究水準の向上に資するため，文部科学大臣の
定めるところによる，当該大学の教育及び研究，組織及び運営並びに施設及び
設備の状況について自ら点検及び評価を行い，その結果を公表するものとす
る。」と規定されています。
本学では，教育研究の水準の向上を図り，学則第１条に規定する本学の目的
及び社会的使命を達成するため，２年に１度，教育研究活動等の状況について
自ら点検及び評価を行うとともに自己点検評価書を作成・公表し，また，その
結果について外部評価を受けることとしています。
これまで，「学生支援等」について，平成 18 年度に自己評価を，平成 19 年
度に外部評価を実施し，それ以降，「社会貢献」（平成 20-21 年度），「大学運
営」（平成 22-23 年度）及び「国際交流・協力」（平成 24-25 年度）の３項目に
ついても同様に実施してきました。
平成 26 年度の自己評価については，「教育」を選択することとしました。こ
れは，文部科学省によるミッションの再定義に基づき，大学全体の教員養成機
能の充実・強化に向けた「北海道教育大学教員養成改革の基本方針」を策定し
たことや，平成 26 年度から新たな学科を設置したことを踏まえ，本学の教育
における総合的な状況について成果や課題を明らかにし，検証を行うことで，
教育の質の向上や教育活動の改善に資することを目的とするものです。
なお，平成 27 年度には，この自己点検評価書「北海道教育大学の教育」を
基に外部評価者による外部評価を受けます。
最後に，本評価書をまとめるにあたり，大学評価室の先生方，また自己評価
活動の実施主体となった教育担当理事及び関係部局等の皆様に多大なる尽力を
いただいたことに厚くお礼申し上げます。

大学評価室長
1

志

手

典

之

2

１．本学の自己評価
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Ⅰ．本学の自己評価
本学では，学校教育法第 109 条の第１項に基づき，独自にテーマや評価基準を設定し
て行う自己評価を２年に１回実施することとしています。
さらに，その翌年度には，自己評価の結果について，外部の有識者による点検・評価
を受けることで，今後の課題を明らかにすることを目的として，外部評価を実施するこ
ととしています。
これら積極的な評価活動を通して，大学運営の改善を図り，その一層の向上に役立て
ています。
（１）実施方法
本学において大学全体に係る評価は「大学評価室」が総括し，実施することとなっ
ています。大学評価室は，
「国立大学法人北海道教育大学点検評価規則」
（以下「点検
評価規則」という。）において掲げた基本項目から，自己評価をする時点での大学の
状況において最も適切な項目を選択し，体制や役割分担，評価基準や観点等，必要な
事項を定めた「点検評価実施要項」（７頁参照）を策定し，自己評価を実施していま
す。
点検評価規則抜粋
（自己評価等実施体制）
第３条 自己評価，認証評価並びに法人評価に係る本学が行う点検及び評価（以
下「自己評価等」という。
）並びに外部評価の企画，立案及び実施に関する統括
は，大学評価室が行う。
（中略）
（自己評価等の実施）
第６条 自己評価等の実施は，点検評価実施要項に基づき，部局等がそれぞれ所
掌する業務について行い，これらを踏まえて，大学評価室が本学全体について
行うものとする。
２ 第２条第１号に規定する自己評価は，原則として２年に１回実施するものと
する。
（中略）
（自己評価の基本項目及び実施区分）
第９条 自己評価の基本項目は，次に掲げるとおりとする。
(1) 教育
(2) 研究
(3) 学生支援
(4) 社会貢献
(5) 国際交流
(6) 大学運営
(7) 施設・設備
(8) その他必要と認められる項目
２ 自己評価は，前項の基本項目ごとに対象を設定し，行うものとする。
（中略）
（評価項目等）
第 10 条 前条第２項の対象には，対象ごとに具体的な評価の項目(以下「評価
項目」という。)及び評価の基準を定めるものとする。
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（２）改善のプロセス
自己評価の結果をより一層の業務の向上に役立てるために，改善のためのプロセ
スを点検評価規則において明確にしています。
点検評価規則抜粋
（自己評価等の結果に基づく改善）
第 14 条 学長は，第 11 条第２項の自己評価等の結果に基づき，改善が必要と認
めた事項について，部局等の長に改善を指示するものとする。認証評価機関から
通知のあった認証評価又は国立大学法人評価委員会から通知のあった法人評価
の結果に基づき，改善が必要と認めた場合も同様とする。
２ 部局等の長は，前項の指示を受けたときは，改善案を作成し，指定された期日
までに大学評価室に提出しなければならない。
３ 大学評価室は，前項の改善案に意見を付して学長に報告しなければならない。
４ 学長は，前項の報告に基づき，改善策を決定するものとする。
（３）自己評価から外部評価へ
本学では，自己評価と外部評価を１つのサイクルと位置付け，業務の質的向上と一
層の充実を図ることを目的として，自己評価を実施した翌年度にその結果について，
外部の有識者による点検・評価を受けることとしています。
点検評価規則抜粋
（外部評価の実施）
第 15 条の２ 外部評価の実施は，原則として自己評価を実施した翌年度に，点検
評価実施要項に基づき行うものとする。
２ 前項に定めるほか，第 11 条第２項及び第 12 条第２項の自己評価等の結果に
ついても，必要に応じ，外部評価を実施するものとする。
（外部評価の結果に基づく改善及び公表）
第 15 条の３ 学長は，前条の外部評価の結果に基づき，改善が必要と認めた事項
について，部局等の長に改善を指示するものとする。
２ 部局等の長は，前項の指示を受けたときは，改善案を作成し，指定された期日
までに大学評価室に提出しなければならない。
３ 大学評価室は，前項の改善案に意見を付して学長に報告しなければならない。
４ 学長は，前項の報告に基づき，改善策を決定するものとする。
５ 大学評価室は，外部評価の結果及び改善策を基に外部評価報告書を作成し，学
長に報告するものとする。
６ 学長は，教育研究評議会及び経営協議会の議を経て外部評価報告書を決定
し，公表するものとする。
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Ⅱ．点検評価実施要項
平成 26 年度は基本項目の中から，
「教育」をテーマとして設定し，以下に示す点検
評価実施要項（抜粋）に基づき，自己評価を実施しました。
点検評価実施要項
Ⅰ

平成 26 年度自己評価「教育」

（抜粋）

自己評価の目的

大学が自発的に行う自己評価については，学校教育法第１０９条第１項において，
「大学は，その教育研究水準の向上に資するため，文部科学大臣の定めるところによ
り，当該大学の教育及び研究，組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら
点検及び評価を行い，その結果を公表するものとする。」と規定され，さらに同法施
行規則第１６６条において「大学は，学校教育法第１０９条第１項に規定する点検及
び評価を行うに当たっては，同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに，適当
な体制を整えて行うものとする」ことが規定されています。
本学では，学則第２条※において「教育研究水準の向上を図り，学則第１条に規定
する本学の目的及び社会的使命を達成するため，教育研究活動等の状況について自ら
点検及び評価を行い，その結果を公表するものとする。」と自己評価について規定し，
以下のことを目的として実施しており，その実施にあたり必要な事項は「点検評価規
則」において明文化しています。
① 本学の教育研究活動等について自己点検・評価することを通じて改善を図り，
その一層の向上に役立てる。
② 評価結果を広く社会へ発信することによって本学の教育研究活動等の現況を
明らかにし，公共教育機関としての説明責任を果たす。
Ⅱ

自己評価の項目

自己評価の項目は，以下の基本項目からなり，点検評価規則第９条第１項に規定さ
れています。
【自己評価の基本項目】
（本学「点検評価規則」より抜粋）
（１）教育
（５）国際交流
（２）研究
（６）大学運営
（３）学生支援
（７）施設・設備
（４）社会貢献
（８）その他必要と認められる項目
本学では，自己評価を２年に１度実施し，翌年度にその結果について，外部評価を
受けることとしています。また，評価結果を受けての改善プロセスを明確にし，いわ
ゆるＰＤＣＡサイクルによる評価活動を確立し，教育研究活動等の質の向上を図る環
境を整備しています。
これまで，本学では基本項目のうち，「学生支援等」（平成１８-１９年度），「社会
貢献」（平成２０-２１年度），
「大学運営」（平成２２-２３年度），
「国際交流・協力」
（平成２４-２５年度）の４項目について自己評価及び外部評価を実施してきました。
平成２６年度の自己評価については，大学計画評価室※において検討した結果，点
検評価規則に規定する基本項目のうち「教育」を選択することとしました。これ
は，文部科学省によるミッションの再定義に基づき，大学全体の教員養成機能の充
実・強化に向けた「北海道教育大学教員養成改革の基本方針」を策定したことや，
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平成２６年度から新たな学科を設置したことを踏まえ，本学の教育における総合的
な状況について成果や課題を明らかにし，検証を行うことで，教育の質の向上や教
育活動の改善に資することを目的とするものです。
Ⅲ

自己評価の実施方法
１．

大学計画評価室は，
「教育」に係る評価基準及び観点を定め，自己評価を行
う担当理事に提示します。
２． 担当理事が指示した責任部局は，大学計画評価室が定めた評価基準の観点ご
とに，客観的な根拠・データに基づき自己評価を行い，その評価結果について
「自己点検評価シート」を作成し，担当理事に提出します。
３． 大学計画評価室は，担当理事から提出された「自己点検評価シート」を点検
し，必要に応じてヒアリング等を実施します。
４． 大学計画評価室は，最終的な「自己点検評価シート」を基に，全体について
総括し，自己評価書（案）を作成します。また，必要に応じて改善に関する意
見を付して，学長に報告します。
５． 学長は，役員会の議を経て，自己評価書を決定するとともに，監事に報告し
ます。
６． 学長は，決定した自己評価書をホームページ等により公表します。
７． 学長は，自己評価の結果に基づき，改善が必要と認めた事項について，責任
部局に改善を指示します。
８． 改善の指示を受けた責任部局は，その改善策（部局案）を作成し，大学計画
評価室に提出します。
９． 大学計画評価室は，提出された改善策（部局案）に意見を付して学長に報告
します。
10． 学長は，改善策を決定し，監事に報告します。
学

長

改善の指示

・自己点検評価シー
トの作成依頼
・点検結果の伝達・ヒ
アリングの実施

・自己評価書（案）
の作成・報告
・改善策の報告

大学計画評価室
・自己点検評価シート
の作成・提出
・改善策の作成・提出

担当理事又は
責任部局

※ 平成 26 年度当時の学内規則に基づく表記となっている。
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２．自己評価「教育」
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Ⅰ．北海道教育大学の教育について
基準１ 教育研究組織について

Ⅰ．北海道教育大学の教育について
基準１ 教育研究組織について
（１）観点ごとの分析
観点２－１－①： 学部及びその学科の構成が、学士課程における教育研究の目的を達成する上で適切なもの
となっているか。
【観点に係る状況】
本学は，学則第 13 条に定める目的に基づき，教員養成課程を札幌・旭川・釧路の３校に置くとともに，国際地
域学科を函館校，芸術・スポーツ文化学科を岩見沢校に置く，１学部１課程２学科で構成している（資料２－１
－①－１）
。
札幌校，旭川校，釧路校の教員養成課程は，各校ごとの特色のあるカリキュラムを展開し，それぞれの地域性
を踏まえた専攻を置いている。主に札幌校では，教育現場で求められている課題に対応できる指導力を持った小
中学校教員を養成しており，各専攻において，各教科の内容や指導に関して学びつつ，多様な課題を解決できる
創造的実践力の育成を目指している。旭川校では，教科教育を深く学び，教科の実践的指導力を持った小中学校
教員を養成しており，各教科教育専攻において，教科教育担当と教科専門担当の教員が緊密に連携し，特に中学
校の教科内容の研究の充実を図っている。釧路校では，へき地・小規模校教育など，地域の特徴を踏まえた教育
を学び，地域で活躍できる小中学校教員を養成しており，各専攻において，北海道の地域特性を生かした教育や，
地域生涯教育のための教育実践と教材開発などにも取り組んでいる。
函館校の国際地域学科では，広い意味での「教育」を基軸としつつ，国際的な視野から地域の諸課題解決を志
向する統合的知としての地域学という理念を掲げており，国際的な視野と教育マインドを持ち，豊かなコミュニ
ケーション能力を発揮しながら，地域を活性化できる人材を養成するため，地域協働専攻及び地域教育専攻を置
いている。
岩見沢校の芸術・スポーツ文化学科では，芸術やスポーツの文化価値を，地域の様々な課題解決へ活用し，ま
た，それを新たな文化ビジネスへつなげる発想を持つ，地域再生の核となる人材養成を行うため，芸術・スポー
ツビジネス専攻，音楽文化専攻，美術文化専攻及びスポーツ文化専攻を置いている。
資料２－１－①－１ 課程・学科の構成
http://www.hokkyodai.ac.jp/intro/public/annai.html
出典：北海道教育大学 2015 大学案内（P.6-7）

【分析結果とその根拠理由】
学則第 13 条に規定する目的に基づき，教員養成課程，国際地域学科，芸術・スポーツ文化学科の１課程２学科
を置き，それぞれの人材養成をする上で必要な専攻を置いている。
このことから，
学部及びその学科の構成が,学士課程における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっ
ていると判断する。
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Ⅰ．北海道教育大学の教育について
基準１ 教育研究組織について

観点２－１－②： 教養教育の体制が適切に整備されているか。
【観点に係る状況】
平成 25 年度に，教養科目に係る教育の円滑な実施及び運営並びに改善等を図るため，教養教育全学運営委員会
を設置している（資料２－１－②－１）
。
同委員会は，
「国立大学法人北海道教育大学教養教育全学運営委員会規則」第３条の規定に基づき，
①各校における教養教育の円滑な実施と充実のための諸方策の検討
②教養教育の充実と改善のための各校教養教育組織との連絡・調整・協議・提言等
③北海道地区国立大学との教養教育の単位互換についての円滑な実施のための諸方策の検討
などを実施するため，学長が指名する者及び各校において選出された教員各２人から構成されている。
各校においては，各校カリキュラム委員会が責任実施母体となり，教養教育を実施している。
なお，北海道地区国立大学の連携による教養教育の充実強化を目的として，平成 25 年６月に北海道地区国立大
学６大学で「北海道地区国立大学の教養教育連携実施に関する協定書」を締結し，単位互換制度を活用した教養
教育連携事業を実施している。
資料２－１－②－１ 北海道教育大学教養教育全学運営委員会規則（抜粋）
（設置）
第１条 国立大学法人北海道教育大学運営規則（平成26年規則第25号）第26条第２項に基づき，北海道教育大学教育課程編成基準
（平成26年規則第84号）に規定する教養科目に係る教育（以下「教養教育」という。）の円滑な実施及び運営並びに改善等を図
るため，北海道教育大学に，北海道教育大学教養教育全学運営委員会（以下「全学運営委員会」という。）を置く。
（組織）
第２条 全学運営委員会は，次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が指名する者 若干人
(2) 各校において選出された教員 各２人
２ 前項第２号に規定する委員の任期は，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。
（任務）
第３条 全学運営委員会は，次の事項を審議する。
(1) 教養教育の基本方針及び運営方針に関する事項
(2) 教養教育の実施に関する事項
(3) 教養教育の改善のための諸方策に関する事項
(4) 教養教育の他大学との単位互換の実施に関する事項
(5) その他教養教育に関する必要事項
２ 全学運営委員会は，前項の審議にあたって，各校の教養教育の運営を担当する組織と連絡，調整等を図るものとする。
３ 第１項の審議結果は，教育委員会に報告する。
出典：北海道教育大学教養教育全学運営委員会規則

【分析結果とその根拠理由】
教養教育の充実に向けた全学組織である北海道教育大学教養教育全学運営委員会を設置し，教養教育の体制が
適切に整備されている。また，各校カリキュラム委員会が責任実施母体となり，教養教育を実施している。
このことから，教養教育の体制が適切に整備されていると判断する。
観点２－１－③： 研究科及びその専攻等の構成が、修士課程及び専門職学位課程（以下「大学院課程」とい
う。
）における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。
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【観点に係る状況】
本学大学院教育学研究科は，学則第 40 条に定める目的に基づき，学校教育専攻，教科教育専攻，養護教育専攻，
学校臨床心理専攻及び専門職学位課程である高度教職実践専攻の５専攻 14 専修で構成している
（資料２－１－③
－１）
。
学校教育専攻は，学校教育における諸問題を理論的・実践的に深く究明するとともに，高度な専門能力の形成
を図る。10 専修からなる教科教育専攻は，各領域内容の研究を深めるとともに，各科教育の理論的・実践的な高
度な指導能力の形成を図る。養護教育専攻は，理論的・実践的諸問題を究明するとともに，高度な専門性を備え
た養護教育能力の形成を図る。学校臨床心理専攻は，主として現職教員及び社会人を対象に今日的学校教育の課
題に関して，教育臨床的専門の能力の形成を図る。高度教職実践専攻は，大学と学校・地域社会が連携・協力し
て，実践的な能力を身につけ，学校や地域社会で指導的役割を果たす高度な能力の形成を図るものである。
資料２－１－③－１ 本学大学院に置く専攻・専修
http://www.hokkyodai.ac.jp/faculty/post/master/graduate-detail.html

【分析結果とその根拠理由】
学則第 40 条に規定する目的に基づき，本学大学院に５専攻 14 専修を置いている。
このことから，研究科及びその専攻の構成が，大学院課程における教育研究の目的を達成する上で適切なもの
となっていると判断する。
観点２－１－④： 別科について、その構成が教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。
【観点に係る状況】
本学では，
「養護教諭を養成することを目的」とし，指定養護教諭養成機関として養護教諭特別別科を設置して
いる。北海道内の学校保健の推進と拡充を目的として，看護師免許を有する者に対して開いた養護教諭の養成課
程である（資料２－１－④－１）
。
本別科は，児童生徒の心身の健康問題を積極的に解決する能力，ヘルスカウンセリングについての能力修得を
目的とし，衛生学・公衆衛生学（予防医学を含む）
，栄養学（食品学を含む）
，学校保健，養護概説，健康相談活
動の理論及び方法，精神保健から構成されている（資料２－１－④－２）
。
資料２－１－④－１ 北海道教育大学養護教諭特別別科規則（抜粋）
（目的）
第２条 特別別科は，養護教諭を養成することを目的とする。
（中略）
（入学資格）
第６条 特別別科に入学できる者は，学則第 17 条に定める本学の入学資格を有し，かつ，保健師助産師看護師法（昭和 23 年法律
第 203 号）第 21 条各号のいずれかに該当する者とする。
出典：北海道教育大学養護教諭特別別科規則

資料２－１－④－２ 本学養護教諭特別別科の主な授業科目
http://www.hokkyodai.ac.jp/hak/faculty/school-nurse/
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【分析結果とその根拠理由】
本学養護教諭特別別科は，
「北海道教育大学養護教諭特別別科規則」第２条に規定された目的に基づき，看護師
免許を有する者を対象とした養護教諭養成課程を構成している。
このことから，本別科の構成が教育研究上の目的を達成する上で，適切なものとなっていると判断する。
観点２－１－⑤： 附属施設、センター等が、教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。
【観点に係る状況】
本学は，附属学校並びに教育活動を直接担うセンターとして「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センターを設置している。附属学校，各センターはそれぞれ規則を
定め，教育・研究の目的達成に向けた活動に取り組んでいる。
附属学校は，札幌，旭川，釧路，函館の４地区に小学校４校，中学校４校，特別支援学校１校，幼稚園２園の
４校種 11 附属学校園を設置している（資料２－１－⑤－１）
。これらの学校園は本学教育研究等への協力，本学
学生に対する教育実習の実施を目的として掲げ，教育研究の実践的な場として本学の研究に貢献している（資料
２－１－⑤－２）
（資料２－１－⑤－３）
。
国際交流・協力センターは，国際化推進の中心として，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しており，主に国際交流・協力事業の企画及び
実施に関することを担っている（資料２－１－⑤－４）
。また，教育・地域人材養成に関する国際化を進め，本学
の国際的プレゼンスを高めることを目的として策定した
「国際化推進基本計画」
の実行組織としてもその任を担っ
ている。
学校・地域教育研究支援センターは，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っている（資料２－１－⑤－５）
。その中の学校教育研究支援部門においては，学校現場へ
の支援を中心とした事業を行っており，主に学生ボランティア派遣事業や現職教員に対する講習会等を行ってい
る。また，へき地教育研究支援部門においては，へき地・小規模校及び関係機関との教育実践に関する連携・協
力や研究，本学学生に対しての「へき地校体験実習」を継続して取り組んでいる（観点 11－１－②「へき地・小
規模校教育」参照）
。生涯学習・地域連携部門においては，生涯学習，大学開放事業として授業公開講座や一般公
開講座等を開講し，また「社会教育主事講習」を実施し，指導者の養成を行っている。
大学教育開発センターは，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，
「ＦＤ」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し
ている（資料２－１－⑤－６）
。特に，ＦＤ活動では，大学教育開発センターにおいて「ＦＤアクションプラン
2011-2015」
（後掲資料８－２－①－１）を策定し，大学全体のＦＤ活動，各校ＦＤ委員会が主催するＦＤ活動，
自主的ＦＤ活動の３つの柱を基本とした理念のもと組織的なＦＤ活動に取り組んでいる。
資料２－１－⑤－１ 国立大学法人北海道教育大学運営規則（抜粋）
（附属学校（園））
第15条 本学に，次の附属学校（園）を置く。
(1) 附属旭川幼稚園
(2) 附属函館幼稚園
(3) 附属札幌小学校
(4) 附属旭川小学校
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(5) 附属釧路小学校
(6) 附属函館小学校
(7) 附属札幌中学校
(8) 附属旭川中学校
(9) 附属釧路中学校
(10) 附属函館中学校
(11) 附属特別支援学校
出典：国立大学法人北海道教育大学運営規則

資料２－１－⑤－２ 北海道教育大学附属学校規則（抜粋）
（附属学校の目的）
第２条 附属学校は，教育基本法（昭和22年法律第25号）及び学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づいて教育を行い，北海道
教育大学（以下「本学」という｡）における児童，生徒又は幼児の教育又は保育に関する研究に協力し，及び本学の計画に従い
学生の教育実習の実施に当たることを目的とする。
出典：北海道教育大学附属学校規則

資料２－１－⑤－３ 附属学校における教育実習受入状況（平成 26 年度）

学校園
（舎）名

附属函館
幼稚園
附属旭川
幼稚園
附属札幌
小学校
附属函館
小学校
附属旭川
小学校
附属釧路
小学校
附属札幌
中学校
附属函館
中学校
附属旭川
中学校
附属釧路
中学校
附属特別
支援学校
合計

教育職員免許法施行規則第６条又は第７条に規定する教育実習
院生
院生
他大学
学部学生
（修士）
（教職大学院）
人
日
人
日
人
日
人
日
数
数
数
数
数
数
数
数
4

80

3

9

126

54

1,088

35

670

190

1,554

4

136

45

912

5

125

26

364

5

120

59

630

84

1,308

1

24

137

757

4

101

46

485

689

7,974

10

1

20

2

46

0

0

29

751

日
数

人数

日数

7

123

9

126

2

18

66

1,351

2

40

38

730

196

1,736

50

1,037

32

504

61

670

87

1,362

141

858

20
2

2

合 計
備考

人
数

43

245

1

その他

40

30

3

36

2

40

51

561

12

195

8

138

738

9,058

その他：
養護教諭特別別科

その他：
養護教諭特別別科

その他：
養護教諭特別別科

出典：附属学校室資料

資料２－１－⑤－４ 北海道教育大学国際交流・協力センター規則（抜粋）
（目的）
第２条 センターは，国際化推進の中心として，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
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際平和の実現に貢献することを目的とする。
第２章 部門，業務，職員等
（部門）
第３条 センターの業務を遂行するため，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) 国際化推進基本計画の実施（以下「アクションプラン」という。
）の統括に関すること。
(2) 国際交流事業の企画及び実施に関すること。
(3) 国際協力事業の企画及び実施に関すること。
(4) アクションプランの点検及び評価に関すること。
(5) 国際交流・協力事業に伴う危機管理に関すること。
(6) その他国際交流・協力に関すること。
出典：北海道教育大学国際交流・協力センター規則

資料２－１－⑤－５ 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）
（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 26 年規則第 25 号）第 14 条第３項の規定に基づき，学校・地
域教育研究支援センター（以下「センター」という。
）の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
（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。
（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
（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) 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
出典：北海道教育大学学校・地域教育研究支援センター規則

資料２－１－⑤－６ 北海道教育大学大学教育開発センター規則（抜粋）
（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。
第２章 部門，業務，職員等
（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）
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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
出典：北海道教育大学大学教育開発センター規則

【分析結果とその根拠理由】
附属学校及び各センターは，それぞれの規則に定められた目的に沿って活動するとともに，本学の教育研究組
織と連携・協力体制を構築し，教育・研究の目的達成に向けた取組を行っている。
このことから，附属施設，センター等が教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっていると判断する。
観点２－２－①： 教授会等が、教育活動に係る重要事項を審議するための必要な活動を行っているか。
また、教育課程や教育方法等を検討する教務委員会等の組織が、適切に構成されており、
必要な活動を行っているか。
【観点に係る状況】
本学の教育研究に関する方針について審議する機関として，国立大学法人法に規定する教育研究評議会を法人
に設置するとともに，学校教育法の規定に基づき，学生の入学，卒業，課程の修了及び学位の授与の他，教育研
究に関する事項を審議する機関として，教授会を大学の学部及び研究科に設置している（資料２－２－①－１）
。
教授会においては，効率的な運用を図るため，学校教育法施行規則第 143 条により，代議員会を設置している。
教授会の審議を円滑に推進するため，教授会の下に，各校の学部及び研究科，独立専攻である研究科学校臨床
心理専攻及び教職大学院といった単位で教員会議を設置し，それぞれ，教授会の審議事項である学生の入学・卒
業及び課程の修了，
学位の授与等，
「国立大学法人北海道教育大学運営規則」
に定める事項について審議している。
上記の各審議機関の組織については，
「国立大学法人北海道教育大学運営規則」において規定しており，教育研
究評議会については，学長，理事といった役員の他，各校の長であるキャンパス長，教職大学院長，学校臨床心
理専攻長，附属図書館長及び保健管理センター長等，教育研究上の重要な組織の長等で構成されている。
教授会については，学部及び研究科の全教授が構成員となっているが，教授会が設置する代議員会は，
「北海道
教育大学代議員会規則」において規定されているとおり，副学長，キャンパス長及び教授会構成員数人で構成さ
れている。
また，
「国立大学法人北海道教育大学運営規則」第 26 条第１項に基づき，教育研究に関する専門的な事項につ
いて審議する機関として，北海道教育大学教育委員会規則を定め，大学に教育委員会を設置し，教育内容・方法
等に関する事項，教育実習に関する事項等について審議している（資料２－２－①－２）
。
各校においては，教育課程や教育方法等を検討する組織として，カリキュラム委員会を設置しており，各専攻
等から選出された教員を構成員として，毎月１回程度開催している。審議事項は，教育課程の調査研究やカリキュ
ラムの編成及び実施・運営に関する事項，学生の修学に関する事項等であり，それら専門的事項の審議結果等を，
教員会議及び教育委員会へ協議・報告を行うとともに，
各専攻等の会議において教員に対して周知を行っている。
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資料２－２－①－１ 国立大学法人北海道教育大学運営規則（抜粋）
（教育研究評議会）
第９条 法人に，教育研究評議会を置く。
（中略）
３ 教育研究評議会は，次の事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見に関する事項（経営に関する事項を除く｡）
(2) 中期計画及び年度計画に関する事項（経営に関する事項を除く｡）
(3) 学則（経営に関する部分を除く｡）その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 教員人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する基本的方針に係る事項
(6) 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
(7) 学生の入学，卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8）教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) その他教育研究に関する重要事項
（中略）
（各校の長）
第 20 条 各校に，次に掲げる長（以下「キャンパス長」という。）を置く。
(1) 札幌校キャンパス長
(2) 旭川校キャンパス長
(3) 釧路校キャンパス長
(4) 函館校キャンパス長
(5) 岩見沢校キャンパス長
（中略）
（教授会）
第 24 条 学部及び研究科に，次の教授会を置く。
(1) 学部教授会
(2) 研究科教授会
（中略）
４ 各教授会は，学部又は研究科に係る次に掲げる事項の審議結果について，それぞれ学長に意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学，卒業及び課程の修了
(2) 学位の授与
５ 教授会は前項に規定するもののほか，教育研究に関する事項について，それぞれ審議し，及び学長の求めに応じ，意見を述べ
ることができる。
（中略）
（教育研究に関する委員会）
第 26 条 本学に学長が必要と認める教育研究に関する専門的事項（第 24 条第４項各号に掲げる事項を除く。
）を審議するため，
委員会を置く。
（中略）
（教員会議）
第 27 条 教授会の審議を円滑に推進するため，教授会の下に，次に掲げる教員会議を置く。
(1) 札幌校教員会議
(2) 旭川校教員会議
(3) 釧路校教員会議
(4) 函館校教員会議
(5) 岩見沢校教員会議
(6) 研究科札幌校・岩見沢校教員会議
(7) 研究科旭川校教員会議
(8) 研究科釧路校教員会議
(9) 研究科函館校教員会議
（10）教職大学院教員会議
（11）学校臨床心理専攻教員会議
２ 教員会議は，各校，教職大学院又は研究科学校臨床心理専攻に係る次の各号に掲げる事項について，それぞれ審議する。
(1) 学生の入学・卒業及び課程の修了
(2) 学位の授与
(3) 教育課程の編成及び実施に関する事項
(4) 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
(5) 学生の在籍に関する事項
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(6) 年度計画の実施に関する事項
(7) 配分予算の執行に関する事項
(8) その他必要と認められる事項
出典：国立大学法人北海道教育大学運営規則
資料２－２－①－２ 教育委員会に関わる規定
（教育研究に関する委員会）
第 26 条 本学に，学長が必要と認める教育研究に関する専門的事項（第 24 条第４項各号に掲げる事項を除く。
）を審議するため，
委員会を置く。
２ 本学に，前項のほか，教育研究に関する専門的事項を推進するため委員会を置く。
３ 前２項に規定する委員会のほか，必要な委員会を置くことができる。
４ 委員会に関し必要な事項は，別に定める。
出典：国立大学法人北海道教育大学運営規則
（審議事項）
第３条 委員会は，次の事項を審議する。
(1) 教育内容・方法等に関する事項
(2) 教育実習に関する事項
(3) 単位の授与及び成績評価に関する事項
(4) 修学支援に関する事項
(5) 他機関との教育連携に関する事項
(6) その他教育に関する事項
出典：北海道教育大学教育委員会規則

【分析結果とその根拠理由】
国立大学法人法に基づく教育研究評議会及び学校教育法に基づく教授会が設置されて，それぞれ法令に基づく
審議事項について適時に審議を行っている。
また，学校教育法施行規則第 143 条に基づき，代議員会を設置し，教授会を効率的に運用している。
各校の学部及び研究科，学校臨床心理専攻及び教職大学院に教員会議を設置し，上記の審議機関との連携を図
ることにより，教育活動に関し全学的な審議体制が適切に構成されている。
このことから，教授会等が，教育活動に係る重要事項を審議するための必要な活動を行っており，教育課程や
教育方法等を検討する組織が，適切に構成されていると判断する。

（２）優れた点及び改善を要する点
【優れた点】
○ 教員養成機能の強化を図るため，平成 26 年度に新課程を学科に改組し，函館校に国際地域学科，岩見沢校に
芸術・スポーツ文化学科を置く，１学部１課程２学科を構成している。
○ 北海道地区国立大学の連携による教養教育の充実強化を目的として，
平成 25 年６月に北海道地区国立大学６
大学の間で「北海道地区国立大学の教養教育連携実施に関する協定書」を締結し，単位互換制度を活用した教
養教育連携事業を実施している。
【改善を要する点】
○ 特になし。
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基準２ 教育内容及び方法
（１）観点ごとの分析
＜学士課程＞
観点５－１－①： 教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）が明確に定められているか。
【観点に係る状況】
教育課程の編成・実施方針は，学則第 25 条第２項の規定（資料５－１－①－１）に基づき，
「北海道教育大学
教育課程編成基準」で定めており，教員養成課程，国際地域学科，芸術・スポーツ文化学科の各専攻の教育上の
目的を達成するために，授業科目を教養科目，学科共通科目，専門科目，研究発展科目及びキャリア開発科目の
いずれかの区分により開設（資料５－１－①－２）し，体系的に編成し，実施している。
資料５－１－①－１ 北海道教育大学学則（抜粋）
（教育課程の編成方針及び基準）
第 25 条 教育課程は，教員養成課程，国際地域学科及び芸術・スポーツ文化学科の各専攻の教育上の目的を達成するために必要
な授業科目を開設し，体系的に編成するものとする。
２ 授業科目の種類，単位数及び履修方法に関する教育課程の編成基準は，別に定める。
出典：北海道教育大学学則

資料５－１－①－２ 北海道教育大学教育課程編成基準（抜粋）
（基本方針・教育課程の編成）
第２条 教育課程は，北海道教育大学における学位授与の方針を保証するため，教育研究評議会の審議を経て体系的に編成し，実
施する。
２ 教員養成課程の教育課程は，各専攻の教育上の目的を達成するために，教育研究評議会の審議を経て，授業科目を教養科目，
専門科目，研究発展科目及び卒業研究のいずれかの区分により開設し，卒業に必要な単位数は，別表第１の１のとおり定めるも
のとする。
３ 国際地域学科及び芸術・スポーツ文化学科の教育課程は，各専攻の教育上の目的を達成するために，教育研究評議会の審議を
経て，授業科目を教養科目，学科共通科目，専門科目，研究発展科目，キャリア開発科目のいずれかの区分により開設し，卒業
に必要な単位数は，別表第１の２のとおり定めるものとする。
４ 教育課程は，教育研究評議会の審議を経て，第２項及び前項の授業科目について必修，選択及び自由選択に区分し，これらを
各年次に配当して学則第９条第１項に規定する札幌校，旭川校，釧路校，函館校及び岩見沢校（以下「各校」という。
）におい
て編成するものとする。
５ 第２項及び第３項により開設する授業科目には，教育研究評議会が必要と認める全学共通の科目を含むものとする。
出典：北海道教育大学教育課程編成基準

【分析結果とその根拠理由】
本学では，学則に基づき，教育課程の編成・実施方針を「北海道教育大学教育課程編成基準」として定めてお
り，各専攻の教育上の目的を達成するために体系的に編成している。
このことから，教育課程の編成・実施方針が明確に定められていると判断する。
観点５－１－②： 教育課程の編成・実施方針に基づいて、教育課程が体系的に編成されており、その内容、
水準が授与される学位名において適切なものになっているか。
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【観点に係る状況】
学部の教育課程は，教養科目，専門科目，学科共通科目（芸術・スポーツ文化学科のみ）
，研究発展科目，キャ
リア開発科目（国際地域学科のみ）
，卒業研究（教員養成課程のみ）のいずれかの区分により開設される科目群か
ら構成されている（資料５－１－②－１）
。また，各科目区分及びその下位区分毎の目的は，教員養成課程につい
ては「北海道教育大学教育課程編成基準」に示されている。学科については，平成 25 年度に文部科学省に提出し
た学科の新設に係る設置計画書の中に明記されており，各科目区分の目的はこれに基づいている。
教員養成課程では，教養科目を「共通基礎科目」
「基礎教養科目」
「現代的教養科目」から構成し，それぞれの
科目区分の目的を「北海道教育大学教育課程編成基準」に示している。専門科目は，
「教員養成コア科目」と「専
攻科目」の二つに区分されている。
「教員養成コア科目」に含まれる科目の多くは，
「教育職員免許法施行規則」
に規定されており，必修科目に指定されている。また，これら科目の内容も「教育職員免許法施行規則」に規定
されていることから，科目名称及びその内容についてもキャンパス間で統一が図られている。
「専攻科目」は，各
専攻において得意分野形成に係る科目群であり，その多くは選択科目とされている。この科目群に加え，各専攻
の専門性をさらに強化し，教師としての教育実践上の視野を広げることを目的とする「研究発展科目」
（主に選択
科目）が設定されている。
「専攻科目」と，
「研究発展科目」の科目群を活用して自主的な学習プログラムを構築
することで，それぞれの学生が教員としての得意分野形成と教育実践上の視野を広げられるような教育課程の編
成がなされている。
国際地域学科では，教養科目を「共通基礎科目」
「基礎教養科目」
「現代地域教養科目」から構成し，初年次教
育としての基礎的な内容，古典教養を含むオーソドックスな学問体系の入門的な理解及び現代の世界が直面して
いる様々な課題や国際的・グローバルな視点から地域社会の課題の解決に対する複眼的・総合的な理解を目的と
している。専門科目では，教育学的視点とコミュニケーション能力及び地域学の基本的知識を修得し，それらを
生かして地域課題に主体的に取り組む姿勢を身につける「学科共通科目」を配置するほか，専攻ごとの「専攻共
通科目（地域協働専攻のみ）
」
「重点科目（地域教育専攻のみ）
」
「専攻科目」
「卒業研究」から構成している。研究
発展科目及びキャリア開発科目では，学生の自主的な学習の促進や種々の学びと進路との関連を理解させること
を教育上のねらいとしている。
芸術・スポーツ文化学科では，教養科目を「共通基礎科目」
「基礎教養科目」
「現代的教養科目」から構成し，
大学で学ぶ者としての基本的な資質，芸術やスポーツの専門性を探究していくうえで必須となる人文，社会，自
然科学領域の知識及び地域社会で活躍できるようになるための実践的な知識を身につけることを目的としている。
学科共通科目では，芸術・スポーツが有する文化価値に目を向け，理解を深め，その多様性に触れるために設定
された本学科の「コア」科目群として「文化基礎科目」
「文化共通科目」
「ビジネス科目」
「地域実践プロジェクト
科目」から構成している。専門科目では，専攻の特色を生かした専攻専門科目と卒業研究を置き，それぞれの専
攻のディプロマ・ポリシーに適合した専門教育が十分に行えるよう理論科目，演習科目，実技・実習科目を効果
的に配置している。また，研究発展科目についても，教員養成課程や国際地域学科と同様，学生の自主的な学習
によって，得意分野の形成と広い視野の涵養をその目的としている。
本学における学位は，教員養成課程では「学士（教育学）
」
，国際地域学科では「学士（地域学）
」
「学士（教育
学）
」
，芸術・スポーツ文化学科では「学士（芸術・スポーツビジネス）
」
「学士（音楽文化）
」
「学士（美術文化）
」
「学士（スポーツ文化）
」であり，各課程・学科において体系的に編成された教育課程に基づく所定の卒業要件を
満たすことにより授与している。
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資料５－１－②－１ 科目開設区分

別表第１の１（第２条関係）

別表第１の２（第２条関係）
出典：北海道教育大学教育課程編成基準

【分析結果とその根拠理由】
本学では，
「北海道教育大学教育課程編成基準」に基づき，教員養成課程，国際地域学科，芸術・スポーツ文化
学科における各専攻の教育上の目的を達成するため，教養教育に相当する科目から専門領域に関する科目へと体
系的な教育課程を編成している。また，各科目区分の目的を示すことによって各授業科目の内容・水準を担保す
るよう配慮されている。
このことから，教育課程の編成・実施方針に基づいて，教育課程を体系的に編成しており，その内容，水準が
授与される学位名において適切なものになっていると判断する。
観点５－１－③： 教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様なニーズ、学術の発展動向、社
会からの要請等に配慮しているか。
【観点に係る状況】
学生の多様なニーズへの配慮としては，学生の自主的学修プログラムに基づき，所属校の全科目を研究発展科
目として履修することができるほか，学生に多様な授業科目の履修機会を与えるため各校が教育上有益と認めた
場合は，60 単位まで他の校等で開設する授業科目を履修することができることとしている。また，国内の 16 大
学等との単位互換協定締結による単位認定や入学前の既修得単位の認定により，学生の多様なニーズに応じた単
位認定に基づく履修が可能となっている（資料５－１－③－１）
。
教員養成課程においては，卒業要件単位を修得することで教育職員免許状（主免）の取得が可能となっている
が，教育委員会からは複数免許取得の要望もあり，履修カリキュラムを通して教育職員免許状（副免）の取得が
可能となるカリキュラム編成を行っているほか，資格科目を開講し，学校図書館司書教諭，社会教育主事，学芸
員等の資格の取得が可能となるカリキュラムを編成している（資料５－１－③－２）
。
国立大学改革強化推進補助金により，
「グローバル教員養成プログラム（平成 27 年度開講）
」を教員養成課程の
札幌校，旭川校，釧路校に開講し，高い英語力と豊かな国際感覚を有し，社会のグローバル化について深く理解
し，それに対応した教育活動の先導的役割を担うことができる教員を養成している。このプログラムでは，通常
の教育課程で学びながら，プログラムで指定された科目を受講するとともに，原則１学期以上の留学をすること
で，プログラム修了認定を行うこととしている（資料５－１－③－３）
。
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平成 26 年度には，教員養成課程と一体的な大学全体の機能強化を図り，現代社会の多様なニーズに応える人材
養成を行うため，新たな教育課程を編成し，国際地域学科及び芸術・スポーツ文化学科を設置した。
資料５－１－③－１ 他校履修等に係る規定
北海道教育大学学則（抜粋）
（他の課程又は学科における授業科目の履修等）
第 33 条 本学が教育上有益と認めるときは，学生に他の課程又は学科の授業科目を履修させることができる。
２ 前項に規定する授業科目の履修に関し必要な事項は，別に定める。
（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等）
第 34 条 本学が教育上有益と認めるときは，他の大学又は短期大学との協議に基づき，学生に当該他の大学又は短期大学の授業
科目を履修させることができる。
２ 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は，30 単位を超えない範囲で，本学において修得したものとみなす
ことができる。
３ 前２項の規定は，学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に準用する。
（中略）
（入学前の既修得単位の認定）
第 37 条 本学に入学を許可された者のうち，本学又は他の大学若しくは短期大学を卒業又は中途退学したものについては，本学
が教育上有益と認めるときは，当該者が本学又は他の大学若しくは短期大学において修得した単位を，本学において修得したも
のとみなすことができる。
（中略）
５ 前各項により与えることができる単位数は，編入学及び転入学の場合を除き，本学において修得した単位以外のものについて
は，合わせて 30 単位を超えないものとする。
出典：北海道教育大学学則
北海道教育大学の他の課程又は学科における授業科目の履修に関する要項（抜粋）
（履修科目の範囲等）
第２ 履修できる授業科目は，原則として他の課程又は学科で開設するすべての授業科目とし，各校はシラバス及び開設科目を他
の課程又は学科の学生が履修登録できる期間内に閲覧できるよう各校に通知するものとする。
２ 双方向遠隔授業（以下「遠隔授業」という。
）による授業科目及び受入人数は，前年度までに定め，当該科目のシラバス及び
授業科目を各校に通知するものとする。
３ 前項による授業科目等，遠隔授業の実施に当たって必要な事項は，教育委員会が別に定める。
（履修単位数）
第３ 履修できる単位数は，60 単位までとする。
（受入手続）
第４ 各校は，他の課程又は学科の授業科目を履修させる場合は，授業科目ごとに履修希望者を取りまとめ，所定の期日までに当
該校へ申請するものとする。ただし，１年次学生の履修は後期以降に取り扱うものとする。
２ 前項の申請を受理した当該校は，原則として受け入れるものとし，教育上所要の制限を行う場合は，依頼校へ理由を付して受
入不許可の通知を行うものとする。
出典：北海道教育大学の他の課程又は学科における授業科目の履修に関する要項

資料５－１－③－２ 教員養成課程（札幌校）における取得可能資格一覧
https://www.hokkyodai.ac.jp/faculty/intro/organization-license.html

資料５－１－③－３ グローバル教員養成プログラムパンフレット
http://www.hokkyodai.ac.jp/hue-gelprogram/

【分析結果とその根拠理由】
学生の多様なニーズへの配慮として，
自主的学修プログラムに基づく所属校全科目の履修制度，
他校履修制度，
単位互換等を実施している。その他，教育職員免許以外にも，学校図書館司書教諭，社会教育主事，学芸員等の
取得のための授業を開設している。また，
「グローバル教員養成プログラム」を実施し，高い語学力と豊かな国際
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感覚を有する教員を養成している。さらに，本学では，地域の要望を踏まえつつ，これまでの函館校，岩見沢校
の「新課程」を「学科」に改組して，教員養成課程と一体的な大学全体の機能強化を図っている。
このことから，教育課程の編成又は授業科目の内容において，学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会か
らの要請等に配慮していると判断する。
観点５－２－①： 教育の目的に照らして、講義、演習、実験、実習等の授業形態の組合せ・バランスが適切
であり、それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法が採用されているか。
【観点に係る状況】
教養科目では，講義を基本としつつ，目的に応じて，外国語・外国語コミュニケーション科目は演習，体育科
目は実技からなっている。
専門科目には，課程・学科の教育目的に応じて，講義，演習，実験，実習，実技を学年進行に合わせて配置し
ている（資料５－２－①－１）
。
教員養成課程では，実践的な指導力の育成をめざし，教育の理論と実践とをつなぐ教育実践フィールド科目を
コアとして，その周辺に教科内容研究科目・専攻科目・実践教育科目等を配置する「教員養成コア・カリキュラ
ム」を形成している。また，演習科目を重点的に配置し，受講者 20 人以下の少人数授業の実施実績が 68.6％と
なっている。特に，教職実践演習では，
「教員養成チェックリスト」を踏まえた電子ポートフォリオによる履修履
歴に対して，教員が指導を行うことにより，不足している知識や技能等を補っている（資料５－２－①－２）
（資
料５－２－①－３）
。
国際地域学科では，地域性（現場性）
，国際性（俯瞰性）
，教育マインド，コミュニケーション力をすべての学
生に共通に身につけさせるため，それぞれの授業目的に応じた講義，演習，実習科目を配置している。地域に関
する基礎的な知識を身につけさせる現代地域教養科目を配置し，地域学入門科目には，地域学の基礎について学
ぶ「地域学入門」や，学生と地域との協働で地域課題解決のためのプロジェクト成果を大学と地域に対して公表
する「地域プロジェクト」を配置している。
芸術・スポーツ文化学科では，芸術・スポーツビジネス専攻において，芸術・スポーツ文化を生かすことので
きる基礎知識や実践能力を養成するため，専攻専門科目には芸術やスポーツに関する経済学・経営学科目や組織
運営のための演習・実習科目を配置している。音楽文化専攻，美術文化専攻，スポーツ文化専攻では，芸術やス
ポーツに関する文化性を専門的に学ぶため，
それぞれの領域に応じた理論科目や演習・実技科目を配置している。
資料５－２－①－１ 授業科目の開設形態（平成 26 年度実績）
開 設
科目数
教員養成課程

国際地域学科

芸術・スポーツ
文化学科

教養
科目
専門
科目
教養
科目
専門
科目
教養
科目
専門

講義･
演習

講義･
実験

講義･
実習

講義･
実技

36

51

1

1

0

121

29

488

14

128

54

0

0

0

52

0

0

0

7

0

0

1

19

0

1

0

7

24

0

0

2

6

0

0

0

47

9

0

3

35

2

0

6

42

講 義

演 習

実験

275

46

140

0

0

2,134

563

651

86

224

37

135

65

37

39
174

24

実習

実技
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科目
注１ 「教員養成課程」は札幌校，旭川校，釧路校の３校の合計科目数である。
注２ 「開設科目数」は実際に学生が履修した科目数である。
注３ 「講義・演習」等に集計した科目は，講義の中に一部演習等を含む科目を示す。
出典：教務課資料

資料５－２－①－２ 教職実践演習の授業方法
３．授業方法
・演習を中心とすること。
・受講者数は、演習科目として適正な規模（授業内容、方法等にもよるが、おおむね２０名程度）とし、演習の効果が最大限に
発揮されるよう配慮すること。受講者数が増える場合には、大学の実情に応じて、ティーチングアシスタント（ＴＡ）等を活
用するなど、授業形態の工夫を図る。
・教職に関する科目の担当教員と教科に関する科目の担当教員が複数人で協力して行うこととする。
・学生のこれまでの教職課程の履修履歴を電子ポートフォリオ等により把握し、それを踏まえた指導を行うことにより、不足し
ている知識や技能等を補うものとする。
・学生に自己の課題を自覚させ、主体的にその解決に取り組むことを促すため、本科目の履修に当たっては、
「役割演技（ロー
ルプレーイング）
：ある特定の教育テーマ（例えば、いじめ、不登校等）に関する場面設定を行い、各学生に様々な役割（例
えば、生徒役、教員役、保護者役等）を割り当てて、指導教員による実技指導も入れながら、演技を行わせる。
」
、
「事例研究：
ある特定の教育テーマに関する実践事例について、学生同士でのグループ討議や意見交換、研究発表などを行わせる。
」及び
「現地調査（フィールド ワーク）
：ある特定の教育テーマに関する実践事例について、学生が学校現場等に出向き、実地で調
査活動や情報の収集を行う。
」
、指導案の作成等の成果を省察する観点から、単に映像記録等を残したり、感想文を書かせるだ
けではなく、例えば学生に実践記録を作成させる等の工夫をする。
・学校現場の視点を取り入れる観点から、必要に応じて、現職の教員又は教員勤務経験者を講師とした授業を含める。
・連携先となる教育委員会及び学校を確保することや授業計画の立案に当たって、当該教育委員会又は学校の意見を聞くことが
望ましい。
出典：平成 25 年度教職実践演習実施要項

資料５－２－①－３ 授業の履修状況
（平成 26 年度）
全開設科目数
5,469 科目
履修生総数
107,284 人
１科目平均
19.6 人
履修生 20 人以下の授業
3,751 科目（ 68.6％）
履修生 21 人～99 人の授業
1,581 科目（ 28.9％）
履修生 100 人以上の授業

137 科目（ 2.5％）
出典：教務課資料

【分析結果とその根拠理由】
授業形態について，各課程・学科の教育目標に沿って，実践・体験を重視しつつ教育内容に応じた講義，演習，
実験，実習，実技を学年進行に合わせて配置している。また，少人数授業，学生参加型授業，学校現場と連携し
た実践的授業等によって学習指導法の工夫を行っている。
このことから，教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態の組合せ・バランスが適切であ
り，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法が採用されていると判断する。
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観点５－２－②： 単位の実質化への配慮がなされているか。
【観点に係る状況】
各科目の授業は，各校における行事等を踏まえた全学の年間暦に共通のルールを設けたうえで，各年度を前後
期に分け，それぞれに 15 回を確保し，祝日等の理由で確保できない曜日については曜日振り替え授業日を設けて
授業回数を確保している。また，１年間の授業を行う期間が，定期試験の期間を含め，前期 18 週，後期 19 週と
年間で 37 週を確保している（資料５－２－②－１）
。
授業科目の履修に当たっては，グレード・ポイント・アベレージ（GPA）制度に基づく履修登録単位数の上限設
定（CAP 制）を導入している。GPA 制度は，学生の成績評価をより明確にすることにより，授業に対する学生の意
識を高め，学期ごとに学生の学修及び学修指導に役立てることを目的としている（資料５－２－②－２）
。また，
CAP 制は，学修すべき授業科目の精選及び十分な学修時間の確保により，授業内容を深く真に身につけることを
目的とし，学生が履修科目として登録することができる単位数の上限を定め，各年次にわたって適切に授業科目
を履修させている。なお，所定の単位を優れた成績をもって修得した学生は，単位数の上限を超えて履修登録を
認め，
成績の状況が十分でない学生については，
履修登録の単位数の上限を制限している
（資料５－２－②－３）
。
教育支援機能及び単位制度の実質化の更なる充実を目的として，
平成 23 年度から大学教育情報システムに出欠
管理機能を追加し，全授業の出欠情報を確認することができる。学生は入室する際に各教室に設置している出席
確認用 IC カードリーダーに学生証（IC カード）をかざすことで出席登録が完了する。このシステムにより各学
生の出欠状況をリアルタイムに把握するほか，病気による欠席学生，不登校学生への早期の修学指導や大学にお
ける災害発生時の危機管理への対応も可能としている。
平成 24 年度に実施した学生生活実態調査における調査結果では，
「あなたは，授業時間以外に，予習・復習，
課題などに１日どのくらいの時間を使っていますか。
」の設問に対して，３時間以上が３％，２～３時間が４％，
１～２時間が 16％，30 分～１時間が 28％，30 分未満が 29％，全くしていないが 20％となっており，学生の自主
的な学習時間が少ない。このため，学生の自学習を促す観点から，シラバスに予習・復習の内容や方法などを記
載するよう，
「シラバス作成の手引き簡易版」を通じて教員に徹底しているとともに，単位制度について学生に周
知している。
資料５－２－②－１ 単位制度に関する学生への周知
①授業の方法
授業は，講義，演習，実験，実習もしくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行います。
②単位の計算方法
１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし，授業科目の方法に応じ，当該授
業による教育効果，授業時間外に必要な学修等を考慮して，次の基準により単位数を計算します。
授業時間外
授業の方法
授 業 時 間 数
の学修時間
計
(予習・復習等)
15 時間の授業をもって１単位とする。
30 時間
45 時間
講義、演習
ただし，演習については，30 時間の授業をもって１
15 時間
45 時間
単位とするものがある。
30 時間の授業をもって１単位とする。
15 時間
45 時間
実験、実習、実技
ただし，授業の内容によっては，45 時間の授業をもっ
0 時間
45 時間
て１単位とするものがある。
上記にかかわらず，卒業研究等，学修の成果を評価して単位を与えることが適切と認められる場合には，必要
な学修等を考慮して単位の計算を行うものがある。
出典：平成 27 年度 学生便覧 北海道教育大学札幌校 P.５
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資料５－２－②－２ 北海道教育大学の成績の評価方法及び履修登録単位数の上限並びに修学指導等に関する取扱要項（抜粋）
第５ 学生に授業科目を履修させるに当たっては，グレード・ポイント・アベレージ（成績平均値をいう。以下「ＧＰＡ」という。
）
制度に基づく履修登録単位数の上限設定（以下「ＣＡＰ制」という。
）により行うものとする。
２ ＧＰＡ制度は，学生の成績評価をより明確にすることにより，授業に対する学生の意識を高めるとともに，学期ごとの学修指
導に役立てることを目的とするもので，次に掲げるとおりとする。
(1) 別表第１の評価に基づき，別表第３のとおりグレード・ポイント（以下「ＧＰ」という。
）を付す。
(2) ＧＰＡの算出方法は，履修した授業科目の単位数にＧＰを乗じ，その合計を履修単位数の合計で除して算出するものとし，
次の計算式による。
ＧＰＡ＝Σ（履修した科目の単位数×ＧＰ）／Σ（履修単位数）
(3) ＧＰＡの対象科目は，当該学期において履修登録（再試験登録を含む。
）したすべての科目（他の大学等において履修した科
目を含む。
）とする。ただし，次に掲げる科目は，当該学期のＧＰＡの対象科目から除くものとする。
ア 履修登録変更期間（履修登録期限から１週間以内をいう。以下同じ。
）を経過した後，４週間以内（以下「履修取消期間」
という。
）に学生から履修取消申請書（履修取消期間内用）
（別記様式第１号）により申請があった科目
イ 履修取消期間を経過した後（集中講義科目及び再試験登録科目にあっては登録した後）
，休学，病気欠席等のやむを得な
い事由で学生から履修取消申請書（やむを得ない事由用）
（別記様式第２号）により申請があった科目で，各校の修学指導
に関する委員会の審査を経て，キャンパス長が許可した科目
ウ 授業期間外に行われる実習，集中講義，不定期講義及び補講等により，成績提出期限までに成績の評価をすることができ
ない科目
(4) 前号ただし書きによりＧＰＡの対象科目から除かれた科目は，同号ア及びイの申請書の写しにより，学務担当グループが当
該授業科目の担当教員へ通知するものとする。
（中略）
別表第３（第５条関係）
成績評価
グレード・ポイント
Ａ
４
Ｂ
３
Ｃ
２
Ｄ
１
Ｆ
０
Ｆ*
０
出典：北海道教育大学の成績の評価方法及び履修登録単位数の上限並びに修学指導等に関する取扱要項

資料５－２－②－３ CAP 制度の概要
(1) 各学期の履修登録単位数の上限を28単位とする。
ただし，当該学期の直前の学期のＧＰＡに基づき，次のとおり単位数の上限を変更して取り扱う。
① 直前の学期のＧＰＡが3.0以上の者
32単位
② 直前の学期のＧＰＡが2.5以上3.0未満の者 30単位
③ 直前の学期のＧＰＡが1.5以上2.5未満の者 28単位
④ 直前の学期のＧＰＡが1.5未満の者
26単位
(2) 休学や病気欠席等のやむを得ない事由により，その学期のすべての授業科目を履修できなかった者の履修登録単位数の上限は
上記(1)④にかかわらず，28単位とする。
(3) 次に掲げる科目は，ＣＡＰ制に含まないものとする。
① 学校図書館司書教諭，社会教育主事，学芸員，社会福祉士等の資格取得の科目として指定する授業科目（教員免許取得の科
目及び同一の授業科目で資格取得と教員免許取得の両方に係る授業科目は，ＣＡＰ制に含む。）
② 教員養成課程における教育実践フィールド科目のうち教育実習科目及び教育フィールド研究科目（人間地域科学課程，芸術
課程，スポーツ教育課程においては，これらに相当する科目を含む。）
③ 卒業研究（論文，制作，演奏等）
④ 集中講義による授業科目
⑤ 再試験登録科目
出典：平成 27 年度 学生便覧 北海道教育大学旭川校 P.16
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【分析結果とその根拠理由】
各科目の授業は，それぞれに 15 回を確保し，１年間の授業を行う期間は，定期試験の期間を含め，前期 18 週，
後期 19 週と年間で 37 週を確保している。また，グレード・ポイント・アベレージ（GPA）制度に基づく履修登録
単位数の上限設定（CAP制）を導入し，学生が履修科目として登録することができる単位数の上限を定め，各年次
にわたって適切に授業科目を履修させている。
教育支援機能及び単位制度の実質化の更なる充実を目的として，出欠管理システムを導入し，全授業の出欠情
報を確認することができる。
このことから，単位の実質化への配慮がなされていると判断する。
観点５－２－③： 適切なシラバスが作成され、活用されているか。
【観点に係る状況】
本学では，大学教育情報システムの機能を活用した電子シラバスを作成しており，そのシラバスの内容は，
「授
業の目標」
「授業計画」
「成績評価」を中心に，科目番号，授業科目名，単位数，開講期，曜日・時限，授業形態，
担当教員，授業内容，授業の位置づけ，到達目標，教職チェックリスト，テキスト，参考文献，オフィス・アワー，
備考欄の項目から構成されている（資料５－２－③－１）
。シラバスは本学ウェブサイトで公開しており，学内外
で閲覧することができる。
教員のシラバス作成に当たっては，大学教育開発センター及び教育改革室で策定した「シラバス作成の手引き」
を各教員に向けて配布している。手引きには，シラバスをめぐる状況や高等教育の国際的・全国的な動向から見
たシラバスの今日的位置づけ等を示しているなど，全体像が見渡せる構成となっており，各項目の具体的記入方
法についても詳細に記載されている。作成された全シラバスは，各校のカリキュラム委員が点検を行い，記載上
の不備を指摘するとともに，適正な内容に書き改めるよう勧告する体制を整えている。また，シラバス改善のた
めの方策として，
「シラバス作成の手引き簡易版」を作成している。シラバスは，学生との契約書的な性格があり，
「到達目標」及び「成績評価」の変更により学生が不利益を被らないようにするために授業開始後はなるべく変
更しないことや「授業計画」の中で予習・復習の内容や方法などを詳細に記載することを求めている。
シラバスの活用については，シラバスの閲覧と履修登録は，共に大学教育情報システムを利用していることか
ら，学生はシラバスを確認しながら履修登録を行うことが可能となっている。

28

Ⅰ．北海道教育大学の教育について
基準２ 教育内容及び方法について

資料５－２－③－１ シラバス例

出典：大学教育情報システム
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【分析結果とその根拠理由】
教員のシラバス作成に当たっては，各項目の具体的記入方法について詳細に記載されている「シラバス作成の
手引き」をもとに，大学教育情報システムの機能を活用した電子シラバスにより作成している。
作成されたシラバスは，各校のカリキュラム委員が点検を行い，記載上の不備を指摘すると共に，適正な内容
に書き改めるよう勧告する体制を整えている。
シラバスの活用については，シラバスの閲覧と履修登録は，共に教育情報システムを利用していることから，
学生はシラバスを確認しながら履修登録を行うことが可能となっている。
このことから，適切なシラバスを作成し，活用されていると判断する。
観点５－２－④： 基礎学力不足の学生への配慮等が組織的に行われているか。
【観点に係る状況】
本学における勉学に強い意欲を持たせること，基礎的学力の充足を図り，入学後の学力面での不安を取り除く
こと，勉学の習慣を入学まで維持させることを目的として，大学入試センター試験を課していない推薦入試合格
者を対象とした入学前教育を行っている（資料５－２－④－１）
。入学前教育の対象教科は，国語，数学，英語，
理科（物理・化学・生物・地学）
，社会（地理・歴史・公民）としており，本学学生に必要とされる基礎的な内容
及び高校の授業に負担をかけない程度の課題を課している。提出された課題の添削結果については，本人に返却
するとともにそのコピーを当該学生の学生指導教員に配付し，基礎学力不足を含む入学後の学生指導等に活用し
ている。
また，教員（非常勤講師を含む。
）が各研究室等において，学生からの履修相談や授業に関する質問等に応じる
ため，学生が気軽に訪問できるオフィス・アワーの時間帯を設定し，基礎学力不足を含む履修相談などの指導・
助言を行っている（資料５－２－④－２）
。
資料５－２－④－１ 入学前教育実施要項
平成２７年度推薦入試・自己推薦入試合格者入学前教育実施要項
（１）目的
① 本学との結びつきのなかで，本学における勉学に強い意欲を持たせる。
② 基礎的学力の充足を図り，入学後の学力面での不安を取り除く。
③ 勉学の習慣を入学まで維持させる。
【業務】
①問題作成の依頼・添削の依頼
②問題作成者より提出された課題内容の点検
③問題の印刷・送付等に係る印刷業者への依頼
④問題・添削に関する問い合わせの対応
⑤入学前教育アンケートの実施（アンケート項目の点検及びアンケート結果の検証を含む）
⑥アカデミックアドバイザーへ添削内容の送付
⑦教育研究委員会への報告
（２）対象となる学生
・ 平成２７年度推薦入試合格者及び自己推薦入試合格者を対象
（３）実施内容
・ 入学前教育の対象教科は国語，数学，英語，理科（物理・化学・生物・地学），社会（地理・歴史・公民）とする。
・ 教員養成課程の合格者は，国語，数学，英語，理科（物理・化学・生物・地学），社会（地理・歴史・公民）を必須教科と
する。
・ 国際地域学科，芸術・スポーツ文化学科の合格者は，国語，数学，英語，理科（物理・化学・生物・地学），社会（地理・
歴史・公民）の中から，その合格者が所属するキャンパスが指定する教科数を選択する。
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（４）実施期間
大学入試センター試験（１月１８日）終了後から２月２０日（予定）
（５）課題の作成について
・ 入学前教育の問題作成・添削は，原則，本学同窓会に委託する。
・ 本学学生に必要とされる基礎的内容とする。
・ 高校の授業に負担をかけない程度の課題とする。（１科目５時間程度を目安とする）
・ 在宅でできるものとする。
（６）添削結果の活用
・ 添削結果については，コピーを行い，合格者の指導教員（アカデミック・アドバイザー）に送付する。
（７）その他
・ 実施課題は１回とする。
・ 問題作成と添削は，原則，同一の者で行うこととする。
・ 課題提出者数の把握を行う。
・ 入学前教育の実施業務を補助する者として，TA，大学院生等を置くことができる。
・ 課題等の発送については，配達記録が残る方法で取扱う。
出典：平成27年度推薦入試・自己推薦入試合格者入学前教育実施要項

資料５－２－④－２ オフィス・アワー実施要項（抜粋）
（目的）
第１ オフイス・アワーとは，教員（非常勤講師を含む｡)が各研究室等において，学生から履修相談や授業に関する質問等に応ず
るため，教員があらかじめ設定した時間帯であり，学生が，気軽に研究室等を訪問してオフイス・アワーを積極的に活用するこ
とで，履修上の問題解決に役立てることを目的とする。
（実施者）
第２ 授業科目を開講しているすべての教員が実施するものとする。
出典：北海道教育大学オフィス・アワー実施要項

【分析結果とその根拠理由】
基礎的学力の充足を図り，入学後の学力面での不安を取り除くこと等を目的として，推薦入試合格者を対象と
して入学前教育を行っており，課題の添削結果を当該学生の学生指導教員に配付し，基礎学力不足を含む入学後
の学生指導等に活用している。また，学生が気軽に訪問できるオフィス・アワーを設定し，基礎学力不足を含む
履修相談などの指導・助言を行っている。
このことから，基礎学力不足の学生への対応を組織的に行っていると判断する。
観点５－３－①： 学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）が明確に定められているか。
【観点に係る状況】
学部では，教員養成課程，国際地域学科及び芸術・スポーツ文化学科の各専攻における学位の質を保証するた
めのディプロマ・ポリシーを定め，本学が学士の学位を授与するにあたって，学生に身につけさせるべき資質・
能力についての方針を明示している（資料５－３－①－１）
。
教員養成課程では，
「１．教員としての豊かな人間性，幅広い教養，知性，コミュニケーション能力を身につけ
ている。」「２．教職における使命感，責任感を身につけ，教育的愛情をもって子どもを理解しようとする。」
「３．教育に関する専門的知識及び技能を身につけている。」「４．現代の学校教育現場の多様な課題を理解し，
適切な対応を考えることができる。」「５．学校と地域社会との関わりを理解し，社会性や対人関関係能力を養
い，地域の中で活動する態度を身につけている。」「６．教育に関する理論及び方法を活かし，教育実践を展開
する基礎を身につけている。」とし，その他の学科においても専攻ごとに同様に定めている。
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資料５－３－①－１ 北海道教育大学教育学部のディプロマ・ポリシー
北海道教育大学教育学部のディプロマ・ポリシー
○教員養成課程
１．教員としての豊かな人間性，幅広い教養，知性，コミュニケーション能力を身につけている。
２．教職における使命感，責任感を身につけ，教育的愛情をもって子どもを理解しようとする。
３．教育に関する専門的知識及び技能を身につけている。
４．現代の学校教育現場の多様な課題を理解し，適切な対応を考えることができる。
５．学校と地域社会との関わりを理解し，社会性や対人関関係能力を養い，地域の中で活動する態度を身につけている。
６．教育に関する理論及び方法を活かし，教育実践を展開する基礎を身につけている。
○国際地域学科 地域協働専攻
１．幅広く深い教養と豊かな人間性を身につけている。
２．教育学的視点と地域学の基本的知識を身につけている。
３．地域学を支える諸科学の専門知識を身につけている。
４．グローバル化した現代社会の地域学的問題を俯瞰的に捉え，国際的視野を持って考える態度を身につけている。
５．地域の活性化・再生に，主体的に行動し取り組む姿勢を身につけている。
６．地域社会の課題を調査・研究し，その成果を国際的視野を持って他者に伝えるコミュニケーションの能力と方法を身につけ
ている。
○国際地域学科 地域教育専攻
１．幅広く深い教養と豊かな人間性を身につけている。
２．地域学の視点及び教育学の基本的知識，教職における使命感，責任感を身につけている。
３．初等教育と特別支援教育に関する専門的知識と技能を身につけている。
４．グローバル化した現代社会における子どもの教育問題を俯瞰的に捉え，国際的視野を持って考える態度を身につけている。
５．地域の教育課題を理解し，学校教育を通して課題解決に取り組む主体的姿勢を身につけている。
６．地域の教育課題を調査・研究し，その成果を国際的視野を持って他者に伝えるコミュニケーションの能力と方法を身につけ
ている。
○芸術・スポーツ文化学科 芸術・スポーツビジネス専攻
１．豊かな人間性と感性，幅広い知性と教養，それらを社会に活かすコミュニケーション能力を身につけている。
２．諸芸術，スポーツをはじめとする人間文化，及び芸術・スポーツ文化の社会における役割について，基本的な知識や技能，
広い見識，行動で示す実践精神を身につけている。
３．芸術・スポーツビジネスの観点から，使命感を持って地域社会に貢献する態度を身につけている。
４．芸術・スポーツビジネスに関する自らの課題・問題意識を明確にして研究に取り組むことができる。
５．芸術・スポーツビジネスの専門知識，高い技能，研究能力や社会への発信力を身につけている。
○芸術・スポーツ文化学科 音楽文化専攻
１．豊かな人間性と感性，幅広い知性と教養，それらを社会に活かすコミュニケーション能力を身につけている。
２．諸芸術，スポーツをはじめとする人間文化，及び芸術・スポーツ文化の社会における役割について，基本的な知識や技能，
広い見識，行動で示す実践精神を身につけている。
３．音楽芸術や音楽活動が現代社会で広く果たす機能について理解し，自らの専門性を地域社会や問題解決に還元，貢献する態
度や実践能力を身につけている。
４．音楽表現や研究領域において，自らの課題や問題意識を明確にし，自律的に制作や表現，研究に取り組むことができる。
５．音楽の専門知識，高い技能や表現力，研究能力や社会への発信力を身につけている。
○芸術・スポーツ文化学科 美術文化専攻
１．豊かな人間性と感性，幅広い知性と教養，それらを社会に活かすコミュニケーション能力を身につけている。
２．諸芸術，スポーツをはじめとする人間文化，及び芸術・スポーツ文化の社会における役割について，基本的な知識や技能，
広い見識，行動で示す実践精神を身につけている。
３．美術や美術活動が現代社会で広く果たす機能について理解し，自らの専門性を地域社会や問題解決に還元，貢献する態度や
実践能力を身につけている。
４．美術表現や研究領域において，自らの課題や問題意識を明確にし，自律的に制作や表現，研究に取り組むことができる。
５．美術の専門知識，高い技能や表現力，研究能力や社会への発信力を身につけている。
○芸術・スポーツ文化学科 スポーツ文化専攻
１．豊かな人間性と感性，幅広い知性と教養，それらを社会に活かすコミュニケーション能力を身につけている。
２．諸芸術，スポーツをはじめとする人間文化，及び芸術・スポーツ文化の社会における役割について，基本的な知識や技能，
広い見識，行動で示す実践精神を身につけている。
３．スポーツ指導，またはスポーツ振興の観点から使命感や責任感を持って地域社会に貢献する態度を身につけている。
４．スポーツ指導，またはスポーツ振興に関する自らの課題・問題意識を明確にして研究に取り組むことができる。
５．スポーツに関して，得意とする分野の専門知識と技能,表現力を身につけている。
出典：北海道教育大学教育学部のディプロマ・ポリシー
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【分析結果とその根拠理由】
本学では，学士の学位を授与するにあたって，学生に身につけさせるべき資質・能力についての方針を明確に
し，学位授与の方針として定めている。
このことから，学位授与の方針を明確に定めていると判断する。
観点５－３－②： 成績評価基準が組織として策定され、学生に周知されており、その基準に従って、成績評
価、単位認定が適切に実施されているか。
【観点に係る状況】
，Ｂ（優れた成績）
，Ｃ（標
成績の評価基準は学則第 30 条（資料５－３－②－１）においてＡ（特に優秀な成績）
準的な成績）
，Ｄ（合格と認められる最低の成績）
，Ｆ（不合格）の５段階評価とし，評価方法の指針を「北海道教育

大学の成績の評価方法及び履修登録単位数の上限並びに修学指導等に関する取扱要項」
（資料５－３－②－２）に
明示している。また，成績評価方法は，各授業科目の授業方法に応じて，小テスト及び定期試験，課題レポート，
発表及び討論，提出作品，授業の参加態度，予習・復習の自主的学修態度，出欠席の状況等多様な要素を組み合
わせることにより適切に単位認定を行っている（前掲資料５－２－③－１）
。なお，成績評価基準及び成績評価方
法は，
学生便覧，
各授業科目のシラバスにおける成績評価欄及び入学時のガイダンスにおいて周知を行っている。
さらに，ＧＰＡ制度を実施し，学生の成績評価をより明確にすることにより，授業に対する学生の意識を高め，
学期ごとに学生の修学及び修学指導に役立てている（前掲資料５－２－②－２）
。
資料５－３－②－１ 北海道教育大学学則（抜粋）
（成績の評価）
第 30 条 授業科目の試験の成績は，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ及びＦの５段階により評価し，Ａ，Ｂ，Ｃ及びＤを合格とし，Ｆを不合格と
する。
２ 前項の評価の方法は，別に定める。
出典：北海道教育大学学則

資料５－３－②－２ 北海道教育大学の成績の評価方法及び履修登録単位数の上限並びに修学指導等に関する取扱要項（抜粋）
（成績の評価方法等）
第３ 成績の評価は，各授業科目の教育目標に対する学習者の到達度を見るため，講義，実験，実習，演習，実技等の授業形態に
応じた適切な評価方法及び評価基準に基づき行う。
２ 成績の評価は，学期の途中においても適宜行い，その結果を学修者にフィードバックすることにより，目標への到達度を高め
られるよう配慮しなければならない。
３ 成績の評価方法は，小テスト及び定期試験，課題レポート，発表及び討論，提出作品，授業の参加態度，予習・復習等の自主
的学習態度，出欠席の状況等多様な要素を組み合わせて行い，期末試験のみで評価を行う等偏重することのないように行うもの
とする。
４ 学生に選択の余地がないクラス指定等を行う同一の授業科目については，当該科目の評価方法及び評価基準を統一しなければ
ならない。
５ 学生から，履修した授業科目の成績の評価についての申し立てがあった場合は，当該授業科目の担当教員は，速やかに成績の
評価に用いた資料等の確認を行い，申し立てた学生に対して確認結果を通知しなければならない。
（中略）
別表第１（第２，第５関係）
成績の評価
評価の内容
Ａ
特に優秀な成績
Ｂ
優れた成績
Ｃ
標準的な成績
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Ｄ
合格と認められる最低の成績
Ｆ
不合格
Ｆ*
不合格（再試験を認める場合）
Ｉ
履修未完了（その学期はＧＰＡには含めず，次学期のＧＰＡに含める。）
注１ 「Ｆ*」は，試験の結果，やや学修が及ばず不合格になった科目について，再試験を認める場合の評価を示す。当該学期のGPA
は０となり，GPAに含める。次学期に再試験登録を行うことにより，授業への出席を要せず授業担当教員の指定する試験（課
題の提出等を含む。）の結果に基づき，Ｄ又はＦの評価を行い当該学期のGPAに含める。
２ 「Ｉ」は，第5第2項第3号ウに該当する科目（授業期間外に行われる実習，集中講義，不定期講義及び補講等により，成績提
出期限までに成績の評価をすることができない科目）を示す。
３ 「Ｆ*」「I」の成績評価は，次学期の成績提出期限までに行う。
４ 成績証明書の評語は，Ａ及びＢを優，Ｃを良，Ｄを可として表記する。
出典：北海道教育大学の成績の評価方法及び履修登録単位数の上限並びに修学指導等に関する取扱要項

【分析結果とその根拠理由】
成績の評価基準は学則第 30 条においてＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆの５段階評価とし，評価方法の指針を「北海道教育
大学の成績の評価方法及び履修登録単位数の上限並びに修学指導等に関する取扱要項」
に明示しているとともに，
成績評価方法は多様な要素を組み合わせることにより行っている。また，成績評価基準及び成績評価方法は，学
生便覧，各授業科目のシラバスにおける成績評価欄及び入学時のガイダンスにおいて周知を行っている。
このことから，成績評価基準が組織として策定され，学生に周知されており，その基準に従って，成績評価，
単位認定を適切に実施していると判断する。
観点５－３－③： 成績評価等の客観性、厳格性を担保するための組織的な措置が講じられているか。
【観点に係る状況】
成績評価は，
「北海道教育大学の成績の評価方法及び履修登録単位数の上限並びに修学指導等に関する取扱要
項」
（前掲資料５－３－②－２）に基づき，成績評価の客観性及び厳格性を担保するために，各授業科目のシラバ
スにおいて評価方法を明記し，それぞれの評価の割合を記載することとしている。また，教員のシラバス作成に
際し配付している「シラバス作成の手引き」においては，成績評価の指針を示しており，全学的な成績評価に関
する考え方の統一を図っている（資料５－３－③－１）
。なお，函館校の各授業科目の成績分布を集計して，教員
によって成績評価が著しく易しい，あるいは著しく厳しい授業科目がないかを分析し，学生の不利益にならない
ための検証を行っている（資料５－３－③－２）
。
履修した授業科目の成績評価に対する学生からの申し立てについては，
「北海道教育大学の成績の評価方法及び
履修登録単位数の上限並びに修学指導等に関する取扱要項」に基づき，教員は速やかに成績の評価に用いた資料
等の確認を行い，確認結果を通知することとなっている。また，学生からの成績評価，講義内容等の意見の申出
に対応するため，教員及び事務職員で構成する恒常的かつ専門的な履修支援組織（学修サポートルーム）を各校
に設置している（資料５－３－③－３）
。
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資料５－３－③－１ 成績評価の指針

出典：シラバス作成の手引きP.26-27
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資料５－３－③－２ 函館校開設科目前期成績における科目別分布の分析

出典：函館校資料

資料５－３－③－３ 北海道教育大学の成績の評価方法及び履修登録単位数の上限並びに修学指導等に関する取扱要項（抜粋）
（教育環境等の整備）
第９ 教育環境の整備は，次に掲げるとおり行う。
（中略）
(2) 学生の修学支援及び修学に関する多様な要望に対応するため，教員及び事務職員で構成する恒常的かつ専門的な履修支援
組織（学修サポートルーム）を各校に設置するものとし，主な支援内容は次に掲げるとおりとする。
ア 学生が個別に修学上の相対的位置を知ることができるよう学期ごとにＧＰＡ分布（ヒストグラム）等を集計し，当該
校に所属する学生に配布する。
イ 教員自らの成績評価の検討資料として，各授業科目の成績分布を集計し，当該校に所属する教員に配布する。
ウ 学生からの成績評価，講義内容等に対する意見の申出に対応する。
出典：北海道教育大学の成績の評価方法及び履修登録単位数の上限並びに修学指導等に関する取扱要領
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【分析結果とその根拠理由】
成績評価の客観性及び厳格性を担保するために，
各授業科目のシラバスにおいて評価方法を明記しているほか，
「シラバス作成の手引き」において，成績評価の指針を示している。また，各授業科目の成績分布を集計して，
教員間における成績評価の平準化を検討するなど，成績評価の客観性及び厳格性を担保する取組を行っている。
さらに，学生からの履修した授業科目の成績評価に対する申し立て制度を設けている。このことから，成績評価
等の客観性，厳格性を担保するための組織的な措置が講じられていると判断する。
観点５－３－④： 学位授与方針に従って卒業認定基準が組織として策定され、学生に周知されており、その
基準に従って卒業認定が適切に実施されているか。
【観点に係る状況】
卒業については，学則第 38 条第 1 項（資料５－３－④－１）において，
「本学に４年以上在学し，所定の授業
科目及び単位を修得した者に対し，学長は，教授会の意見を聴取の上，卒業を認定する。
」と定めており，所定の
授業科目及び単位については，
「北海道教育大学教育課程編成基準」
（資料５－３－④－２）で定めている。これ
らの基準は，学生便覧に掲載しているとともに，入学時のガイダンスや本学ウェブサイトにおいて周知を行って
いる。
資料５－３－④－１ 北海道教育大学学則（抜粋）
（卒業及び学位）
第 38 条 本学に４年以上在学し，所定の授業科目及び単位を修得した者に対し，学長は，教授会の意見を聴取の上，卒業を認定
する。
２ 前項により卒業した者に，学士の学位を授与する。
３ 学位の授与に関する必要な事項は，別に定める。
出典：北海道教育大学学則

資料５－３－④－２ 北海道教育大学教育課程編成基準（抜粋）
（基本方針・教育課程の編成）
第２条 教育課程は，北海道教育大学における学位授与の方針を保証するため，教育研究評議会の審議を経て体系的に編成し，
実施する。
２ 教員養成課程の教育課程は，各専攻の教育上の目的を達成するために，教育研究評議会の審議を経て，授業科目を教養科目，
専門科目，研究発展科目及び卒業研究のいずれかの区分により開設し，卒業に必要な単位数は，別表第１の１のとおり定める
ものとする。
３ 国際地域学科及び芸術・スポーツ文化学科の教育課程は，各専攻の教育上の目的を達成するために，教育研究評議会の審議
を経て，授業科目を教養科目，学科共通科目，専門科目，研究発展科目，キャリア開発科目のいずれかの区分により開設し，
卒業に必要な単位数は，別表１の２のとおり定めるものとする。
４ 教育課程は，教育研究評議会の審議を経て，第２項及び前項の授業科目について必修，選択及び自由選択に区分し，これら
を各年次に配当して学則第９条第１項に規定する札幌校，旭川校，釧路校，函館校及び岩見沢校（以下「各校」という。
）にお
いて編成するものとする。
５ 第２項及び第３項により開設する授業科目には，教育研究評議会が必要と認める全学共通の科目を含むものとする。
（中略）
別表第１（第２条関係）
○各課程・学科の卒業に必要な単位数
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出典：北海道教育課程編成基準

【分析結果とその根拠理由】
卒業認定基準は学則及び「北海道教育大学教育課程編成基準」に卒業要件として明確に定めており，学長は教
授会の意見を聴取の上，卒業を認定している。また，それら基準は，学生便覧や入学時ガイダンス及び本学ウェ
ブサイトにおいて周知を行っている。
このことから，学位授与方針に従って卒業認定基準が組織として策定され，学生に周知されており，その基準
に従って卒業認定が適切に実施されていると判断する。

＜大学院課程（専門職学位課程を含む。
）＞
観点５－４－①： 教育課程の編成・実施方針が明確に定められているか。
【観点に係る状況】
本学大学院における教育課程の編成・実施方針は，
「北海道教育大学大学院教育学研究科履修規則」
（資料５－
４－①－１）の第２条及び第２条の２に定めている。
修士課程は，学部における一般的及び専門的教養の基礎の上に，広い視野に立って精深な学識を修め，専門分
野における理論と応用の研究能力及び教育実践の場における教育研究の推進者としての能力を養成することを目
的としており，学校教育に関する科目，教科教育に関する科目，教育実践研究，課題研究，専門科目及び自由選
択科目に区分している。
専門職学位課程は，学校現場における諸課題について，理論的・実践的研究を深め，教師としての使命を自覚
し，学校全体を俯瞰して課題解決にあたるための高度な専門的能力及び実践力の形成を図り，授業実践力，学級・
学校経営力，生徒指導力，教育相談力，協働遂行力及び地域教育連携力を備えた人材を養成することを目的とし
ており，共通科目，コース別選択科目，学校における実習及び共通演習に区分し編成を行っている。
資料５－４－①－１ 北海道教育大学大学院研究科履修規則（抜粋）
（修士課程の授業科目の編成）
第２条 修士課程の授業科目は，学校教育に関する科目，教科教育に関する科目，教育実践研究，課題研究，専門科目及び自由選
択科目に区分し編成する。
２ 学校教育に関する科目は，学校教育についての基礎的理論を取り扱うもので，全専修の学生が共通に履修するものとする。
３ 教科教育に関する科目は，教科教育について，実践的，理論的に考究するもので，教科教育専攻の各専修に設け，所属する専
修の科目は必修とする。
４ 教育実践研究は，学校教育及び教科教育に関する諸課題について，実践的な研究を行うものとする。ただし，教科教育専攻に
おいては，前半を各専修・分野の基礎的，基本的な内容について教材化を図るための研究とし，後半を実際の授業場面に即した
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実践研究とする。
５ 課題研究は，各専修・分野の研究課題又は研究方法論を深めるもので，不定期又は集中的に開設することができる。
６ 専門科目は，各専修において当該専修の分野別に，かつ，専門的に展開させるものとする。
７ 自由選択科目は，専門の研究科目をより広げるためのものとする。
（専門職学位課程の授業科目の編成）
第２条の２ 専門職学位課程の授業科目は，共通科目，分野別選択科目，学校における実習及び共通演習に区分し編成する。
２ 共通科目は，６領域とし，学校の運営に積極的に携わるための基本的能力を身につけさせるものとする。
３ 分野別選択科目は，３分野とし，教育現場の「今日的課題」に応えられる力量を形成させるために，理論に基づいた実践とそ
の検証を行わせることを基本とする。
４ 学校における実習は，
「学校課題」を中心に据えて，その解決を図るような試行的実践とその検証を行わせ，学校全体の教育
力を高めることに貢献できる能力を養うことを目的としたものとする。
５ 共通演習は，入学時に提出した課題，あるいは現実に抱えている課題に照らして，その解決に有効と考える情報をまとめるも
のとする。
出典：北海道教育大学大学院教育学研究科規則

【分析結果とその根拠理由】
教育課程の編成・実施方針は，学則に定める大学院の目的に基づき，
「北海道教育大学大学院教育学研究科履修
規則」に定めている。
このことから，教育課程の編成・実施方針が明確に定められていると判断する。
観点５－４－②： 教育課程の編成・実施方針に基づいて、教育課程が体系的に編成されており、その内容、
水準が授与される学位名において適切なものになっているか。
【観点に係る状況】
本学大学院の目的である「大学院は，学部における一般的及び専門的教養の基礎の上に，広い視野に立って精
深な学識を修め，専門分野における理論と応用の研究能力及び教育実践の場における教育研究の推進者としての
能力を養成することを目的とする。
」を達成するため，
「修士（教育学）
」の学位を授与する修士課程と「教職修士
（専門職）
」を授与する専門職学位課程において，それぞれの教育課程の編成・実施方針の下，以下のとおり教育
課程を編成している。
修士課程の教育課程は，
「学校教育に関する科目」
「教科教育に関する科目」
「教育実践研究」
「課題研究」
「専
門科目」
「自由選択科目」の６つに区分して編成している（前掲資料５－４－①－１）
。学校教育についての基礎
的理論を取り扱う「学校教育に関する科目」を全専攻の必修科目とし，教科教育について，実践的，理論的に考
究する「教科教育に関する科目」は，教科教育専攻の各専修に設け，この２つの科目区分で教育の基礎理論を修
得させている。学校教育及び教科教育に関する諸課題について，実践的な研究を行う「教育実践研究」は，教科
教育専攻においては特に，前半を各専修・分野の基礎的，基本的な内容について教材化を図るための研究とし，
後半を実際の授業場面に即した実践研究とすることで，教科教育の理論と実践に関する高度な専門的能力の形成
を図っている。また，
「専門科目」
「課題研究」において，専門的知識と研究能力を身に付ける教育課程を編成し
ており，特に学校臨床心理専攻は臨床的な科目を配置するよう編成している。科目区分ごとに修得すべき単位数
は，各専攻で比重に差を持たせる（資料５－４－②－１）ことで，各専攻の養成する人材像に合致した教育を行っ
ている。
上記の科目区分から，修了に必要な所定の 30 単位を修得し，学位論文の審査及び最終試験に合格した者に対し
て「修士（教育学）
」の学位を授与している。
専門職学位課程の教育課程は，
「共通科目」
「分野別選択科目」
「学校における実習」
「共通演習」の４つに区分
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して編成している（前掲資料５－４－①－１）
。
「共通科目」は設置基準上の基本５領域に特別支援教育に関する
領域を加えた６領域 12 科目で編成し，１年次の履修を原則とすることで，学校の運営に積極的に携わるための基
本的能力を身につけさせている。
「分野別選択科目」は，
「学級経営・学校経営」
，
「生徒指導・教育相談」
，
「授業
開発」の３分野で構成し，教育現場の「今日的課題」に応えられる力量を形成させるため，理論に基づいた実践
とその検証を行っている。
「学校における実習」では，１年次に学校全体の機能を俯瞰し相互に関連づけて捉え，
２年次は１年次に見つけた自己課題（ストレートマスター）や勤務校の学校課題（現職教員大学院生）を解決す
るための実践と検証を行っている。これらの集大成として，
「共通演習」を設け，２年間蓄積された「パーソナル
ポートフォリオ」から，自己の課題解決に必要なものを精選させてマイオリジナルブックを作成させ，発表会を
経て２単位を与えている（資料５－４－②－２）
。
上記の科目区分から，修了に必要な所定の 46 単位を修得した者に「教職修士（専門職）
」を授与している。
資料５－４－②－１ 北海道教育大学大学院教育学研究科履修規則（抜粋）
（修了に必要な単位数）
第３条 修士課程の修了に必要な単位数は，30 単位とし，専攻別科目区分による単位は，次のとおりとする。
専
攻
学校教育
教科教育
養護教育
学校臨床心理
４
４
４
４
学校教育に関する科目
４
４
教科教育に関する科目
４
４
科 目 及 び 教育実践研究
４
４
４
４
単 位 数 課題研究
２２
１６
８
８
専門科目
６
６
６
自由選択科目
計
３０
２ 専門職学位課程の修了に必要な単位数は，46 単位とし，科目別区分による単位は，次のとおりとする。
専
攻
高度教職実践
２２
共通科目
１２
科 目 及 び 分野別選択科目
１０
単 位 数 学校における実習
２
共通演習
計
４６
出典：北海道教育大学大学院教育学研究科履修規則
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資料５－４－②－２ マイオリジナルブック（ＭＯＢ）の概要

出典：教職大学院のご案内 2015

【分析結果とその根拠理由】
修士課程では，
「学校教育に関する科目」
「教科教育に関する科目」
「教育実践研究」
「課題研究」
「専門科目」等
の科目区分で教育課程を編成し，教育の基礎理論，専門的知識と研究能力，教育の理論と実践に関する高度な専
門的能力を身につけさせ，所定の単位の修得，学位論文審査及び最終試験に合格した者に「修士（教育学）
」の学
位を授与している。
専門職学位課程では，
「共通科目」
「学校における実習」
「分野別選択科目」
「共通演習」の科目区分で教育課程
を編成し，学校運営の基本能力，教育現場の今日的課題に応えられる力量を身につけさせ，実践と検証を行わせ
た上で，所定の単位を修得した者に「教職修士（専門職）
」の学位を授与している。
このことから，教育課程の編成・実施方針に基づいて，教育課程が体系的に編成されており，その内容，水準
が授与される学位名において適切なものになっていると判断する。
観点５－４－③： 教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様なニーズ、学術の発展動向、社
会からの要請等に配慮しているか。
【観点に係る状況】
修士課程は，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関わりのある学術諸
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
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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おり，各専修における専門的能力の形成を図ってい
る。
一部の授業については，現職教員等の便宜を図る趣旨から，土・日曜日及び長期休業期間中に授業を開講して
おり，特に学校臨床心理専攻の授業においては，社会人が多いことを踏まえ，夜間開講に重点を置いた昼夜開講
制で授業を行っている。当該専攻の修学場所は，ベースキャンパスとして対面方式の授業が行われる札幌校を中
心に，旭川校，釧路校及び函館校に双方向遠隔授業によるサテライトキャンパスが置かれており，学生は希望す
る修学場所を選択することができる。
学生の多様なニーズへの配慮の一環として，教育職員免許状を所有していない者が，大学院修了時に教育職員
免許状（専修免許状）を取得できるプログラム（資料５－４－③－１）を実施しているほか，職業を有する等の
事情により，定められた修業年限で大学院の教育課程の履修が困難な者を対象とした長期にわたる履修制度を導
入している（資料５－４－③－１）
。学則第 53 条では，学生が入学する前に大学院又は他の大学院において修得
した単位を本学大学院において修得したものと見なす既修得単位の認定について定めている（資料５－４－③－
１）
。そのほか，学部の授業科目を科目等履修生として履修できる制度や，北海道大学大学院教育学研究科との単
位互換協定に基づく単位互換制度により，他大学における授業科目の履修を認めている（資料５－４－③－１）
。
平成 19 年度に文部科学省の大学院教育改革支援プログラムの支援を受けた
「現職教員の高度実践構想力開発プ
ログラム」
（平成 21 年度まで）では，現職教員が学校現場の課題を明確化し，その対応プログラムを立案のうえ，
学校内外の関係者の力を結集させて課題へ対応できる自立的研究遂行能力やプロジェクトの企画・マネジメント
能力の獲得を目指したものであり，その研究成果は教育に反映されている。
専門職学位課程では，
実践的指導力の育成を求める学校現場の要請に基づいて教育課程を編成しており，
「学級
経営・学校経営」
「生徒指導・教育相談」
「授業開発」の３分野から最低１科目ずつ履修し，新人教員に求められ
る基礎力の総合的な高度化を目指した「教職基礎力高度化コース」
，選択科目を自己課題に合わせて自由に履修す
ることができる，教職経験が５年以上の現職教員を対象とした「教職実践力高度化コース」
，学校組織マネジメン
トに関する科目が必修となる，教職経験が概ね 10 年以上の現職教員を対象とした「学校改善力高度化コース」を
平成 27 年４月から開設している（資料５－４－③－２）
。また，授業内容においては，いずれの講義も研究職教
員と実務家教員の協働により行っているとともに，理論と実践の乖離をつなぐものとされている臨床教育学の手
法に基づき，現在生起している学校現場の生徒指導場面を主題として取り上げている。
資料５－４－③－１ 教員免許状取得特別プログラム等利用者実績
H23
教員免許取得特別プログラム
長期履修制度
入学前既修得単位の認定
北海道大学大学院教育学研究科
授業科目履修

（単位：件）
H25
H26

H24
2

3

2

6

5

7

8

10

4

3

2

1

2

5

2

1

備考
http://www.hokkyodai.ac.jp/exam/graduate/
graduate-menkyo-program.html
http://www.hokkyodai.ac.jp/faculty/post/
master/graduate-long-range.html
北海道教育大学学則第 53 条
大学院教育学研究科学生便覧 P6
出典：教務課資料
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資料５－４－③－２ 専門職学位課程のコース概要

出典：教職大学院のご案内 2015 P.6

【分析結果とその根拠理由】
修士課程では，現職教員等の便宜を図る趣旨から，土・日曜日及び長期休業期間中に授業を開講しており，特
に学校臨床心理専攻の授業においては，社会人が多いことを踏まえ，夜間開講に重点を置いた昼夜開講制で授業
を行っている。教育職員免許状を所有していない者が，教育職員免許状（専修免許状）を取得できるプログラム
の実施や長期にわたる履修制度を導入し，職業を有する等の事情に配慮している。その他，既修得単位の認定や
学部の授業科目を科目等履修生として履修できる制度，北海道大学大学院教育学研究科との単位互換履修制度を
定めており，学生の多様なニーズに配慮を行っている。また，文部科学省の大学院教育改革支援プログラムに基
づく「現職教員の高度実践構想力開発プログラム」の研究成果を教育に反映している。
専門職学位課程では，
「教職基礎力高度化コース」
「教職実践力高度化コース」
「学校改善力高度化コース」
を開
設しており，授業内容においては，研究職教員と実務家教員の協働により行っており，社会からの要請や学術の
発展動向を踏まえた構造を有していると言える。
このことから，教育課程の編成又は授業科目の内容において，学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会か
らの要請等に配慮していると判断する。
観点５－５－①： 教育の目的に照らして、講義、演習等の授業形態の組合せ・バランスが適切であり、それ
ぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法が採用されているか。
【観点に係る状況】
修士課程では，専攻や専修の目的や特色に応じて，講義と演習の組合せを基本としつつ，実験及び実習の授業
形態をとっている（資料５－５－①－１）
。教育課程を構成する科目群（前掲資料５－４－①－１）のうち，
「学
校教育に関する科目」
，
「教科教育に関する科目」及び「専門科目」では，各教員は基本的に特論（講義）と特別
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演習（演習）を各１科目開設しており，学生は理論とその応用・実践を修得することができる。また，
「課題研究」
は個別対応の研究指導であり，全体を通して，研究能力と教育実践力の双方を培う体制としている。さらに，多
くの授業は少人数授業であり（資料５－５－①－２）
，個々の大学院生に応じた指導を行っているとともに，講義
形式の中においても討論・実験・実習・演習・フィールド調査・発表等を取り入れている。学校臨床心理専攻に
おいては，研究科独自の授業方法として双方向遠隔授業及び出張講義，夏季及び冬季の集中講義を行っており，
拠点校及び他の就学校双方が同じ講義を受けられるようにしている。
その他，
教育現場での経験を積ませるため，
ＴＡ制度（資料５－５－①－３）
（資料５－５－①－４）や附属学校と連携しての演習や実習にも積極的に取り組
んでいる（資料５－５－①－５）
。特に，文部科学省の平成 19 年度大学院教育改革支援プログラムに採択された
「現職教員の高度実践構想力開発プログラム」
（平成19 年度～21 年度）
の研究成果として，
教育臨床実践メンター
によるメンタリング，実践における研究主題の掘り起こしと研究の遂行を支援するため，大学教員が院生の勤務
校を訪問し研究指導をする勤務校訪問型のスーパーヴァイズ，現職教員とストレートマスターの協働研究を学校
臨床心理専攻における教育に導入した。さらに，このプログラムを発展継続させ，
「教育現場のニーズへ対応する
大学と教育関係機関との互恵的パートナーシップによる教育臨床的アプローチ」
（平成 24 年度～26 年度）では教
育・福祉という横のつながりから，公的教育相談機関，通信制高等学校，福祉施設等と互恵的パートナーシップ
を結び，ワークショップやカンファレンス等のアクティブラーニングを取り入れた授業改革を積極的に取り組ん
でいる。このプログラムでは，地域の教育関係機関との協働に基づく高度な実践構想力の育成を目指すために，
学校臨床心理学・臨床教育学科目群を中核にし，教育学，教育心理学，臨床心理学，障害児教育学の４領域にわ
たる科目からカリキュラムを構成している。これらを踏まえ，２年次には教育以外の現場でも実習を行い，教育
現場を外部からみる経験や，他職種との協働について学んでいる。また「課題研究」では，教育と心理の異なる
専門領域の教員が研究指導を行っていることも特徴である。
専門職学位課程では，科目群ごとに基本的な内容・目的を定め（前掲資料５－４－①－１）
，それに応じた授業
形態をとっている（資料５－５－①－１）
。共通科目は講義，分野選択科目は演習を基本としつつ，内容に応じて
授業形態を変え，
「講義」とした科目の中にも事例研究，討論，実習などを取り入れ，参加型の授業を展開してい
る。その他に「学校課題」の解決に実践的に取り組むことを目的としている「学校における実習」と，実践に深
く根ざした教職大学院での「学び」についての自分の研究物語とした「共通演習（マイオリジナルブックの作成）
」
（前掲資料５－４－②－２）を配置している。また，授業は札幌校，旭川校，釧路校を双方向遠隔授業システム
でつないで実施している。授業の進行の基本構造は，講義とキャンパスごとの議論と全体討議の組み合わせによ
り，多様な事例を共有し合い，討論と省察の機会を与えており，実践への意識を強く持ったスクールリーダーと
しての素養を培う体制となっている。授業においては講義及び演習，実習などにより，研究者教員及び実務家教
員の協働による指導やストレートマスターと現職教員との活発な討論などにより，理論と実践を往還する学びを
実現している。
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資料５－５－①－１ 授業科目の開設形態（平成 26 年度実績）
開設科目数
547
45

修士課程
専門職学位課程

講義
71
3

演習
273
11

講義・演習
161
18

実験，実習，実技
39
12

講義・演習・実習
3
1
出典：教務課資料

資料５－５－①－２ 年度ごとの開講科目数，受講者数等
開講科目数

延べ受講者

１科目平均受講者

１科目最多受講者数

１科目最少受講者数

平成 21 年度

608

1,889

3.11

23

1

平成 22 年度

595

1,844

3.10

19

1

平成 23 年度

550

1,663

3.02

23

1

平成 24 年度

535

1,685

3.15

20

1

平成 25 年度

535

1,926

3.60

24

1

平成 26 年度

547

1,560

2.85

16

1
出典：教務課資料

資料５－５－①－３ 北海道教育大学ティーチング・アシスタント取扱要項（抜粋）
（趣旨）
第１ この要項は，北海道教育大学大学院（以下「大学院」という。）に在学する優秀な学生に対し，教育的配慮の下に教育補助
業務を行わせ，これに対する報酬を支払うことにより，処遇の改善に資するとともに，教員・研究者としてのトレーニングの機
会提供及び学部教育の充実を図るため，必要な事項を定める。
（名称）
第２ 第１に定める教育補助業務を行う者の名称は，ティーチング・アシスタント（以下ＴＡという。）とする。
（職務内容）
第３ ＴＡは，教育的効果を高めるため，授業科目を担当する教員（以下「授業担当教員」という。）の指示に従い，学部学生等
に対する実験，実習，演習等の教育補助業務に従事する。
出典：北海道教育大学ティーチング・アシスタント取扱要項

資料５－５－①－４ ＴＡの採用状況
各校

平成22年度
人数

札幌校･

時間数

平成23年度
人数

時間数

平成24年度
人数

時間数

平成25年度
人数

平成26年度

時間数

人数

時間数

76

7,786

90

8,504

99

8,222

94

8,037

81

11,562

函館校

33

2,647

28

2,368

29

1,990

18

986

13

1,009

旭川校

32

2,018

25

2,155

29

2,937

31

3,710

35

3,447

釧路校

22

2,009

29

2,258

30

2,055

33

2,166

24

2,443

計

163

14,460

172

15,285

187

15,204

176

14,899

153

18,461

岩見沢校

出典：教務課資料
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資料５－５－①－５ 附属学校における院生の研究授業及び非常勤講師

札幌小学校

札幌中学校

函館中学校
旭川小学校

旭川中学校

釧路小学校

釧路中学校

平成 25 年度
・大学院生６名が各学年に入り協力教授（Ｔ･Ｔ）などに週に２～３日程度参画した。（非常勤講師）
・教職大学院生の俯瞰実習として５名の学生が前期・後期に４週間ずつ授業観察・研究授業を行った。
・大学院生１名が特別支援学級の全学年（３学級）の協力教授などの指導助手を担当した。（非常勤講師）
学校臨床心理専攻院生が特別支援学級にて授業参観，余暇活動の実習を行った。
・学校臨床心理専攻院生が特別支援学級にて心理検査の演習を行なった。
・理科で２名、英語で１名、非常勤講師として、授業を担当した。
・特別支援学級で１名、授業補助を担当した。
・教職大学院生が６名、俯瞰実習として前期・後期に４週間ずつ実習を行った。
・学校臨床心理専攻院生１名が非常勤講師として特別支援学級の全学年（中学校の３学級）の指導補助を担当し
た。
・学校臨床心理院生が１名、心の相談員として勤務した。
・大学院生１名が８月９月に実習で社会の研究授業を行った。
・教職大学院の俯瞰実習として，4 週間ずつ，前期・後期に授業観察，研究授業を行っている。
・院生 4 名が非常勤講師として勤務した。
・家庭科の実験授業を行った。
・教職大学院の俯瞰実習として，4 週間ずつ，前期・後期に授業観察，研究授業を行っている。
・院生 3 名が非常勤講師として勤務した。
・社会の実験授業を行った。
・教職大学院の実習として，４週間ずつ，前期・後期に授業観察，研究授業を行っている（Ｍ１ストレートマス
ター，Ｍ１現職院生）。
・研究大会授業参観
・院生が非常勤教員として、４名勤務している（年間約 2,700 時間）。
・教職大学院の実習として，４週間ずつ，前期・後期に授業観察，研究授業を行っている（Ｍ２現職院生）。
・研究大会授業参観
・院生が非常勤教員として，１名勤務している（年間約 1,000 時間）。
出典：教務課資料

【分析結果とその根拠理由】
修士課程については，
講義科目と演習科目を１対１として授業形態をバランス良く組合せ，
少人数授業中心で，
双方向遠隔授業や討論・フィールド調査・実験等を取り入れている。学校臨床心理専攻では，教育臨床実践メン
ターによるメンタリング等を教育に導入するなど，教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫を行っている。
専門職学位課程については，各科目群の特徴に合わせて多様な授業形態を効果的に利用し，双方向遠隔システ
ムを活用しつつ，知識の受容・討論・省察を組み合わせた授業方法の工夫を行っている。
このことから，教育の目的に照らして，講義，演習等の授業形態の組合せ・バランスが適切であり，それぞれ
の教育内容に応じた適切な学習指導法が採用されていると判断する。
観点５－５－②： 単位の実質化への配慮がなされているか。
【観点に係る状況】
修士課程では，
全学の年間暦に共通のルールを設けており，
各年度を前期と後期に分けそれぞれ 15 回を確保し，
祝日等の理由により確保できない曜日については，
曜日振り替え授業日を設けて授業回数を確保している。
また，
１年間の授業期間を，定期試験の期間を含め前期 18 週，後期 19 週と年間で 37 週確保しており，年間スケジュー
ルを学生便覧等によりあらかじめ明示している（資料５－５－②－１）
。自主学修環境の整備として，大学院生用
の院生室・演習室を確保しているとともに，附属図書館の夜間開館・土日祝日開館を行い，現職教員を含めた大
学院学生に対する学修環境に配慮している。授業による教育効果，授業時間外に必要な学修等を考慮のうえ，授
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業方法に応じた単位の計算方法を学則に明確に定めており，修了に必要な単位を 30 単位としている（資料５－５
－②－２）
（資料５－５－②－３）
。
専門職学位課程では，１年間４クォーター制（１クォーター約２カ月）
（資料５－５－②－４）で,共通科目,
コース別選択科目の１回の講義を２コマ連続で行うことを原則としており,１クォーターの期間内で１科目
（２単
位）の講義が終了するようになっている。共通科目,分野別選択科目は,現職教員への配慮として,原則夜間１科目
（６校時 18 時から２コマ連続）と土曜午後２科目の講義としている。ただし,指導教員がゼミ形式で行う分野別
選択科目の「事例研究」は,不定期の実施として,現職教員とストレートマスターの修学事情に配慮し,任意の時間
を設定できるようにしている。また，1 年間に履修登録できる単位数の上限を原則 32 単位とし，修了に必要な単
位数を 46 単位としている（資料５－５－②－３）
（資料５－５－②－４）
。
資料５－５－②－１ 平成27年度北海道教育大学年間行事予定（大学暦）について

出典：学生便覧

資料５－５－②－２ 北海道教育大学学則（抜粋）
（単位の計算方法）
第26条 各授業科目の単位の計算方法は，１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし，
授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，授業時間外に必要な学修等を考慮して，次の基準によるものとする。
(1) 講義及び演習については，15 時間の授業をもって１単位とする。ただし，演習については，30 時間の授業をもって１単位と
することができる。
出典：北海道教育大学学則
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資料５－５－②－３ 北海道教育大学学則（抜粋）
（修士課程の修了）
第 58 条 修士課程の修了には，第 42 条に規定する修業年限以上在学し，第 49 条の規定による授業科目について 30 単位以上を修
得し，かつ，必要な研究指導を受けた者で，修士論文を提出し，その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし，特
に優れた業績をあげた者の在学期間に関しては，当該課程に１年以上在学すれば足りるものとする。
２ 修士論文については，適当と認められるときは，特定の課題についての研究の成果をもって代えることができる。
３ 学長は，教授会の意見を聴取の上，修士課程の修了を認定する。
（専門職学位課程の修了）
第 59 条 専門職学位課程の修了には，第 42 条に規定する修業年限以上在学し，第 49 条の規定による授業科目について 46 単位以
上を修得しなければならない。
２ 学長は，教授会の意見を聴取の上，専門職学位課程の修了を認定する。
出典：北海道教育大学学則

資料５－５－②－４ 履修要領等
２ 履修要領等
（１）履修要領等
エ 履修方法及び授業時間
学則第11条第２項に定める学期は，次のとおりです。
・平成27年度
第１クォーター ４月４日～ ６月10日
第２クォーター ６月８日～ ８月３日
第３クォーター ９月26日～ 11月30日
第４クォーター 11月25日～ ２月１日
「昼間開講コース」の学生は，平日の昼間に開講される授業，夏期休業等の長期休業期間に集中講義で開講される授業を履
修します。ただし，科目によっては，夜間に開講される授業を履修する場合もあります。
「昼夜開講コース」の学生は，原則として夜間に開講される授業を履修します。昼間の授業（夏期休業等の長期休業期間
の集中講義を含む。
）を履修することもできます。
「昼間開講コース」授業時間
「昼夜開講コース」授業時間
校 時
１ 校時
2 校時
3 校時
4 校時
5 校時

開始時刻 ～ 終了時刻
９：００
～ １０：３０
１０：４０
～ １２：１０
１３：００
～ １４：３０
１４：４０
～ １６：１０
１６：２０
～ １７：５０

校 時
6 校時
7 校時

開始時刻 ～ 終了時刻
１８：００
～ １９：３０
１９：４０
～ ２１：１０

オ 履修上の一般的留意事項
（中略）
(ｳ) 授業は，配当年次に従って履修してください。
１年間に履修科目として登録できる単位数の上限は，32単位までです。ただし，現職教員は，配当年次にかかわら
ず授業を履修することができます。なお，１年間に履修科目として登録することができる単位数の上限は，44単位ま
でです。
出典：教務課資料

【分析結果とその根拠理由】
修士課程では，
１年間の授業期間を，
定期試験の期間を含め前期 18 週，
後期 19 週と年間で 37 週確保しており，
年間スケジュールを学生便覧等によりあらかじめ明示している。
専門職学位課程では，1 年間に履修登録できる単位数の上限を原則 32 単位と設定しており，学修すべき授業科
目の精選や授業時間外の学修時間を確保している。学生の主体的な学修の環境整備として，大学院生用の院生室・
演習室や附属図書館の夜間開館・土日祝日開館により，学修環境に配慮している。
このことから，単位の実質化への配慮がなされていると判断する。
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観点５－５－③： 適切なシラバスが作成され、活用されているか。
【観点に係る状況】
本学では，大学教育情報システムの機能を活用した電子シラバスを作成しており，そのシラバスの内容は，
「授
業の目標」
「授業計画」
「成績評価」を中心に，科目番号，授業科目名，単位数，開講期，曜日・時限，授業形態，
担当教員，授業内容，授業の位置づけ，到達目標，教職チェックリスト，テキスト，参考文献，オフィス・アワー，
備考欄の項目から構成されている（前掲資料５－２－③－１）
。シラバスは本学ウェブサイトで公開しており，学
内外で閲覧することができる。
教員のシラバス作成に当たっては，大学教育開発センター及び教育改革室で策定した「シラバス作成の手引き」
を各教員に向けて配布している。手引きには，シラバスをめぐる状況や高等教育の国際的・全国的な動向から見
たシラバスの今日的位置づけ等を示しているなど，全体像が見渡せる構成となっており，各項目の具体的記入方
法についても詳細に記載されている。作成されたシラバスは，各校のカリキュラム委員が点検を行い，記載上の
不備を指摘するとともに，適正な内容に書き改めるよう勧告する体制を整えている。また，シラバス改善のため
の方策として，
「シラバス作成の手引き簡易版」を作成している。シラバスは，学生との契約書的な性格があり，
「到達目標」及び「成績評価」の変更により学生が不利益を被らないようにするために授業開始後はなるべく変
更しないことや「授業計画」の中で予習・復習の内容や方法などを詳細に記載することを求めている。
シラバスの活用については，シラバスの閲覧と履修登録は，共に大学教育情報システムを利用していることか
ら，学生はシラバスを確認しながら履修登録を行うことが可能となっている。
【分析結果とその根拠理由】
教員のシラバス作成に当たっては，各項目の具体的記入方法について詳細に記載されている「シラバス作成の
手引き」をもとに，大学教育情報システムの機能を活用した電子シラバスにより作成している。
作成された全シラバスは，各校のカリキュラム委員が点検を行い，記載上の不備を指摘すると共に，適正な内
容に書き改めるよう勧告する体制を整えている。
シラバスの活用については，シラバスの閲覧と履修登録は，共に教育情報システムを利用していることから，
学生はシラバスを確認しながら履修登録を行うことが可能となっている。
このことから，適切なシラバスを作成し，活用されていると判断する。
観点５－５－④： 夜間において授業を実施している課程に在籍する学生に配慮した適切な時間割の設定等が
なされ、適切な指導が行われているか。
【観点に係る状況】
修士課程では，通常の昼間開講コースのほかに昼夜開講コースを設け，現職教員など社会人学生に配慮した授
業時間帯を設定している。平日の夜間には，拠点校として対面方式の授業が行われる札幌校を中心に，旭川校，
釧路校及び函館校において双方向遠隔授業システムを利用して受講可能となっており，土・日曜日並びに休業期
間は各校とも対面で授業を行っている。また，受講者の希望に応じて，昼間開講コースと同じ授業が開講されて
いるほか，
「昼夜開講コース」での履修と併せて「昼間開講コース」の授業（夏期休業等の長期休業期間の集中講
義を含む。
）
が履修可能となっている。
授業は基本的に少人数授業であり，
学生と授業担当教員が日時調整のうえ，
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実施されることから，夜間において授業を実施している課程に在籍する学生に配慮がなされている。さらに，大
学院生の学習目標達成を重視し，
社会人として働きながら学ぶ学生を支援するため，
長期履修制度を設けている。
専門職学位課程では，昼夜開講制をとっており，夜間の授業時間は６講目 18:00～19:30，７講目 19:40～21:10
と，現職教員などの学生が受講しやすいように配慮している（前掲資料５－５－②－４）
。ただし，指導教員がゼ
ミ形式で行うコース別選択科目の「事例研究」は，不定期の実施として，現職教員とストレートマスターの修学
事情に配慮し，昼間でも夜間でも任意に時間を設定できるようにしている。また，この指導教員が，学生の在学
期間中を通して，学修や修学上の相談，支援を行っており，各科目の担当教員においては，オフィス・アワーよ
る学生の質問，学習指導に応じる体制となっている。履修計画の指導については，入学時の新入生ガイダンスに
おいて授業の履修計画の説明を行い，指導教員の指導のもとで履修計画を作成している。履修登録の方法につい
ては，学生便覧において，履修上の一般的留意事項・履修登録の方法を明確に説明するとともに，その手順を流
れ図で分かりやすく示している。また，履修登録は，学生が学内の大学教育情報システムにより行うこととなっ
ているが，書面による届け出も必須としており，この届け出に伴って担当教員による修学上の指導，助言を行っ
ている。
【分析結果とその根拠理由】
修士課程では，適切な授業時間帯の設定，長期履修制度の実施等により，社会人学生の立場に配慮した教育体
制を取っている。また，
「昼夜開講コース」での履修と併せて「昼間開講コース」の授業を履修可能となっている
ことや学生と授業担当教員が日時調整を行い，授業を実施しており，在籍する学生に配慮がなされている。
専門職学位課程では，在学期間を通して指導教員による事例研究（ゼミ形式）を任意の時間に設定することに
より，講義の受講可能な時間帯が限られている現職教員にも対応している。
このことから，夜間において授業を実施している課程に在籍する学生に配慮した適切な時間割の設定等がなさ
れ，適切な指導が行われていると判断する。
観点５－５－⑤： 専門職学位課程を除く大学院課程においては、研究指導、学位論文（特定課題研究の成果
を含む。
）に係る指導の体制が整備され、適切な計画に基づいて指導が行われているか。
【観点に係る状況】
学位論文及び修学の指導・助言を行うため，入学後，各自の研究テーマによって研究指導教員を配置し（資料
５－５－⑤－１）
,研究指導教員の下で２年間を見通した履修計画を立て，
修了までの指導を一貫して行っており，
必要に応じて指導補助教員と共同して指導に当たっている。
また，
各校の教員会議が教育上必要と認めるときは，
学生は，他の大学院又は研究所等において，１年を超えない範囲で必要な研究指導を受けることができることと
している（資料５－５－⑤－２）
。特に，入学時のガイダンスでは，学位論文の作成，学位授与に至るまでのプロ
セスについて説明を行っている。なお，学位論文の作成にあたり，適当と認められるときは演奏，作品，教材開
発，実践研究報告等の特定課題研究をもって代えることができるとしている（資料５－５－⑤－３）
。
資料５－５－⑤－１ 北海道教育大学学則（抜粋）
（研究指導教員等）
第 50 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，学生ごとに研究指導教員を定める。
出典：北海道教育大学学則
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資料５－５－⑤－２ 北海道教育大学大学院研究科履修規則（抜粋）
（修士課程の研究指導）
第６条 修士課程の研究指導は，研究指導教員の指導の下に学位論文の作成等を行うものであって，原則として個人指導とする。
２ 北海道教育大学教員会議規則（平成26年規則第27号。以下「教員会議」という｡）が教育上必要と認めるときは，学生は，他
の大学院又は研究所等において，１年を超えない範囲で必要な研究指導を受けることができる。
出典：北海道教育大学大学院研究科履修規則

資料５－５－⑤－３ 特定課題研究に関わる規定
北海道教育大学学則（抜粋）
（修士課程の修了）
第58条
（中略）
２ 修士論文については，適当と認められるときは，特定の課題についての研究の成果をもって代えることができる。
北海道教育大学学則第 58 条に関する要項（抜粋）
第２ 学則第 58 条第２項の適用については，次に掲げるところによる。
(1) 学則第 58 条第２項に定める特定の課題についての研究の成果とは，演奏，作品，教材開発，実践研究報告等で学位論文に相
当する内容を持つと判断されるものとする。この場合において，論文形式をとらないものについては，これに関連する論文を
必要とするものとする。
(2) 前号の規定が適用される者は，現職教員等（退職者を含む。以下同じ。
）である学生とする。ただし，音楽教育専修及び美術
教育専修に所属する現職教員等以外の学生についても，適用するものとする。
出典：北海道教育大学学則及び北海道教育大学学則第 58 条に関する要項

【分析結果とその根拠理由】
学生ごとに研究指導教員を定め，２年間を見通した適切な履修計画に基づき，研究及び学位論文の作成に関す
る一貫した指導を行っている。また，必要に応じて指導補助教員と共同して指導に当たっている。入学時のガイ
ダンスでは，学位論文の作成，学位授与に至るまでのプロセスについて説明を行っている。
このことから，研究指導，学位論文（特定課題研究の成果を含む。
）に係る指導の体制が整備され，適切な計画
に基づいて指導が行われていると判断する。
観点５－６－①： 学位授与方針が明確に定められているか。
【観点に係る状況】
修士課程及び専門職学位課程の学位授与方針は，それぞれ「北海道教育大学大学院教育学研究科修士課程の学
位授与の方針」
（資料５－６－①－１）
「北海道教育大学大学院教育学研究科専門職学位課程の学位授与の方針」
（資料５－６－①－２）として定め，学生に身につけさせるべき資質・能力について方針を示している。
資料５－６－①－１ 北海道教育大学大学院教育学研究科修士課程の学位授与の方針
本学が定める期間在学し，人材養成に関する目的を実現するために設定された授業科目の単位を修得するとともに，学校教育
について，以下のような知識・能力や態度を身につけたと認められる者で，学位論文及び最終試験の審査に合格した者に学位を
授与する。
１．学校教育に関わる各分野における専門的研究を深め，その成果を基盤として，各分野における諸課題を理論的・実践的に深
く究明する知識と能力
２．学校教育の理論と実践に関する，又は教育臨床的アプローチを有効に進めることのできる高度な専門的能力
３．様々な教育課題に対し，研究的視点をもって対応できる態度と能力
出典：http://www.hokkyodai.ac.jp/faculty/post/master/
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資料５－６－①－２ 北海道教育大学大学院教育学研究科専門職学位課程の学位授与の方針
本課程では，大学が定める修業年限以上在学し，学校現場における諸課題について，理論と実践に関する高度な専門的能力を
身につけ，その教育目的に沿って設定された授業科目（「共通科目」「分野別選択科目」「学校における実習」及び「共通演習」）
のうち修了に必要とされる単位を修得した者に，専門職学位「教職修士（専門職）」を授与する。
出典：http://www.hokkyodai.ac.jp/faculty/post/professional/

【分析結果とその根拠理由】
本学大学院修士課程及び専門職学位課程では，学位を授与するにあたって，学生に身につけさせるべき資質・
能力についての方針を明確にし，学位授与の方針として定めている。このことから，学位授与の方針を明確に定
めていると判断する。
観点５－６－②： 成績評価基準が組織として策定され、学生に周知されており、その基準に従って、成績評
価、単位認定が適切に実施されているか。
【観点に係る状況】
成績評価基準は，修士課程及び専門職学位課程ともに，
「北海道教育大学大学院教育学研究科履修規則」第９条
（資料５－６－②－１）において，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆの５段階評価とし，その評価方法を個々のシラバスに明
示している。また，成績評価方法は，各授業科目の授業方法に応じて，小テスト及び定期試験，課題レポート，
発表及び討論，提出作品，授業の参加態度，予習・復習の自主的学修態度，出欠席の状況等多様な要素を組み合
わせることにより適切に単位認定を行っている。
なお，成績評価基準及び成績評価方法は，学生便覧，各授業科目のシラバスにおける成績評価欄及び入学時の
ガイダンスにおいて周知を行っている。併せて，指導教員に対しても，
「シラバス作成の手引き」を作成・配付し
て，評価基準を明示することの重要性を確認した上で評価方法の例を示し，厳正な成績評価の実現に努めている
（前掲資料５－３－③－１）
。
資料５－６－②－１ 北海道教育大学大学院教育学研究科履修規則（抜粋）
（成績の評価）
第９条 授業科目の試験の成績は，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ及びＦの５段階により評価し，Ａ，Ｂ，Ｃ及びＤを合格とし，Ｆを不合格とす
る。
２ 前項の評価の方法は，別表第１のとおりとする。
３ 他の大学等（外国の大学等を含む。
）において履修した授業科目の成績の評価は，別表第２のとおりとする。
（中略）
別表第１（第９条関係）
成績の評価
評 価 の 内 容
Ａ
特に優秀な成績
Ｂ
優れた成績
Ｃ
標準的な成績
Ｄ
合格と認められる最低の成績
Ｆ
不合格
Ｆ*
不合格（再試験を認める場合）
Ｉ
履修未完了
Ｐ
成績評価の延期
注１ 「Ｆ＊」は，試験の結果，やや学修が及ばず不合格になった科目について，再試験を認める場
合の評価を示す。次学期に再試験登録を行うことにより，授業への出席を要せず授業担当教員の
指定する試験等（課題の提出等を含む。
）の結果に基づき，Ｄ又はＦの評価を行う。
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２ 「Ｉ」は，授業期間外に行われる実習，集中講義，不定期講義及び補講等により，成績評価期
限までに成績の評価ができない科目を示す。
３ 「Ｐ」は，現職教員等の社会人の履修科目及び教育実践研究で成績評価期限までに成績の評価
ができない科目を示す。
４「Ｆ＊」
，
「Ｉ」及び「Ｐ」の成績評価は，次学期の成績提出期限までに行う。なお，現職教員等
の社会人の履修科目及び教育実践研究に限り，やむを得ない場合は，
「Ｐ」の再評価を認める。
５ 成績証明書の評語は，Ａ及びＢを優，Ｃを良，Ｄを可として表記する。
出典：北海道教育大学大学院教育学研究科履修規則

【分析結果とその根拠理由】
成績の評価基準は，修士課程及び専門職学位課程ともに，
「北海道教育大学大学院教育学研究科履修規則」第９
条において，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆの５段階評価とし，評価方法は，個々のシラバスに明示するとともに，多様な
要素を組み合わせることにより行っている。また，成績評価基準及び成績評価方法は，学生便覧，各授業科目の
シラバスにおける成績評価欄及び入学時のガイダンスにおいて周知を行っている。併せて，指導教員に対しても，
「シラバス作成の手引き」を作成・配付して，評価基準を明示することの重要性を確認した上で評価方法の例を
示し，厳正な成績評価の実現に努めている。
このことから，成績評価基準が組織として策定され，学生に周知されており，その基準に従って，成績評価，
単位認定を適切に実施していると判断する。
観点５－６－③： 成績評価等の客観性、厳格性を担保するための組織的な措置が講じられているか。
【観点に係る状況】
成績評価は，修士課程及び専門職学位課程ともに，指導教員が個々にシラバスの「成績評価」欄に明示してい
る。教員がシラバスを作成する際に配付している「シラバス作成の手引き」に成績評価の指針を示しており，全
学的な成績評価に関する考え方の統一を図っている（前掲資料５－３－③－１）
。
【分析結果とその根拠理由】
成績評価の客観性及び厳格性を担保するために，
各授業科目のシラバスにおいて評価方法を明記しているほか，
指導教員に「シラバス作成の手引き」を配付し，成績評価の指針を示している。
このことから，成績評価等の客観性，厳格性を担保するための組織的な措置が講じられていると判断する。
観点５－６－④： 専門職学位課程を除く大学院課程においては、学位授与方針に従って、学位論文に係る評
価基準が組織として策定され、学生に周知されており、適切な審査体制の下で、修了認定が
適切に実施されているか。
また、専門職学位課程においては、学位授与方針に従って、修了認定基準が組織として策
定され、学生に周知されており、その基準に従って、修了認定が適切に実施されているか。
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【観点に係る状況】
修士課程は学則第 58 条において，
「修士課程の修了には，第 42 条に規定する修業年限以上在学し，第 49 条の
規定による授業科目について 30 単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた者で，修士論文を提出し，そ
の審査及び最終試験に合格しなければならない。
」と定めており，同様に，専門職学位課程についても学則第 59
条に「専門職学位課程の修了には，第 42 条に規定する修業年限以上在学し，第 49 条の規定による授業科目につ
いて 46 単位以上を修得しなければならない。学長は，教授会の意見を聴取の上，修士課程及び専門職学位課程の
修了を認定する。
」と定めている（前掲資料５－５－②－３）
。これらの基準は，学生便覧に掲載しているととも
に，入学時のガイダンスや本学ウェブサイトにおいて周知を行っている。
修士課程における学位論文の審査体制は，
「北海道教育大学学位規則」第６条第２項に「審査委員会は，学位論
文を提出した学生が所属する専修及び当該学位論文の内容と関連する専修に属する研究科担当教員のうちから，
研究指導教員を含む３人以上の審査委員をもって組織する。
」と定めており（資料５－６－④－１）
，審査基準に
ついても，学位論文及び最終審査に関する審査基準を定めている。論文審査は，学生が学位論文審査願に論文１
編（正本１部，副本２部）及び論文要旨を添えて，修了年度の指定する日までに学長に提出し，それを審査基準
に基づき審査委員会で審査する。審査結果については，当該論文及び最終試験の審査結果を学位論文審査結果報
告書及び最終試験審査結果報告書により，
審査委員会が学長に報告することとなっている
（資料５－６－④－２）
。
これらは，学生便覧の規則集に掲載し，周知を行っている。
資料５－６－④－１ 北海道教育大学学位規則（抜粋）
（審査委員会）
第６条 教授会は，前条第２項の学位論文が審査に付されたときは，審査委員会を設置し，学位論文の審査及び最終試験を行わせ
るものとする。
２ 審査委員会は，学位論文を提出した学生が所属する専修及び当該学位論文の内容と関連する専修に属する研究科担当教員のう
ちから，研究指導教員を含む３人以上の審査委員をもって組織する。
３ 前項の審査委員会には，同項の審査委員のほか，必要に応じて他大学の研究科担当教員を加えることができる。
４ 審査委員会に委員長を置き，審査委員の互選とする。
出典：北海道教育大学学位規則

資料５－６－④－２ 北海道教育大学学位論文に関する取扱要項（抜粋）
（論文研究題目の届出）
第２ 論文を提出しようとする者は，研究指導教員の承認を得て，学位論文研究題目届（別記様式第１号）を，修了年度の所定の
期日までに，学長に提出しなければならない。
（論文の提出）
第３ 論文の審査を受けようとする者は，学位論文審査願（別記様式第２号）に論文１編（正本１部，副本２部）及び論文要旨を
添えて，修了年度の指定する日までに，学長に提出しなければならない。
（論文の審査）
第４ 論文は，学位規則第６条に定められた審査委員会で審査するものとする。
（論文及び最終試験の審査結果報告）
第５ 審査委員会は，当該論文及び最終試験の審査結果を学位論文審査結果報告書（別記様式第３号）及び最終試験審査結果報告
書（別記様式第４号）により，学長に報告しなければならない。
出典：北海道教育大学学位論文に関する取扱要項

【分析結果とその根拠理由】
修了認定基準は，北海道教育大学学則に修了要件として明確に定めており，学長は教授会の意見を聴取の上，
修了を認定している。また，学位論文の審査体制・審査基準も明確に定めている。これらの基準・審査体制は，
学生便覧や入学時ガイダンス及び本学ウェブサイトにおいて周知を行っている。
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このことから，学位授与方針に従って，卒業認定基準が組織として策定され，学生に周知されており，その基
準に従って修了認定が適切に実施されていると判断する。

（２）優れた点及び改善を要する点
【優れた点】
○ 教員養成課程と一体的な大学全体の機能強化を図り，
現代社会の多様なニーズに応える人材養成を行うため，
新たな教育課程を編成し，国際地域学科及び芸術・スポーツ文化学科を設置した。
○ 国立大学改革強化推進補助金により，
「グローバル教員養成プログラム」を教員養成課程の札幌校，旭川校，
釧路校に開講し，高い英語力と豊かな国際感覚を有し，社会のグローバル化について深く理解し，それに対応
した教育活動の先導的役割を担うことができる教員を養成している。
○ 教育支援機能及び単位制度の実質化の更なる充実を目的として，
平成 23 年度から大学教育情報システムに出
欠管理機能を追加し，全授業の出欠情報を確認することができる。
○ 修士課程の一部の授業は，現職教員等の便宜を図る趣旨から，土・日曜日及び長期休業期間中の授業開講や，
特に学校臨床心理専攻の授業は，社会人が多いことを踏まえ，夜間開講に重点を置いた昼夜開講制，ベースキャ
ンパスとして対面方式の授業が行われる札幌校を中心とした，旭川校，釧路校及び函館校への双方向遠隔授業
を行っている。
○ 専門職学位課程では，修士論文に代わるものとして，実践に深く根ざした教職大学院での学びについて，２
年間蓄積された「パーソナルポートフォリオ」から，自己の課題解決に必要なものをまとめたマイオリジナル
ブックを作成している。
【改善を要する点】
○ 平成 24 年度実施の学生生活実態調査結果では，
学生の自主的な学習時間が少ないことが明らかとなっている。
学生の自学習を促す観点から，教員がより一層，シラバスに予習・復習の内容や方法等を記載するとともに，
学生に周知を図る必要がある。
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基準３ 学習成果について
（１）観点ごとの分析
観点６－１－①： 各学年や卒業（修了）時等において学生が身に付けるべき知識・技能・態度等について、
単位修得、進級、卒業（修了）の状況、資格取得の状況等から、あるいは卒業（学位）論文
等の内容・水準から判断して、学習成果が上がっているか。
【観点に係る状況】
国際地域学科及び芸術・スポーツ文化学科については，平成 26 年度から開設しており，学年進行中であること
から，本観点では，教員養成課程及び当該学科の前身である人間地域科学課程（函館校）
，芸術課程（岩見沢校）
，
スポーツ教育課程（岩見沢校）について，観点に係る状況の記載及び分析を行う。
学部及び大学院における平成 26 年度卒業・修了生の単位取得状況は，学部の教員養成課程で 95.2％，人間地
域科学課程で 88.7％,芸術課程で 96.6％,スポーツ教育課程で 98.2％,修士課程で 99.5％，専門職学位課程で
98.8％と,それぞれ高い割合となっている。
学部では，教員養成課程以外の課程でも教育職員免許等の資格取得を目指す学生が約半数と多く，平均単位取
得数は，卒業必要単位である 124 単位に対して，過去５年間平均で教員養成課程 162.1 単位，人間地域科学課程
144.4 単位，芸術課程 151.4 単位，スポーツ教育課程 152.1 単位という状況である（資料６－１－①－１）
。また，
大学院においては，修士課程の修了必要単位である 30 単位に対して 37.1 単位（過去５年間）
，専門職学位課程の
修了必要単位である 46 単位に対して 51.4 単位（過去５年間）となっている（資料６－１－①－２）
。
平成 22～26 年度における「標準修業年限内卒業（修了）率」は，学部が 88.1～94.5％，大学院修士課程が 63.2
～77.0％，大学院専門職学位課程が 89.5～97.1％であり，
「『標準修業年限×1.5』年内卒業（修了）率」は，学
部が 94.2～97.3％，大学院修士課程が 81.2～95.0％，大学院専門職学位課程が 95.8～100.0％となっている（資
料６－１－①－３）
（資料６－１－①－４）
。
資格取得に関しては，教育職員，学校図書館司書教諭，学芸員，社会教育主事，社会福祉士を取得することが
可能な教育課程を編成している。特に教員養成課程では，各専攻における卒業要件を満たすことにより取得でき
る教育職員免許状のほか，所定の単位を修得することにより，他の教育職員免許状授与の所要資格を併せて取得
することが可能となっている。平成 26 年度では，卒業生数 1,257 人に対して，教育職員免許状延べ 2,649 名,学
校図書館司書教諭 282 名，学芸員 29 名が資格を取得している（資料６－１－①－５）
。大学院では，所属する専
修に対応する専修免許状を取得することができ，平成 26 年度では，修士課程で 139 名，専門職学位課程で 48 名
が取得している（資料６－１－①－６）
。
修士課程では，修士論文発表会，専門職学位課程では，修士論文に代わるものとして，自ら設定した課題につ
いて実践に根ざした学びを集積した「自身の研究物語」であるマイオリジナルブック（ＭＯＢ）を作成しており，
マイオリジナルブック（ＭＯＢ）発表会を開催することにより，学修成果を積極的に公開している。
資料６－１－①－１ 学部卒業生の平均単位取得数
教員養成課程
人間地域科学課程
芸術課程

平成 22 年度
163.1
149.0
155.1

平成 23 年度
163.4
148.4
149.8

平成 24 年度
162.8
146.1
150.3
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平成 25 年度
162.9
141.5
154.7

平成 26 年度
158.1
136.9
146.9

過去５年平均
162.1
144.4
151.4
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スポーツ教育課程

154.7

153.5

153.1

147.9

151.5

152.1
出典：教務課資料

資料６－１－①－２ 大学院修了生の平均単位取得数
修士課程
平成 22 年度
１年
28.9
２年
14.5
専門職学位課程
平成 22 年度
１年
31.6
２年
21.8

平成 23 年度
25.4
8.9

平成 24 年度
25.7
9.3

平成 25 年度
25.6
10.2

平成 26 年度
26.7
10.6

過去５年平均
26.46
10.7

平成 23 年度
32.3
21

平成 24 年度
32.4
18.1

平成 25 年度
34.5
16

平成 26 年度
32.9
16.6

過去５年平均
32.74
18.7
出典：教務課資料

資料６－１－①－３ 学部における標準修業年限内卒業率
標準修業年限内卒業率
標準修業年限で卒業した者の数
標準修業年限前の入学者数
標準就業年限で卒業した者の数
標準就業年限前の入学者数
標準修業年限内卒業率

平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

1,199
1,316
91.11%

1,187
1,303
91.10%

1,134
1,286
88.18%

1,152
1,219
94.50%

1,173
1,295
90.58%

平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

1,315
1,352
97.26%

1,290
1,338
96.41%

1,271
1,316
96.58%

1,257
1,303
96.47%

1,211
1,286
94.17%

「標準修業年限×１．５」年内卒業率
Ａのうち，（標準終業年限×１.５）年間に
学位を取得した者の数
（標準修業年限×１.５）年前の入学者数（Ａ）
「標準就業年限×1.5」年間に学位を取得した者の数
（標準修業年限×1.5）年前の入学者数
「標準修業年限×1.5」年内卒業率

出典：教務課資料

資料６－１－①－４ 大学院における標準修業年限内修了率
標準修業年限内修了率
標準修業年限で修了した者の数
標準修業年限前の入学者数
修士課程
標準就業年限で卒業した者の数
専門職学位課程
標準就業年限前の入学者数
標準修業年限内修了率

修士課程

平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

87

102

77

74

67

33

26

42

43

45

119

140

100

117

93

専門職学位課程

34

29

44

48

47

修士課程
専門職学位課程

73.11%
97.06%

72.86%
89.66%

77.00%
95.45%

63.25%
89.58%

72.04%
95.74%

平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

106

98

121

95

95

38

33

28

43

46

127

119

140

100

117

38

34

29

44

48

「標準修業年限×１．５」年内修了率
Ａのうち，（標準終業年限×１.５）年間に
学位を取得した者の数
（標準修業年限×１.５）年前の入学者数（Ａ）
「標準就業年限×1.5」年間 修士課程
に学位を取得した者の数
専門職学位課程
（標準修業年限×1.5）年前
の入学者数

修士課程
専門職学位課程
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修士課程

「標準修業年限×1.5」
年内修了率

専門職学位課程

83.46%

82.35%

86.43%

95.00%

81.20%

100.00%

97.06%

96.55%

97.73%

95.83%
出典：教務課資料

資料６－１－①－５ 各種資格の取得人数（平成 26 年度 単位：人）
教育職員免許状取得状況
小学校
中学校
１種
２種
１種
２種
609

63

796

学校図書館
司書教諭※１

高等学校
１種

130

特別支援学校
１種
２種

765

168

幼稚園
１種
２種

30

46

養護教諭
１種
２種

1

41

計

0

2,649

学芸員※２

282

29

（※１）開設校は札幌校，函館校，旭川校，釧路校，岩見沢校
（※２）開設校は函館校，旭川校，釧路校，岩見沢校
出典：教務課資料

資料６－１－①－６ 大学院における教育職員免許状取得状況（平成 26 年度 単位：人）
修士課程
２種

2

１種

0

専修

0

養護教諭

２種

0

幼稚園
１種

専修

0

２種

55

１種

1

特別支援学校
専修

0

１種

52

高等学校
専修

専修

0

２種

２種

0

中学校
１種

１種

専修
29

小学校

0

0

0

0

0

計

139

専門職学位課程
２種

0

１種

0

専修

0

養護教諭

２種

0

幼稚園
１種

専修

0

２種

18

１種

0

特別支援学校
専修

0

１種

21

高等学校
専修

専修

0

２種

２種

0

中学校
１種

１種

専修
9

小学校

0

0

0

0

0

計

48
出典：教務課資料

【分析結果とその根拠理由】
学部及び大学院における単位取得率は，卒業・修了に必要な単位数よりも大幅に上回る取得単位数でり，
「標準
修業年限内卒業（修了）率」
，
「
『標準修業年限×1.5』年内卒業（修了）率」についても，それぞれ高い水準を維
持している。また，資格取得状況では，平成 26 年度卒業生数 1,257 人に対して，教育職員免許状の取得延べ人数
が 2,649 人であることから，１人あたりの取得数が 2.1 となっており，教員養成大学としての機能を生かした取
得数となっている。
このことから，各学年や卒業（修了）時等において学生が身に付けるべき知識・技能・態度等について，単位
修得，卒業（修了）の状況，資格取得の状況等から判断して，学習成果が上がっていると判断する。
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観点６－１－②： 学習の達成度や満足度に関する学生からの意見聴取の結果等から判断して、学習成果が上
がっているか。
【観点に係る状況】
平成25年度後期に実施した在学生による「授業評価アンケート」（資料６－１－②－１）では，「全体として
授業に満足できましたか。」という設問に，63.52%の学生が「非常に満足」「満足」と回答し，満足度は高い水
準にある。
平成25年度学部卒業生を対象として実施したアンケートの結果では，教養教育で得た能力・資質の到達度とし
て，「教養科目（日本国憲法，体育，外国語等を含む）により，次のような能力や資質が高まったと思いますか」
という設問に対し，「そう思う」「ある程度思う」との回答率が，「幅広い知識や教養」は80.4%，「現代社会の
諸問題や学際的テーマに関する知識」は72.6%，「人間や子どもに対する理解」は87.4%，「専門を理解するため
の基礎的な力」は82.8%，「外国語の能力」は40.7%，「レポートや論文の書き方」は75.8%，「自分の考えを説明
したり，発表したりする力」は79.5%であった（資料６－１－②－２）。そのほか，教養教育の満足度では，「教
養科目について，満足していますか」の設問に対して「そう思う」19.3％「ある程度そう思う」59.8％と全体の
79.1%が満足している（資料６－１－②－３）。専門教育の満足度では，「専門科目（教養科目以外の授業，教育
実習を含む）について，満足していますか」の設問に対して「満足している」37.6％「ある程度満足している」
55.1％と全体の92%以上が満足している（資料６－１－②－４）。
大学院修士課程修了生を対象としたアンケートでは，
「教育目標はどの程度達成されているとお考えですか」
の
設問に対し，
「充分に達成できている」との回答が 58.5％，
「指導教員の指導法にはどの程度満足していますか」
の設問に対し，
「満足している」
「ほぼ満足している」との回答が 88.6％となっている（資料６－１－②－５）
。
資料６－１－②－１ 平成 25 年度後期「授業評価アンケート結果」
（抜粋）

出典：平成 25 年度後期期末授業評価アンケート集計結果
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資料６－１－②－２ 平成 25 年度学部卒業アンケート（抜粋）
(1) 教養科目（日本国憲法，体育，外国語等を含む）により，次のような能力や資質が高まったと思いますか？
①幅広い知識や教養
⑥外国語の能力
ある程度
あまり
ある程度
あまり
そう思う
思わない
そう思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
札幌
36
130
45
10
12
62
92
54
函館
50
157
31
8
27
103
84
32
旭川
63
134
37
5
33
63
95
47
釧路
44
95
27
2
20
35
81
32
岩見沢
24
57
24
4
15
29
45
20
22.1%
58.3%
16.7%
3.0%
10.9%
29.8%
40.5%
18.9%
②現代社会の諸問題や学祭的テーマに対する知識
⑦パソコンなどの情報関連機器の操作
札幌
34
120
56
10
24
102
71
21
函館
42
149
49
6
54
120
60
12
旭川
47
115
70
6
46
78
82
32
釧路
46
95
26
1
25
73
60
10
岩見沢
18
45
41
4
23
51
27
8
19.1%
53.5%
24.7%
2.8%
17.6%
43.3%
30.6%
8.5%
③人間や子供に対する理解
⑧レポートや論文の書き方
札幌
74
116
24
6
65
104
32
18
函館
79
127
32
8
68
127
36
15
旭川
111
107
18
1
88
99
38
14
釧路
78
73
16
1
46
82
33
7
岩見沢
33
58
15
3
23
41
32
13
38.3%
49.1%
10.7%
1.9%
29.6%
46.2%
17.4%
6.8%
④専門を理解するための基礎的な力
⑨他人と議論する力
札幌
52
120
39
8
47
106
51
16
函館
69
137
35
3
36
140
60
10
旭川
75
125
33
5
71
107
43
17
釧路
55
81
27
4
57
85
21
5
岩見沢
46
49
9
5
19
46
33
11
30.4%
52.4%
14.6%
2. 6%
23.5%
49.3%
21.2%
6.0%
⑤北海道に関する知識や関心
⑩自分の考えを説明したり発表したりする力
札幌
20
78
99
21
54
113
42
11
函館
40
130
62
14
53
140
46
6
旭川
35
76
103
21
74
116
34
12
釧路
35
66
51
15
56
91
16
4
岩見沢
16
46
40
7
25
54
24
5
15.0%
40.6%
36.4%
8.0%
26.8%
52.7%
16.6%
3. 9%
※小数点以下第２位を四捨五入しているため，割合の総和が 100 とならない場合がある。
出典：平成 25 年度学部卒業生アンケート

資料６－１－②－３ 平成 25 年度学部卒業アンケート（抜粋）
(2) 教養教育について満足していますか
そう思う
ある程度思う
あまり思わない
思わない
札幌
24
133
41
11
函館
55
150
27
3
旭川
50
120
52
4
釧路
35
104
25
2
岩見沢
17
55
31
1
19.3％
59.8%
18.7%
2.2%
※小数点以下第２位を四捨五入しているため，割合の総和が 100 とならない場合がある。
出典：平成 25 年度学部卒業生アンケート
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資料６－１－②－４ 平成 25 年度学部卒業アンケート（抜粋）
(3) 専門教育について満足していますか
そう思う
ある程度思う
あまり思わない
思わない
札幌
69
131
16
4
函館
84
138
19
3
旭川
99
128
9
1
釧路
61
96
11
0
岩見沢
58
51
8
1
37.6%
55.1%
6.4%
0.91
※小数点以下第２位を四捨五入しているため，割合の総和が 100 とならない場合がある。
出典：平成 25 年度学部卒業生アンケート

資料６－１－②－５ 平成 25 年度大学院修了時アンケート（抜粋）
問３ 大学院教育について
（１）大学院は「教育現場の課題に応える実践的な指導力を養成する」ことを教育目標とし，教育課程を編成しています。教育目
標はどの程度達成されているとお考えですか。あてはまる番号に○をつけてください。
十分に達成できている

あまり達成されていない

ほとんど達成されていない

55
33
58.5%
35.1%
※小数点以下第２位を四捨五入しているため，割合の総和が 100 とならない場合がある。
問４ 大学院での指導体制について
（１）指導教員の指導法にはどの程度満足していますか。
（単位：人）
満足している
ほぼ満足している
どちらともいえない
やや不満である
60
26
9
1
61.8%
26.8%
0.9%
0.1%
※小数点以下第２位を四捨五入しているため，割合の総和が 100 とならない場合がある。

6
6.4%

不満である
1
0.1%

出典：平成 25 年度大学院修了時アンケート

【分析結果とその根拠理由】
在学生による授業評価アンケート結果から，授業に満足している学生が 63.52%であることや，卒業生アンケー
ト結果からも，教養教育に対する能力・資質の達成度や教養教育・専門教育に対する満足度について，高い結果
が示されている。また，大学院生による修了生アンケート結果において，
「教育目標に対する達成度」では「十分
に達成できている」が 58.5%，
「指導教員の指導法に関する満足度」について，
「満足している」
「ほぼ満足してい
る」が 88.6％との結果が示されている。
このことから，学習の達成度や学習の満足度に関する学生からの意見聴取の結果等から，学習成果が上がって
いると判断する。
観点６－２－①： 就職や進学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績から判断して、学習成果が上が
っているか。
【観点に係る状況】
過去５年間の教育学部教員養成課程卒業者に対する就職率は 81.1～85.8％であり，就職希望者に対する就職率
は 91.8～96.6％である。また，就職先別では，教員の就職希望者に対する就職率は 92.6～99.1％，民間企業・公
務員等では 88.6～91.6％となっている（資料６－２－①－１）
。
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教員養成課程以外の課程における卒業者に対する就職率は 72.8～79.0％であり，就職希望者に対する就職率は
85.2～89.3％である。就職先別では，教員の就職希望者に対する就職率は 84.4～92.6％，民間企業・公務員等で
は 84.2～90.4％となっている（資料６－２－①－２）
。
学部卒業者の平成 22～26 年度の大学院への進学率は，課程全体で，7.9～10.1％となっている（資料６－２－
①－３）
。
同様に，過去５年間大学院修士課程修了者に対する就職率は 47.2～69.2％であり，就職希望者に対する就職率
は 81.3～89.3％である。就職先別では，教員の就職希望者に対する就職率は 76.6%～97.6％，民間企業・公務員
等では 75.9%～89.3％である。大学院専門職学位課程修了者については，現職教員を含まない教員就職希望者の
就職率は 95.7%～100.0%である（資料６－２－①－４）
（資料６－２－①－５）
。
教員就職者については，
北海道・札幌市公立学校教員採用試験における全登録者に占める本学登録者の割合は，
平成 22～26 年度の５年間で平均 56.2%（既卒者を含む。
）と，半数を占めている（資料６－２－①－６）
。
資料６－２－①－１ 教員養成課程の就職状況（
「教員養成学部調査」資料による）
年度
卒業者数
就職志望者数
就職者数

平成22年度
（H23.3卒業）
745

平成22年度
（H24.3卒業）
719

平成24年度
（H25.3卒業）
699

平成25年度
（H26.3卒業）
705

平成26年度
（H27.3卒業）
760

671

628

619

648

675

626

583

592

595

652

卒業者に対する就職率

84.0%

81.1%

84.7%

84.4%

85.8%

就職希望者に対する就職率

93.3%

92.8%

95.6%

91.8%

96.6%

教員

就職志望者数

517

470

492

472

448

就職者数

488

443

476

437

444

94.4%

94.3%

96.8%

92.6%

99.1%

就職率
民間企業
・公務員
等

就職志望者数

154

158

127

176

227

就職者数

138

140

116

158

208

89.6%

88.6%

91.3%

89.8%

91.6%

就職率

出典：教員養成学部調査資料 就職状況調査(平成27年5月1日)

資料６－２－①－２ 教員養成課程以外の就職状況
平成22年度
（H23.3卒業）
499

平成22年度
（H24.3卒業）
493

平成24年度
（H25.3卒業）
474

平成25年度
（H26.3卒業）
475

平成26年度
（H27.3卒業）
523

就職志望者数

426

426

415

420

444

就職者数

363

364

357

375

381

卒業者に対する就職率

72.8%

73.8%

75.3%

79.0%

72.8%

就職希望者に対する就職率

85.2%

85.5%

86.0%

89.3%

85.8%

110

103

90

77

81

年度
卒業者数

就職志望者数
教員

就職者数
就職率

民間企業
・公務員
等

就職志望者数
就職者数
就職率

97

87

80

65

75

88.2%

84.5%

88.9%

84.4%

92.6%

316

323

325

343

363

266

277

277

310

306

84.2%

85.8%

85.2%

90.4%

84.3%

出典：教員養成学部調査資料 就職状況調査(平成 27 年 5 月 1 日)
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資料６－２－①－３ 大学院への進学率
年 度
平成 22 年度（H23.3 卒業）
平成 23 年度（H24.3 卒業）
平成 24 年度（H25.3 卒業）
平成 25 年度（H26.3 卒業）
平成 26 年度（H27.3 卒業）
合 計

卒業者数(a)
1,264
1,241
1,202
1,239
1,283
6,229

大学院進学者数(b)
103
125
97
109
101
535

進学率(b/a)
8.1%
10.1%
8.1%
8.8%
7.9%
8.6%
出典：就職状況調査(平成 27 年 5 月 1 日)

資料６－２－①－４ 大学院（修士課程）修了者の教員就職状況
年度
修了者数

平成22年度
（H23.3卒業）
107

平成22年度
（H24.3卒業）
125

平成24年度
（H25.3卒業）
106

平成25年度
（H26.3卒業）
101

平成26年度
（H27.3卒業）
91

75

78

56

70

73

就職志望者数
就職者数

61

67

50

62

63

修了者に対する就職率

57.0%

53.6%

47.2%

61.4%

69.2%

就職希望者に対する就職率

教員

81.3%

85.9%

89.3%

88.6%

86.3%

就職志望者数

47

56

40

41

42

就職者数

36

48

37

40

37

現職

23

18

24

18

8

76.6%

85.7%

92.5%

97.6%

88.1%

就職志望者数

28

22

16

29

31

就職者数

25

19

13

22

26

0

0

0

4

0

89.3%

86.4%

81.3%

75.9%

83.9%

6

6

7

8

就職率
民間企業
・公務員
等

現職
就職率

その他
※現職は就職志望者数には含めていません。

3

出典：教員養成学部調査資料就職状況調査(平成 27 年 5 月 1 日)

資料６－２－①－５ 大学院（教職大学院）修了者の教員就職状況（本学集計）
年度
修了者数

平成22年度
（H23.3卒業）
33

平成22年度
（H24.3卒業）
26

平成24年度
（H25.3卒業）
44

平成25年度
（H26.3卒業）
44

平成26年度
（H27.3卒業）
48

14

15

23

23

24

就職志望者数
就職者数
修了者に対する就職率
就職希望者に対する就職率

教員

15

23

22

22

57.7%

52.3%

50.0%

45.8%

100%

100%

100%

95.7%

91.7%

就職志望者数

13

15

22

23

22

就職者数

13

15

22

22

22

現職

19

11

20

21

23

就職率
民間企業
・公務員
等

14
42.4%

100%

100%

100%

95.7%

100%

就職志望者数

1

0

1

0

2

就職者数

1

0

1

0

0

現職
就職率

0

0

0

0

1

100%

-

100%

-

0.00%

0

0

1

0

0

その他
※現職は就職志望者数には含めていません。
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出典：就職状況調査（平成 27 年 5 月 1 日）

資料６－２－①－６ 北海道・札幌市公立学校教員採用試験における本学登録者の全登録者に占める割合（既卒含）
全登録者数(a)
年

本学の登録者数(b)

全登録者に占める割合(b/a)

度
北海道

札幌市

計

北海道

札幌市

計

北海道

札幌市

計

平成２２年度実施

875

235

1,110

511

181

692

58.4%

77.0%

62.3%

平成２３年度実施

835

302

1,137

457

214

671

54.7%

70.9%

59.0%

平成２４年度実施

804

271

1,075

414

175

589

51.5%

64.6%

54.8%

平成２５年度実施

725

241

966

363

148

511

50.1%

平成２６年度実施

825

253

1,078

385

169

554

46.7%

66.8%

51.4%

4,064

1,302

5,366

2,130

887

3,017

52.4%

68.1%

56.2%

合

計

61.4%

52.9%

出典：本学集計（平成27年3月2日）

【分析結果とその根拠理由】
過去５年間の学部・大学院における就職希望者に対する就職率は，教員養成課程で 91.8%～96.6％，教員養成
課程以外の課程で 85.2%～89.3％，大学院修士課程で 81.3%～89.3％，大学院専門職学位課程で 91.7%～100.0％
（現職教員含まない）となっている。大学院への進学率についても，課程全体で，7.9%～10.1％となっている。
学部卒業者における教員就職では，教員養成課程以外の卒業者においても，教員の就職志望者数に対する就職率
が 84.4%～92.6%と高い水準を維持しており，北海道･札幌市公立学校教員採用試験において，全登録者に占める
本学登録者の割合は，56.2%を占めている。
このことから，就職や進学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績から，学習成果が上がっていると判
断する。
観点６－２－②： 卒業（修了）生や、就職先等の関係者からの意見聴取の結果から判断して、学習成果が上
がっているか。
【観点に係る状況】
平成 21 年 12 月に「教員の資質能力追跡調査事業」として，北海道内に勤務している約５年及び約 10 年を経過
した本学の出身者に，聞き取り調査を実施した。その検証結果から，在学時に大学での勉学で一定以上の成績を
あげ，サークル活動やボランティア活動に参加していた人の方が，物事に主体的に取り組むという姿勢が高く，
教職に就いてからも活かされているという分析を行っている。
また，平成 22 年 12 月に「教員の資質能力の向上に係る基礎的調査」として小学校教員として新規に正規雇用
された教員及びその勤務校の学校長や指導担当教員に対して面談等による調査を実施した。その調査結果では，
「教師という職業に従事して良かったと思いますか」というアンケート項目に対して，教員の約 95％が「とても
そう思う」
「どちらかというとそう思う」と回答している。また，小学校長等からは，
「大学で学んできた「授業
力」がついている」
「専門知識をしっかり持っており，学ぼうとする姿勢がある」
「授業への関わりを大学で学ん
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できたためか，授業をつくるという大切な思いが本人の中にできている」などの評価が得られている。
本学では，これらの教員等から収集されたデータに基づいて，カリキュラムや実践的な指導体制を再検討し，
学校現場の意見を踏まえて，カリキュラム改善の課題としている。
【分析結果とその根拠理由】
平成 21 年度の「教員の資質能力追跡調査事業」及び平成 22 年度の「教員の資質能力の向上に係る基礎的調査」
から，大学の授業等で学んだ内容の有用性については高い評価を得ている。
このことから，卒業生や，就職先等の関係者からの意見聴取の結果から判断して，学習成果が上がっていると
判断する。

（２）優れた点及び改善を要する点
【優れた点】
○ 教員就職者について，
北海道・札幌市公立学校教員採用試験における全登録者に占める本学登録者の割合は，
平成 21～25 年度の５年間で平均 56.2%（既卒者を含む。
）と，半数を占めている。
○ 教育職員，学校図書館司書教諭，学芸員，社会教育主事，社会福祉士を取得することが可能な教育課程を編
成している。
【改善を要する点】
○ 学部卒業生に対する卒業生アンケート結果において，
「教養科目における能力や資質が高まったと思います
か」の設問に対する「外国語の能力」について，
「そう思う」
「ある程度思う」との回答が 40.7%であったこと
から，今後この結果を踏まえて改善を行う必要がある。
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基準４ 教育の内部質保証システム
（１）観点ごとの分析
観点８－１－①： 教育の取組状況や大学の教育を通じて学生が身に付けた学習成果について自己点検・評価
し、教育の質を保証するとともに、教育の質の改善・向上を図るための体制が整備され、機
能しているか。
【観点に係る状況】
教育課程の編成による教育の質保証として，平成 23 年度に，教育担当理事，北海道教育研究所員，大学教育開
発センターセンター員，教育改革室特別補佐，各校選出の教育コーディネータから構成されるカリキュラム開発
チームによって，ディプロマ・ポリシー及び各専攻・コースのディプロマ・ポリシーを細分化した観点を決定し
た。大学教育開発センターは，教員が作成するシラバス上の具体的な到達目標と評価方法・評価基準を元に作成
されるカリキュラム・マップを点検し，各専攻・コースのカリキュラムが，ディプロマ・ポリシーを適合してい
るか確認している。
また，平成 17 年度から大学教育開発センターが主管し，各学期２回，学生による「授業評価アンケート」を実
施し，学生の理解度や授業時間外の学習時間がどの程度であるか等を調査している。学期中間では，予習・復習
の方法説明の有無や教員の説明のわかりやすさについて調査し，学期末には，予習・復習の時間や授業の満足度
について調査を行っており，あわせて，成績評価の観点・方法に係る説明の有無や適切性について調査している。
アンケート結果は，大学教育情報システム上で，各教員が自らの授業評価について確認できる。さらに，教育改
革室では，教員が授業・教育改善に関する取組の目標を定め，授業評価アンケートを踏まえた成果を自己評価す
る「教育実績に対する自己評価」
（資料８－１－①－１）を実施している。
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資料８－１－①－１ 教育実績に対する自己評価（記入例）

出典：教務課資料
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【分析結果とその根拠理由】
平成 23 年度，ディプロマ・ポリシー，及び各専攻・コース別のディプロマ・ポリシーを細分化した観点を決定
している。また，大学教育開発センターがカリキュラム・マップを点検することで，ディプロマ・ポリシーが実
現されているかを点検している。
学生による授業評価アンケートを実施することで，学生の学習成果を把握しており，教員はアンケート結果に
基づく授業改善を行い，研究者総覧のウェブサイト上で公開する体制を整えている。
このことから，教育の質を保証する体制を整え，学生の学習成果を自己点検評価し，教育の質の向上・改善を
図る体制が整備されていると判断する。
観点８－１－②： 大学の構成員（学生及び教職員）の意見の聴取が行われており、教育の質の改善・向上に
向けて具体的かつ継続的に適切な形で活かされているか。
【観点に係る状況】
学生からの意見聴取の取組として，平成 17 年度から毎年度，在学生に対する統一的な「授業評価アンケート」
（資料８－１－②－１）
及び卒業生に対する
「卒業生アンケート」
（資料８－１－②－２）
を全学で実施している。
アンケートの集計結果は，大学教育情報システムを利用して教員へフィードバックしている。
平成 20 年度から，
「教育実績に対する自己評価」
（前掲資料８－１－①－１）により，授業評価アンケート結果
を受けた授業改善の取組について，教員の主体的かつ継続的な授業改善活動を行う仕組みを構築している。さら
に，平成 24 年度から「授業評価アンケート」と「教育実績に対する自己評価」の関係を明確にするため，教育改
革室の統括の下，両者の記述を「教育改善調査票」に集約しており，これもウェブサイト上に公開している（資
料８－１－②－３）
。このように，
「授業評価アンケート」で収集した学生の意見に対し，
「教育実績に対する自己
評価」と「教育改善調査票」で改善に活かす仕組みを構築することで，各教員の授業改善の PDCA サイクルを確立
している。
また，平成 21 年度から，本学における勉学に強い意欲を持たせること，基礎的学力の充足を図り入学後の学力
面での不安を取り除くこと，勉学の習慣を入学まで維持させることを目的として，推薦入試合格者を対象に入学
前教育を実施している。毎年，対象者へアンケートを実施し，集計結果について，入学前教育実施部会において
協議を行い，問題作成及び実施方法等について継続的な改善に努めている。
教職員への意見聴取の取組については，平成 24 年度と平成 26 年度に各校の教員が教科毎に部会を立ち上げ，
横断的に検討を行う教員協議会を開催している。これにより，新たな教育改革の方向性及び到達目標の設定（平
成 24 年度）
，科目間の体系制，教育課程における位置づけ及び名称の統一（平成 26 年度）等，教育課程における
改革及び編成に必要な事項を検討し，教育の質の改善・向上を図っている。
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資料８－１－②－１ 授業評価アンケート集計結果

札幌

回
答
数

割
合

科目数
全対象学生数
全回答数
回答率
設問
選択肢
1:はい
予習・復習の説明 2:いいえ
はありましたか
3:わからない
無回答
1:はい
目的や一般目標
2:いいえ
の説明はありまし
3:わからない
たか。
無回答
1:はい
到達目標と評価の
2:いいえ
観点・方法の説明
3:わからない
はありましたか
無回答
1:はい
予習・復習の説明 2:いいえ
はありましたか
3:わからない
無回答
1:はい
目的や一般目標
2:いいえ
の説明はありまし
3:わからない
たか。
無回答
1:はい
到達目標と評価の
2:いいえ
観点・方法の説明
3:わからない
はありましたか
無回答

29
1,482
383
25.8%

函館
40
1,931
637
33.0%

旭川
49
1,878
811
43.2%

釧路
16
665
170
25.6%

岩見沢
29
820
328
40.0%

全体
163
6,776
2,329
34.4%

249
60
72
2
303
18
55
7
286
27
65
5
65.0%
15.7%
18.8%
0.5%
79.1%
4.7%
14.4%
1.8%
74.7%
7.0%
17.0%
1.3%

431
87
115
4
505
22
105
5
479
36
116
6
67.7%
13.7%
18.1%
0.6%
79.3%
3.5%
16.5%
0.8%
75.2%
5.7%
18.2%
0.9%

530
125
147
9
681
33
93
4
651
30
118
12
65.4%
15.4%
18.1%
1.1%
84.0%
4.1%
11.5%
0.5%
80.3%
3.7%
14.5%
1.5%

113
28
28
1
147
6
16
1
138
12
18
2
66.5%
16.5%
16.5%
0.6%
86.5%
3.5%
9.4%
0.6%
81.2%
7.1%
10.6%
1.2%

157
101
67
3
255
23
48
2
234
30
64
0
47.9%
30.8%
20.4%
0.9%
77.7%
7.0%
14.6%
0.6%
71.3%
9.1%
19.5%
0.0%

1,480
401
429
19
1,891
102
317
19
1,788
135
381
25
63.5%
17.2%
18.4%
0.8%
81.2%
4.4%
13.6%
0.8%
76.8%
5.8%
16.4%
1.1%

出典：平成25年度後期中間授業評価アンケート集計結果
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資料８－１－②－２ 卒業生アンケート（抜粋）

出典：2013（平成 25）年度学部卒業時アンケート
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資料８－１－②－３ 教育改善調査ホームページ
http://www.chem.hak.hokkyodai.ac.jp/catal/pdca2014/

【分析結果とその根拠理由】
学生から，
「授業評価アンケート」
「卒業生アンケート」により，継続的に意見を聴取する仕組みを構築してお
り，また，教職員から意見聴取が可能なよう「教員協議会」を開催し，科目間の体系制，教育課程における位置
づけ及び名称の統一（平成 26 年度）といった改善に結びつけている。
このことから，学生，教職員の意見を聴取し，教育の質の向上・改善に結びつけていると判断する。
観点８－１－③： 学外関係者の意見が、教育の質の改善・向上に向けて具体的かつ継続的に適切な形で活か
されているか。
【観点に係る状況】
平成 14 年度から継続的に，本学学長が会長を務める「北海道地域教育連携推進協議会」
（本学及び北海道教育
委員会，札幌市教育委員会，北海道立教育研究所，北海道教育庁石狩教育局により組織された協議会）において，
各機関の取組等の情報を共有するとともに（資料８－１－③－１）
，各機関からの本学に対する意見・要望等を聞
き，学生ボランティア事業への協力（平成 22 年度）
，スキー学習への学生派遣（平成 22 年度）
，ボランティアに
対する単位認定（平成 23 年度）
，現職教員を対象とした札幌駅前サテライトでの一部授業実施（平成 23 年度）等
の教育の質の向上・改善等を図っている（資料８－１－③－２）
。さらに，教育委員会等からの意見・要望を踏ま
え，教育等に関して改善を図っている。
平成 20 年度から，学長を中心とした大学本部が各地域の校長会と意見交換会を行う「北海道教育大学と各校長
会との意見交換会」
（資料８－１－③－３）を実施しており，意見交換内容を踏まえて，教育フィールド研究等の
改善につなげている。
さらに経営協議会・監事等の外部の人材の意見を参考にして，教育・学生支援等に関してグローバル教員養成
プログラムの開設（平成 27 年度）等の改善・推進を図ってきた（資料８－１－③－４）
。
資料８－１－③－１ 北海道地域教育連携協議会における各年度の討議課題
年度

内容

平成 21 年度

いじめ・不登校等への対応、時間外勤務の縮減、札幌らしい特色ある学校教育、食育、小学校外国語活動、教
員をどう育てるのか、学生支援員への協力

平成 22 年度

学生ボランティアを活用した学力向上の取組、教職大学院における教員研修、研究者との問題意識の共有、特
別支援学校等での教育実習、教員の研修内容の充実、生徒指導関係

平成 23 年度

教職実践演習、これから求められる教師像、現職教員の資質能力の向上に向けた各機関の取り組み

平成 24 年度

子どもの学力向上、児童生徒の問題抗力への対応、体罰の問題、障がい者雇用、札幌市学校教育の重点、学生
ボランティア事業

平成 25 年度

（開催せず）

平成 26 年度

（開催せず）
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出典：総務課作成資料

資料８－１－③－２ 北海道地域教育連携協議会からの意見・要望に対して本学が改善を図った事例
意見・要望の内容
学生の積極的な参加を図るため、学生ボランティアを行った者
に対して、単位を認定してもらいたい（石狩教育局、平成 21
年度）
子どもの学力の向上について、色々な形態の取り組みが北海道
全域に広まるよう協力願いたい（北海道教育委員会、平成 22
年度）

本学における対応内容
札幌校では、平成 24 年度から「教育フィールド研究Ⅰ・Ⅱ」
において単位認定し、釧路校でも、平成 23 年度から学生ボラ
ンティアの一部を「教育フィールド研究Ⅲ」において単位認定
している。
平成 22 年度から、北海道教育委員会との連携による「学生ボ
ランティア派遣事業」に積極的に協力しており、参加学生は
年々増加している。

現職教員の派遣にあたって、学びやすい環境を整備するため、
平成 23 年４月に札幌駅前サテライトを開設し、教職大学院の
サテライト教室を設置して、全時間又は一部の時間の講義を実
講義の一部を実施している。
施してもらいたい（北海道教育委員会、平成 22 年度）
札幌らしい特色ある学校教育の取り組みに関わり、スキー学習
の指導について、学生にも協力をいただきたい（札幌市教育委 指導員の資格を有する学生２～３名を派遣している。
員会、平成 22 年度）
平成２４年度については、さらなる防災意識の涵養の面から、
佐々木准教授に協力をいただきたいと考えており、１日日程の 北海道立教育研究所要請に基づき、防災教育研修講座の講師と
防災教育研修講座を実施したいと考えているところである（北 して派遣している。
海道立教育研究所、平成 23 年度）
出典：総務課資料

資料８－１－③－３ 「各校長会との懇談会開催要項」
（抜粋：平成 23 年度）
平成２３年度 校長会と北海道教育大学との意見交換会開催要項
日
場

時
所

平成２４年１月１１日（水） １４時００分～１５時５０分
ＫＫＲホテル札幌２Ｆ 孔雀
（札幌市中央区北４条西５丁目
℡０１１－２３１－６７１１）

内 容
１ 本学の現状について
（１）本学の学部化構想について
（２）本学の教員養成の取り組みについて
（３）教職大学院について
（４）地域貢献について
（５）その他
２ 意見交換
配付資料
資料１ 校長会と北海道教育大学との意見交換会出席者名簿
資料２ 複数学部化構想について
資料３ 教員養成に関わる取り組みについて
資料４ 教職大学院の取り組みについて
資料５ 地域貢献の取り組みについて
出典：総務課資料
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資料８－１－③－４ 経営協議会・監事から意見を反映した改善・推進等の事例
経営協議会・監事からの意見
改善例の事例
入試に際して、道外からの学生募集に力を入れる必要がある。 東北地方（青森・盛岡）において５キャンパス合同の、進学
説明会を実施した。
（平成 21 年度～）

附属図書館の利用率が低いように見受けられるので、学生がも
っと図書館を活用するような工夫をしてほしい。

図書館学生サポーター制度の導入や書評コンテストの実施
等、
「図書館活性化プロジェクト」を充実させた。
（平成 20 年
度～）

社会のニーズはグローバル人材の育成であり、グローバル人材
を育てることが重要な大学のミッションであると考える。

「グローバル教員養成プログラム」を教員養成課程３キャン
パス（札幌校、旭川校、釧路校）において実施することとし
た。
（平成 27 年度～）

道内の国立大学との教養教育の単位互換を推進することで、幅
広い教養教育科目を履修する機会を用意し、学生の学ぶ意欲に
応えていくことが重要である。

函館校において函館キャンパスコンソーシアム間で単位互換
制度を導入した。
（平成 20 年度～）

本学では様々な良いイベントや活動を行っているので、それを
マスコミなどの外向けに発信していってほしい。若い人は新聞
や HP もあまり見なくなっているので、効果的な SNS の活用の
検討してほしい。

学生に身近な広報手段として、
大学公式facebook を開設した。
（平成 26 年度～）

出典：総務課資料

【分析結果とその根拠理由】
「北海道地域教育連携推進協議会」での議論や，経営協議会の学外委員の意見から，
「学生ボランティア事業へ
の協力」
「スキー学習への学生派遣」
「グローバル教員養成プログラムの実施」等の取組を実施している。
このことから，学外者からの意見を取り入れ，教育・研究の質の向上・改善に活用していると判断する。
観点８－２－①： ファカルティ・ディベロップメントが適切に実施され、組織として教育の質の向上や授業
の改善に結び付いているか。
【観点に係る状況】
ＦＤ活動については，大学教育開発センターにおいて「北海道教育大学ＦＤアクションプラン 2011-2015」
（資
料８－２－①－１）を策定し，大学全体のＦＤ活動，各校ＦＤ委員会が主催するＦＤ活動，自主的ＦＤ活動の３
つの柱を基本として，組織的で，体系的なＦＤ活動ができるように整備した。
自主的ＦＤ活動については，ウェブサイト上に各校ＦＤ委員会等が実施するＦＤ活動や自主的ＦＤ活動の開催
状況をまとめたＦＤカレンダーを掲載するとともに，ＦＤ活動の成果を組織として共有することを目的に，ＦＤ
活動報告書への掲載を義務付け，大学教育開発センターや各校ＦＤ委員会主催のＦＤ活動と同様に取りまとめを
行っている（資料８－２－①－２）
。平成 26 年度は，全学，各校，各教員による自主的なＦＤ活動について，21
件の活動が大学全体として行われ，357 名の教員が参加している。
本学のＦＤ活動としては，平成 19 年の大学設置基準の改正によるＦＤ活動の義務化及び中教審答申「学士課程
教育の構築に向けて」
（平成 20 年 12 月）の「単なる授業改善のための研修と狭く解するのではなく，我が国の学
士課程教育の改革を目的とした，教員団の職能開発として幅広く捉えることが適当である」を踏まえ，平成 21
年度から「シラバス作成の手引き」により，シラバスの改善を実施し，キャンパスごとに教員を対象とするシラ
バスワークショップを開催している。学生の授業評価アンケート（前掲資料８－１－②－１）でも，
「目的や一般
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目標の説明はありましたか」の設問に 81.2％が「はい」と答え，
「到達目標と評価の観点・方法の説明はありま
したか」の設問に 76.8％が「はい」と答えており，授業の目的を十分に説明する改善が図られている。また，平
成 25 年度には授業でのＩＣＴ活用と学生参加型授業への転換を意図して「ＩＣＴの活用の考え方と実践」をテー
マに外部講師を招いて特別講義を実施した。
ＦＤ活動の事例としては，例えば旭川校では，授業公開の実施や附属学校での新任教員研修を行い，函館校で
はすべての授業を公開し，参観者が自由に科目を選択して参観するオープンクラスウィークを実施した。これら
の取組は，ＦＤに関する連絡・調整機関として開催しているＦＤ合同会議において，各校ＦＤ委員会等の今後の
ＦＤ活動の企画に資するために情報交換を行い，情報共有している。これらの成果を全学で共有させるため，Ｆ
Ｄ活動報告書にとりまとめ，学内に配布している。
資料８－２－①－１ 北海道教育大学FDアクションプラン2011-2015（抜粋）
本学は，第２期中期計画47に「ＦＤ・ＳＤを効果的に実施するためのアクションプランを策定し，組織的に能力開発に取り組む」
を，平成22年度計画に「大学教育開発センターを中心として全学的なＦＤ活動を展開すると共に，より効果的に実施するためのア
クションプランを策定する」を掲げ，「北海道教育大学ＦＤアクションプラン2011-2015」を策定した。本プランは，平成23年度
の実績を踏まえ，24年度以降について策定するものである。
１.アクションプランの基本的な考え方
ＦＤ活動は，平成11年に実施の努力義務が定められ，その後，大学院設置基準において平成19年度から「大学院は，当該大学院
の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする」と，大学設置基準において
平成20年度から「大学は，当該大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする」と定
められ，義務化されている。一方，改正された教育基本法（平成18年12月）において，教員は「絶えず研究と修養に励み，その職
責の遂行に努めなければならない」こと，そして，「養成と研修の充実が図られなければならない」ことが規定された。したがっ
て，大学は組織的な研修及び研究を実施し，教員は研究と修養に励む義務を負っている。これを的確な仕方で遂行するために，Ｆ
Ｄアクションプランを立案する必要がある。その際の基本的な考え方は次の３点である。
１.１ ＦＤとは
そもそも，ＦＤ（Faculty Development）とは， 教員団・学部教授陣（Faculty）の（能力の）開発・向上（Development）のこ
とである。中教審答申「学士課程教育の構築に向けて」（平成20年12月）は，「単なる授業改善のための研修と狭く解するのでは
なく，我が国の学士課程教育の改革を目的とした，教員団の職能開発として幅広く捉えることが適当である」としている。これに
応じて，ＦＤ活動は，個々の大学教員（faculty member）から大学組織全体までの様々なレベルの教員団の，教育・研究・社会貢
献・マネージメント能力の向上のための組織的活動をも意味する。とはいえ，本プランの次元では，社会貢献・マネージメントを
視野に収めることはせず，全学，課程，キャンパス，専攻，コース・分野等の様々なレベルにおける，教員団の教育能力および教
育に関わる研究能力の組織的開発として理解することとする。教授能力の向上や授業改善のための研修はこのなかに位置づけられ
る。
１.２ 何のためのＦＤか
ＦＤは，ともすると個々の授業に対する学生の満足度を高めるための――極端な場合には教員の業績を評価するための――ものと
して捉えられる。たしかに，学生が本学の教育に対して満足することは大切である。しかし何より重要なのは，本学が明示する人
材養成の目的を実現し，学位の質を保証することであり，学生の満足度を高めるのは，そのための活動の一つの重要な要素である。
すなわち，ＦＤは学位の質を保証するために行われる，教員団の教育能力および教育に関わる研究能力の組織的開発である。本学
第２期中期目標・計画の前文には「『常に学生を中心とした（Students-first）』大学を目指す」とあるが，これは学生の学位の
質を保証することにほかならない。このように，FD活動は単独で展開すべきものではなく，本学第２期中期目標・計画にかかわる
様々な取り組みと密接に関係するものである。
１.３ 自主的な協働作業としてのＦＤ
学位の質を保証するための教員団の組織的活動である以上，ＦＤは教員の自主的な協働作業という形態をとる。大学設置基準に，
「大学は，当該大学，学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設し，体系的に教育課程
を編成するものとする」とある。大学の教育は個々の授業の単なる総計ではないし，教員団（Faculty）は教員個人の寄せ集めで
はない。大学の教育は，学生に授与する学位の質を保証するために，自律した教員団の自主的な協働をとおして，体系的で系統的
な教育課程を編成し授業を実施することによって行われる。ＦＤにおいて教員団の自主的な協働作業が最も重要だと考えられるゆ
えんである。
出典：北海道教育大学FDアクションプラン2011-2015
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資料８－２－①－２ ＦＤ活動参加状況
年
度

種別

全学ＦＤ

各校ＦＤ

平成２４年度
自主的ＦＤ

テーマ
シラバスワークショップ
教育に関する環太平洋国際会議
シンポジウム「成長し続ける教員と研修の在り方」
北海道教育大学評価講演会
今日的な教育現場に求められる教師像を考える～15 年間の現職教員としての立場から～
鞍馬天狗と坂本龍馬－鞍馬天狗はなぜ消えたのか？
対応が難しい学生・院生に関する初期対応と支援に関する事例検討会
附属学校園における新任教員研修
公開授業「初等理科」
公開授業「北海道スタディズ」
公開授業「人文科学入門」
新任教員研修会
附属学校における新任教員研修（共同研究）
「発達障害が疑われる学生の理解と支援 Part3
オープンクラスウィーク
グローバル人材養成時代における地方中堅大学の教育指導改善の実践と今後の展望
授業開発コース会議
生徒指導コース会議
教育実践交流会
「地域における学生の学び」研究会
生活科科目の企画・運営マニュアルの作成
科研費調書作成のためのワークショップ
障害学生に対応した授業公開の実施
函館校人間発達専攻心理学分野自主的ＦＤ活動
地域連携科目に関するアンケート

参加
人数
32
14
5
15
16
9
8
10
6
4
9
11
4
8
4
6
8
5
20
14
17
11
5
5
11

平成２５年度

全学ＦＤ：４件（66 人） 各校ＦＤ：15 件（128 人） 自主的ＦＤ：6 件（63 人） 計 25 件（257 人）
ディスカッション「小中学校におけるＩＣＴ関連教材を用いた授業方法について」
全学ＦＤ
特別講義「小中学校におけるＩＣＴ関連教材を用いた授業について」
札幌校における教職実践演習の充実に向けたＦＤ活動
学生参加型ＦＤの試み
公開授業Ⅰ（哲学概論）
公開授業Ⅱ（幾何学Ⅴ）
公開授業Ⅲ（日本文学史（近代））
公開授業Ⅳ（英米文学史２）
附属学校園における新任教員ＦＤ研修
各校ＦＤ
めざす教師像－各教育局の教育行政方針から見る教育課題
新任教員研修
「授業評価アンケート」の実施方法の改善について
授業開発コース会議
生徒指導コース会議
学級経営・学校経営コース会議
教育実践交流会
教職大学院調査報告・検討会
対応が難しい学生・院生に関する対応と支援に関する意見交流会
中堅大学の特徴を活かすＦＤ
自主的ＦＤ
地域連携ＦＤ
サポートが必要そうな学生が出すサインについて
全学ＦＤ：２件（33 人） 各校ＦＤ：15 件（196 人） 自主的ＦＤ：4 件（55 人） 計 21 件（284 人）
新任教員研修
全学ＦＤ
特別講義「ＩＣＴの活用の考え方と実践」
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23
17
5
8
9
8
8
7
47
10
20
8
6
6
19
18
7
7
16
25
17
16
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アカデミックアドバイザーについて
公開授業Ⅰ（哲学概論）
公開授業Ⅱ（日本文学史（近代））
学生への履修指導のポイント
予防としてのストレスマネジメント
各校ＦＤ
学生の発達障がいの特性と対応方法について
授業評価アンケート新フォーマットの作成について
教職大学院調査報告・交流会
授業開発コース会議
学級学校経営コース会議
生徒指導・教育相談コース会議
対応が難しい学生・院生に関する対応と支援に関する意見交流会
教科を横断する教授法の研究
『今後の国立大学改革について』講演会
「異文化理解講演会」
自主的ＦＤ
「特別支援活動講演会」
「地域連携ＦＤ」
中堅大学教員のワークライフバランス
学生参加型ＦＤ活動の試み
全学ＦＤ：2 件（33 人） 各校ＦＤ：11 件（251 人） 自主的ＦＤ：8 件（73 人） 計 21 件（357 人）

76
6
4
20
20
20
66
21
8
6
4
16
6
20
8
5
5
8
5
出典：教務課資料

【分析結果とその根拠理由】
ＦＤを組織的に実施するため，
「北海道教育大学ＦＤアクションプラン 2011-2015」を策定し，全学，各校，各
教員による自主的なＦＤ活動を実施しており，21 件の活動が大学全体として行われ，357 名の教員が参加してい
る（平成 26 年度）
。学生の授業評価アンケートでも，81.2％の学生が「目的や一般目標の説明があった」
，76.8％
の学生が「到達目標と評価の観点・方法の説明があった」と回答しており，これらのＦＤ活動授業改善・教育改
善に役立てられていると判断する。
観点８－２－②： 教育支援者や教育補助者に対し、教育活動の質の向上を図るための研修等、その資質の向
上を図るための取組が適切に行われているか。
【観点に係る状況】
教育支援者としての教務関係事務職員については，毎年全国規模及び地方規模の研修会（学生指導研修会等）
に派遣し，資質の向上を図っている（資料８－２－②－１）
。また，平成 20 年度からは大学独自の研修として，
海外での語学研修を開始しており（資料８－２－②－２）
，平成 25 年度の受講者アンケートから，海外語学研修
では，参加した３人全員が研修に満足であったという結果が得られた。海外語学研修については，研修前後で
TOEIC-IP のスコアが 125 上昇した者がいた他，海外大学やホームステイ先での異文化交流をすること，海外大学
における学生サービスを実際に見学・学習すること等により，
「異文化交流によって視野が広がった」
「留学生の
立場になってその視点から物事を見ることができた」
「他国の留学生と同じクラスで学び貴重な経験となった」等
のアンケートの回答が得られた。
教育補助者として，毎年 170 人前後のＴＡ（主に大学院生，一部学部生）を採用している（前掲資料５－５－
①－３）
。ＴＡについては，担当教員が事前に指導を行う等して，資質の向上を図っている。
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資料８－２－②－１ 教務関係事務職員研修会派遣状況
規模

平成21年度

地方

平成22年度

６人

平成23年度

５人

平成24年度

５人

６人

平成25年度
７人

平成26年度
17人
出典：教務課資料

資料８－２－②－２ 北海道教育大学事務職員海外語学研修
主催

国立大学法人北海道教育大学
期間
平成 20 年４月 28 日～８月 29 日
平成 20 年度
平成 21 年１月９日～７月 29 日
平成 21 年度
平成 22 年度
平成 22 年４月 23 日～８月 31 日
平成 23 年度
平成 24 年度
平成 24 年８月 25 日～９月 16 日
平成 25 年度
平成 26 年２月 10 日～２月 28 日
平成 26 年度
平成 27 年２月９日～２月 27 日

研修先
カルガリー大学（カナダ）
〃
なし
カルガリー大学（カナダ）
なし
ワシントン大学（アメリカ合衆国）
グリフィス大学（オーストラリア）
グリフィス大学（オーストラリア）

派遣人数
１名
１名
１名
４名
３名
３名
出典：人事課資料

【分析結果とその根拠理由】
教育支援を担当する事務職員の研修会を必要に応じて開催し，事務職員を国内・海外に派遣している。平成 25
年度の事務職員海外語学研修では，
参加者すべてが高い満足度を示しており，
参加者アンケートの自由記述から，
国際的な視野を涵養するのに有益であった。また，教育補助者として，毎年 170 人前後のＴＡを採用し，担当教
員が事前に指導を行う等して，資質の向上を図っている。
このことから，研修や資質向上のための取組を適切に実施していると判断する。

（２）優れた点及び改善を要する点
【優れた点】
○ ディプロマ・ポリシー及び各専攻・コースのディプロマ・ポリシーを細分化した観点を作成し，各科目のシ
ラバスの到達目標，評価方法・評価基準を基に作成したカリキュラム・マップを点検することで，教育の質を
保証している。
○ 平成 20 年度から事務職員の海外語学研修を実施しており，国際的な視野を涵養するよう努めている。
【改善を要する点】
○ 特になし。
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Ⅱ．北海道教育大学の特色ある取組について
基準１ 特色ある教育活動
（１）観点ごとの分析
観点 11－１－①： 特色ある教育活動の目的を明確・適切に定めているか。
【観点に係る状況】
本学は，北海道の特色を生かし，また，北海道における教育現場のニーズを反映した教育内容・方法を実現す
るため，
「へき地・小規模校教育」
「特別支援教育」
「小学校外国語（英語）教育」
「ＥＳＤ（持続可能な開発のた
めの教育）
」及び「金融教育」を，本学独自の教育活動として展開している。
「へき地・小規模校教育」については，本学の学校・地域教育研究支援センターにへき地教育研究支援部門を
置き，研究のみならず教育についても実施しており，その目的を本学学校・地域教育研究支援センター規則第 2
条及び第４条第１項第４号から第６号に規定している（資料 11－１－①－１）
。
「特別支援教育」については，特別な教育的ニーズを有する子どもの教育・支援に関わる質の高い情報を，情
報サイト「ほくとくネット」を活用し，情報普及を図っている（資料 11－１－①－２）
。
「小学校外国語（英語）教育」については，児童の発達段階の理解に基づき，適切な指導計画立案・教材作成・
指導・評価に従事できる十分な英語指導能力と英語力を備え，かつ，小中連携についての視点を有し，小学校外
国語活動から中学校英語への接続を意識した指導ができる人材を養成するために，小学校英語教育指導者資格認
定講座を開講している（資料 11－１－①－３）
。
「ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）
」については，本学釧路校にＥＳＤ推進センターに置き，自然と共
生する持続可能な地域社会を実現するための地域のファシリテーター「ＥＳＤプランナー」を養成・認証する教
育実践活動を制度化して，目的の明確性を高めている（資料 11－１－①－４）
。
「金融教育」については，金融教育ができる教員の養成に活かすこと及び金融教育ができる教員養成のための
授業を中心とした取組を全国に発信し，教育現場へ貢献することを目的として定め，平成 20 年度から平成 23 年
度まで実施した北洋銀行との共同研究の成果を活かし，北洋銀行員２人，現職教員５人，本学教員４人が，理論
と実践を往還させた講義を行っている。
（資料 11－１－①－５）
。
資料 11－１－①－１ 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）
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。
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。
（省略）
(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
出典：北海道教育大学学校・地域教育研究支援センター規則
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資料 11－１－①－２ 特別支援教育の目的

出典：北海道教育大学 特別支援教育プロジェクト ほくとくネット（http://hokutoku.net/?page_id=253）
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資料 11－１－①－３ 小学校外国語（英語）教育の目的

出典：北海道教育大学 小学校英語教育指導者資格認定講座 web サイト

資料 11－１－①－４ 北海道教育大学釧路校ＥＳＤ推進センター要項（抜粋）
第１条( 設置 )
北海道教育大学教育学部釧路校に，ＥＳＤ(持続可能な開発のための教育)に係る調査・研究を行うとともに，持続可能な社会実
現に向けた課題に取り組む学校教育及び社会教育に関わる人材の育成並びに地域と連携したＥＳＤ活動の促進を図るために，北海
道教育大学釧路校ＥＳＤ推進センター（以下「センター」という）を置く。
第 2 条( 業務 )
センターは , 次の業務を行う。
(1) ＥＳＤ に関する調査・研究の推進
(2) ＥＳＤ プランナー資格認証を含む大学内外における ＥＳＤ 人材の育成への支援
(3) 地域社会と連携した ＥＳＤ の実践及び普及の推進
(4) その他必要な業務
出典：北海道教育大学釧路校ＥＳＤ推進センター要項
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資料 11－１－①－５ 金融教育の教育活動の目的

出典：本学ウェブサイト（http://www.hokkyodai.ac.jp/distinctive/research/project/kinyu.html）

【分析結果とその根拠理由】
本学は，北海道の特色を生かし，また，北海道における教育現場のニーズを反映した教育内容・方法を実現す
るため，
「へき地・小規模校教育」
「特別支援教育」
「小学校外国語（英語）教育」
「ＥＳＤ（持続可能な開発のた
めの教育）
」及び「金融教育」を，本学独自の教育活動として展開しており，それぞれの目的を明確に定めている。
観点 11－１－②： 特色ある教育活動を推進するため、
（ⅰ）実施体制・支援体制を整備しているか。
（ⅱ）適切に実施し、成果を上げているか。
（ⅲ）成果を検証し、改善を図っているか。
「へき地・小規模校教育」
【観点に係る状況】
（ⅰ）実施体制・支援体制を整備しているか。
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，本学はそれに対応した教員を養成す
るため，教育関係機関，へき地・小規模校との緊密な連携を図り，免許法上の「教科又は教職に関する科目」
に位置づけた「へき地校体験実習」を開設している。本実習は，本学に設置している学校・地域教育研究支
援センターのへき地教育研究支援部門が中心となり，同センター員の主導により，教員養成課程３キャンパ
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ス（札幌校，旭川校，釧路校）の指導教員，へき地校の実務に熟知した校長職経験者である「へき地教育ア
ドバイザー」と協力しながら，学生の事前・事後指導並びに実習期間中の巡回指導を行っている。さらに，
「へき地教育アドバイザー」は，へき地校に興味を持っている学生に対し，情報提供や相談対応を行ってい
る。
実習協力校に関しては，学校の統廃合による協力校の減少に対応するため，同センター員とへき地教育ア
ドバイザーが協力して新規開拓活動を行い，平成 25 年度には，新たに猿払村立浅茅野小学校，礼文町立香
深井小学校，幕別町立古舞小学校，三笠市立岡山小学校及び三笠市立萱野中学校の実習協力を得た。
，その
結果，平成 26 年度では，25 市町村 54 校で，へき地校体験実習を実施している（資料 11－１－②－１）
。
資料 11－１－②－１ 平成２６年度北海道教育大学へき地校体験実習分布図

出典：総務課資料
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（ⅱ）適切に実施し、成果を上げているか。
「へき地校体験実習」は，学校や学級の規模に応じた授業や生活指導について、授業観察や教壇実習など
を通して，体験的に学びを深めることを目的とし，教員養成３キャンパスに選択科目として位置づけている。
「へき地校体験実習」の受講には，北海道のへき地・小規模校の様子を学び実習への動機付けを行う「へき
地教育論」等の初年次受講を必須とし，２～４年次の学生に対し，へき地校体験実習を行っている。平成 26
年度は 123 人の学生が受講しており，例年，受入数の約３～５倍の学生が参加を希望している（資料 11－１
－②－２）
。なお，受講者の選考にあたっては，教員養成課程３キャンパス（札幌校・旭川校・釧路校）ご
とに，実習への応募動機を記載した書類選考及び面接によって選抜しており，特に２年次に受講できなかっ
た学生に対しては，上級学年で受講できるよう配慮を行うなど，より多くの学生が実習に参加できるように
している。
「へき地校体験実習」の成果報告では，へき地校体験実習を経験した実習生の報告を基に成果と課題につ
いて共通理解を図り，教員養成段階における教師教育の在り方を協議する「へき地・小規模校教育フォーラ
ム」を本学学生・教職員及び教育関係者を対象に開催している。
資料 11－１－②－２ 平成 25 年度へき地校体験実習参加希望学生数・参加決定者数

キャンパス名

平成２５年度 へき地校体験実習Ⅰ・Ⅱ
平成２５年５月２１日現在
事前ガイダンス
受講申込者
決定人数
募集定員
人数(B)
人数(C)
(A)
倍率(B/A)
倍率(C/A)

札幌校

36

人

旭川校

43

人

釧路校

20

人

約 100

人

39

人

2.8

倍

1.1

倍

147

人

78

人

3.4

倍

1.8

倍

約 80

人

30

人

4

倍

1.5

倍

36

人

43

人

20

人
出典：総務課資料

（ⅲ）成果を検証し、改善を図っているか。
学校・地域教育研究支援センターのへき地教育研究支援部門では，本学と北海道立教育研究所の共同研究
により作成した「複式学級における学習指導の在り方」
（平成 23 年９月最終改訂）を基に，
「複式教育にお
ける学習指導の手引」
（学習指導書）を，へき地校体験実習における学生の指導教材として作成した。本学
習指導書は，学習指導要領改訂の趣旨を踏まえ，指導過程の工夫や評価の在り方等，複式学級における学習
指導の具体例を示して作成しており，毎年改訂を行っている。平成 26 年度は，複数教科の複式授業の学習
指導案を例示し，少人数指導におけるＩＣＴの活用についても新規に項目を設けている。
また，へき地・小規模校教育フォーラム等を通じ，明らかとなった課題を把握し，その対応策を検討して
いくことで，次年度のへき地・小規模校教育における事前事後指導等に繋げている。
【分析結果とその根拠理由】
へき地・小規模校教育においては，本学に設置している学校・地域教育研究支援センターのへき地教育研
究支援部門が中心となり，教育関係機関，へき地・小規模校との緊密な連携を図り，
「へき地校体験実習」
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を実施している。本実習では，学校や学級の規模に応じた授業や生活指導について、授業観察や教壇実習な
どを通して，体験的に学びを深めることを目的として実施しており，同センター員を中心に学生の事前・事
後指導並びに実習期間中の巡回指導を行っている。
「へき地校体験実習」の成果報告は，
「へき地・小規模校教育フォーラム」において，本学学生・教職員
及び教育関係者を対象に開催しているととも，本学と北海道立教育研究所の共同研究により作成した「複式
学級における学習指導の在り方」
（平成 23 年９月最終改訂）
を基に，
「複式教育における学習指導の手引」
（学
習指導書）を，へき地校体験実習における学生の指導教材として作成し，毎年改訂を行っている。
また，へき地・小規模校教育フォーラム等を通じ，明らかとなった課題を把握し，その対応策を検討して
いくことで，次年度のへき地・小規模校教育における事前事後指導等に繋げている。
このことから，特色ある教育活動としてへき地・小規模校教育を適切に実施していると判断する。
「特別支援教育」
【観点に係る状況】
（ⅰ）実施体制・支援体制を整備しているか。
本学では，北海道における特別支援教育の推進を図るため特別支援教育プロジェクトを組織し，旭川に拠
点を置く「発達支援ツール作成部門」
，函館・札幌に拠点を置く「人材育成部門」
，釧路に拠点を置く「地域
（へき地･小規模）サポート部門」で構成し，附属学校とともに教員の横断的組織による調査研究・実践を
行っている。また，専任のプロジェクト研究員並びに岩見沢校の芸術・スポーツ文化学科の教員と協力し，
各キャンパスが連携して情報提供システム（ほくとくネット）の構築を含めて発展的に実施している（前掲
資料 11－１－①－２）
。
（ⅱ）適切に実施し、成果を上げているか。
平成 22，23 年度に，発達障害のある児童生徒が在籍するへき地・小規模校の教員の指導力向上を目的と
して，発達障害のアセスメント方法やコミュニケーションスキルの向上，身体活動を通した発達支援方法な
どに関する研修を行った。さらにインターネット環境を活用したメールやインターネット電話による相談シ
ステムの検討とデジタル絵カードなどの教材開発を行った。それらの取組から，従来の情報機器の利用では，
テキストデータの蓄積が主であったが，情報の少ない遠隔地の教員にとって，テキスト情報のみではなく映
像などを使った情報提供がより効果的であることがうかがわれた。そのため，時間や距離を選ばず誰でも活
用可能な情報拠点として，
「ほくとくネット」をウェブ上に開設し，特別なニーズのある子どもたちに対す
る教育支援，及び教育者支援の充実のため特別支援教育に関する情報サーバとして，特別支援教育に関わる
様々な情報や教材の提供を行った。情報機器を活用した支援の可能性とニーズについては，サイトへのアク
セスが開設から半年で１万アクセスを越えたことからも，高いと判断する。また，北海道教育大学の独自の
取組として，学生を交えた地域での支援実践や試行的な映像教材の作成等を行い（北海道教育大学特別支援
教育プロジェクト「育ちと学びの応援ファイル DVD 版」2012）
，その重要性と効果を検討してきた。実践現
場では，活用できる教材などのさらなる情報内容の充実を求める声が大きくなっている（資料 11－１－②－
３）
。
平成 25 年度の教員等に対する研修では，
「若手特別支援学級・通級指導教室担当者を対象としたサポート
セミナー」を釧路・根室管内の特別支援学級，通級指導教室担当者を対象にグループワーク等を行い，参加
者の支援スキルの向上とネットワーク形成を図った（7/30 釧路校）
。また，アダプテッド体育・スポーツ国
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際ワークショップ（8/23-26，札幌・岩見沢・サテライトキャンパス，附属札幌小中学校ふじのめ学級）
，子
ども発達支援合同研修会（1/15 旭川市民文化会館）を実施しており，特に，対応が難しい学生に関する支援
に関する意見交流会（7/24，10/25，11/20 札幌校）での参加者の意見交換やアンケート調査では，
「実際の
困っていることについて良い参考となった」
「対応が難しい学生の背景要因について様々な角度から考える
ことができた」など，その内容について高い評価を得ている。
資料11－１－②－３ すくらむDVD視聴後の感想 2012

出典：ほくとくネット（http://hokutoku.net/jovbls33d-173/#_173）

（ⅲ）成果を検証し、改善を図っているか。
特に，平成 22，23 年度に取り組んだ「
『特別な教育的ニーズ』のある子どもたちの通常学級における教育
支援及び教育方法の開発」における情報サイト「ほくとくネット」に関する取組について，関係学会等で報
告を行った（北海道特別支援教育学会 2012）
。これらの関連学会等における専門家や現場教員からの意見や
指摘を通して成果の検証を行った。これらの研究会や学会では，特別なニーズを持つ子どもの教育・支援に
関する情報格差の解消のためには，個別の発達評価やそれに応じた具体的な支援方法などに関する技能を備
えた地域の人材育成・支援，キャンパス間の連携による情報提供システムや体系的な支援システムの構築が
必要であるとの指摘がされた。それを受け，平成 24 年度に，北海道教育委員会の上川，空知教育局と連携
したアセスメントや個別の教育支援計画のモデル提示など，地域特性に応じた特別な教育的ニーズに関する
情報システムの構築を行った（資料 11－１－②－４）
。
さらに，地域のニーズに対応した，臨床的支援の場を拡大するとともに，成果の検証とより使いやすいサ
イトを目指して「ほくとくネット」のウェブサイトの構成を変更するなど，システムの改善を継続的に実施
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している。
資料 11－１－②－４ ほくとくネット 発達支援ファイル・ツール

出典：ほくとくネットウェブサイト（http://hokutoku.net/発達支援ファイル・ツール）

【分析結果とその根拠理由】
特別支援教育においては，旭川に拠点を置く「発達支援ツール作成部門」
，函館・札幌に拠点を置く「人
材育成部門」
，釧路に拠点を置く「地域（へき地･小規模）サポート部門」で特別支援教育プロジェクトを組
織し，附属学校とともに教員の横断的組織による調査研究・実践を行っている。
プロジェクトでは，発達障害のアセスメント方法やコミュニケーションスキルの向上，身体活動を通した
発達支援方法などに関する研修やインターネット環境を活用したメールやインターネット電話による相談
システムの検討とデジタル絵カードなどの教材開発を行っている。また，
「若手特別支援学級・通級指導教
室担当者を対象としたサポートセミナー」を釧路・根室管内の特別支援学級，通級指導教室担当者を対象に
行い，参加者の支援スキルの向上とネットワーク形成を図っている。特に，
「
『特別な教育的ニーズ』のある
子どもたちの通常学級における教育支援及び教育方法の開発」における情報サイト「ほくとくネット」に関
する取組を関係学会等で報告するとともに，成果の検証とより使いやすいサイトを目指してウェブサイトの
構成を変更するなど，システムの改善を継続的に実施している。
このことから，特色ある教育活動として特別支援教育を適切に実施していると判断する。
「小学校外国語（英語）教育」
【観点に係る状況】
（ⅰ）実施体制・支援体制を整備しているか。
平成 24 年度に「小学校英語教育の推進力向上プロジェクト」を開始し，その中心的事業が「小学校英語
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教育指導者資格認定講座」である。
そこで，平成 25 年度から，本学において「小学校英語教育指導者資格認定講座」
（文部科学省履修証明制
度による）を開設した。認定者数は，平成 25 年度が 13 名，平成 26 年度が 18 名となっている。現在，受講
生数は 201 名となっている。平成 26 年度は，講座の内容として８月 23 日に札幌 CLIL ワークショップ （シ
ルヴァナ・ランポーネ氏：札幌校）
，11 月 30 日に小中連携フォーラム（札幌全日空ホテル）
，３月９日に第
２回 道東地区英語教育セミナー（釧路教育研究センター）などを行った。
また，小学校英語教育指導者資格認定講座について，円滑な実施及び運営を図るため，本学に北海道教育
大学小学校英語教育指導者資格認定委員会を設置（資料 11－１－②－５）し，北海道教育委員会と連携した
実施体制を整備した。北海道教育委員会との連携によって,助言のみならず資格認定講座における実践体験
の場として北海道教育委員会が実施している北海道イングリッシュキャンプを組み入れることができ，相互
協力体制が構築できた。今後は，実施体制・支援体制の効率を高め，本学の教員養成プログラムの一部とし
て，恒常的に実施していくための検討が必要である。
資料 11－１－②－５ 北海道教育大学小学校英語教育指導者資格認定委員会設置要項（抜粋）
（設置）
第１条 北海道教育大学（以下「本学」という。
）が実施する小学校英語教育指導者資格認定講座（以下「認定講座」という。
）に
ついて，円滑な実施及び運営を図るため，本学に北海道教育大学小学校英語教育指導者資格認定委員会（以下「委員会」という。
）
を置く。
（組織）
第２条 委員会は，次に掲げる者で組織する。
(1) 理事が指名する者 若干人
(2) 認定講座担当研究員及び研究補助員 若干人
(3) 北海道教育委員会等の外部連携機関から理事が委嘱する者 若干人
２ 前項に規定する委員の任期は，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。
出典：北海道教育大学小学校英語教育指導者資格認定委員会設置要項

（ⅱ）適切に実施し、成果を上げているか。
平成 23 年度から，小学校５・６年生の外国語活動（英語活動）が必修化され，即戦力として「指導力」
と「英語運用能力」を有する小学校教員の養成が急務となっている。小学校英語は，小学校学習指導要領に
おいては，あくまで“外国語活動”として実施されているが，今後，教科（英語）として確立したうえで導
入される予定である。そこで，北海道教育大学小学校英語教育指導者資格認定委員会では，平成 26 年３月
にテキスト「小学校外国語活動と小中連携」
（資料 11－１－②－６）を，文部科学省研究開発学校の指定を
受けている附属学校教員の協力を得て作成した。本プロジェクトで作成した平成 24 年度テキスト，25 年度
テキストの内容をさらに充実させ，小中連携や評価についての記述も加え，さらに海外の小学校英語の現状
についての論考も含め，広い視野を提供した。
また，現職教員への資質能力向上については，この間継続的に，本学に設置している小学校外国語活動支
援サイト（CELENET)（資料 11－１－②－７）の内容（教材，指導方法の情報交流，先進事例の情報提供，ネ
ット講座）を充実させてきており，
「小学校外国語活動実践交流会」を開催する中で，発表者・参加者の交
流を深め，現職教員間のネットワークを構築してきた。同サイトへの登録者数（資料 11－１－②－８）は，
増加し，道内・道外の現職教員・学生を含め 1,500 名を越えている。更に，資格認定講座の実践体験の履修
時間として，北海道教育委員会が小・中・高校生を対象として実施している北海道イングリッシュ・キャン
プへの参加も算入可能とし，本学からは合計 43 人の学生ボランティアが参加した。
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資料 11－１－②－６ 小学校外国語活動と小中連携（資格認定講座テキスト）

出典：平成 26 年度北海道教育大学小学校英語教育指導者資格認定講座テキスト

資料 11－１－②－７ 小学校外国語活動支援サイト（CELENET)

出典：本学ウェブサイト（http://celenet.info/）
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資料 11－１－②－８ 小学校外国語活動支援サイト（CELENET)への登録者数の推移（毎年３月末の人数）
平成 19 年
77 人

平成 20 年
366 人

平成 21 年

平成 22 年

619 人

平成 23 年

875 人

1,121 人

平成 24 年

平成 25 年

1,252 人

1,456 人

平成 26 年
1,525 人

出典：CELENET Web 管理者統計より

（ⅲ）成果を検証し、改善を図っているか。
北海道教育大学小学校英語教育指導者資格認定講座に係るプログラムでは，開講された講座の一部におい
て，アンケートを実施し，
（資料 11－１－②－９）
，その結果を踏まえて改訂版のテキストへ反映させる取組
を行った。アンケートの結果，フォーラムへの評価は参加者のほぼ全員が有益であったと答え，これまでの
本学の小学英語の取組の成果への一定程度の評価があったと判断している。また今後の要望の多い重点分野
として，指導方法，教材紹介，英語力向上，評価，小中連携などが挙げられ，認定講座のテキスト改訂に役
立てた。
講座受講者および教育現場におけるさらなるニーズの把握，資格認定講座内容の改善，プログラム運営の
効率化，プロジェクト終了後の現行の大学カリキュラムに対する資格認定講座の内容の還元が今後の課題で
ある。
資料 11－１－②－９ 小中連携フォーラム アンケート集計

出典：平成 25 年度北海道教育大学小学校外国語活動・小中連携フォーラム参加者対象アンケート結果
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【分析結果とその根拠理由】
小学校外国語（英語）教育においては，
「小学校英語教育の推進力向上プロジェクト」の中心事業として，
「小学校英語教育指導者資格認定講座」を開設し，北海道教育大学小学校英語教育指導者資格認定委員会を
設置のうえ，北海道教育委員会と連携した実施体制を整備した。
北海道教育大学小学校英語教育指導者資格認定委員会では，テキスト「小学校外国語活動と小中連携」の
作成や小学校外国語活動支援サイト（CELENET)の内容（教材，指導方法の情報交流，先進事例の情報提供，
ネット講座の充実）の充実を行うとともに，
「小学校外国語活動実践交流会」で，発表者・参加者の交流を
深め，現職教員間のネットワークを構築してきた。
今後は、講座受講者および教育現場におけるさらなるニーズの把握，資格認定講座内容の改善，プログラ
ム運営の効率化，プロジェクト終了後の現行の大学カリキュラムに対する資格認定講座の内容の還元の検討
を進めていくこととしている。
このことから，特色ある教育活動として小学校外国語（英語）教育を適切に実施していると判断する。
「ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）
」
【観点に係る状況】
（ⅰ）実施体制・支援体制を整備しているか。
北海道教育大学釧路校ＥＳＤ推進センター要項第８条３（３）
「センター事業計画及び予算に関する事項」
の審議に基づき，
「センター員会議」で方針・活動計画を決定する実施体制が整備されている（資料 11－１
－②－10）
。これによって，北海道ユネスコ連絡協議会と連携し北海道内のユネスコスクール普及のための
研修会の実施，センター員の研究・教育実践に関わる関連団体との連携によるシンポジウム・研究会の実施
―例えば，自然エネルギー普及・研究活動，命・食農に関わる普及・研究活動・実践活動，野生動物との共
存を目指す教育・研究活動，子どもの自然体験活動に関わる実践・研究活動など，ユネスコスクール支援大
学間ネットワーク加盟大学の一員としての交流等を進めている。北海道教育大学釧路校ＥＳＤ推進センター
が中心となり，北海道唯一の教員養成大学として，ユネスコの精神に基づいた環境教育やＥＳＤを推進し，
北海道地域における初等教育から高等教育にいたる本学ネットワークを生かして地域の環境教育やＥＳＤ
の推進に取り組み，ユネスコスクールの道内各地への拡大を目指している。北海道教育大学は「ユネスコス
クール支援大学間ネットワーク」に加盟している道内唯一の大学であり，道内のユネスコスクール登録にあ
たって，その申請段階で指導助言する支援体制を整備している。
ＥＳＤの教育内容は多岐にわたり，その教育内容・教育方法の検討，学習者の成長・発達に関わる評価，
将来教師になる学生への教育推進など，解明しなければならないことが多々あり，これまでの実施体制，支
援体制を土台に，体制の発展的整備に努めている。
資料11－１－②－10 北海道教育大学釧路校ＥＳＤ推進センター要項（抜粋）
第８条（センター員会議）
３ センター員会議は次に掲げる事項を審議する。
(3) センター事業計画及び予算に関する事項
出典：北海道教育大学釧路校ＥＳＤ推進センター要項

90

Ⅱ．特色ある取組について

（ⅱ）適切に実施し、成果を上げているか。
ＥＳＤを担う教員養成にあたり，釧路校地域教育開発専攻では，以下のようなカリキュラム構成に従って
教育を進めている。学年進行に伴い，学生の知識や考え方，実践力が段階的に向上するように，４つの階梯
的な科目群に整理されている。地域イントロダクトリー科目群(１年次)は，学生に環境教育・地域教育への
動機づけを与えるとともに，基礎知識や問題発見のための切り口，視点を明示する科目であり，基礎講読及
び地域教育，環境教育に関する入門的科目群が置かれている。地域トライアル科目群（１～２年次）は，学
生をフィールドに頻繁に引率し，複数の教員が指導を行うものである。地域の自然に浸り，地域の人々との
交流などを通して，地域社会や自然環境が持つ特性や解決すべき課題の発見と，体験的な理解を促す科目群
である。地域プラクティス科目群（２～３年次）は，学生が課題を発見または解決するために，自らフィー
ルドに出向き，地域社会の産業や生活，自然環境の中で継続的に行動し，地域の人々の夢や悩みに共感しな
がら活動を行うものである。この活動を通して，地域に内在する価値や困難，矛盾や課題について気づき，
その解決を模索して地域の人々とともに考え，行動する力を身につけていくことを促す科目群である。地域
ビジョン開発科目群（３～４年次）は，地域社会や自然環境の中で見出した課題を地域教育や学校教育を通
して解決していくための，地域ビジョンや環境教育プログラムを学生が主体的に作り上げることを支援する
科目群である。これらの科目群構成により，地域の課題と地球規模の課題を統一し教科横断型授業づくりが
できる力量，地域社会の課題を探り地域の素材を教材化できる力量，教師として将来地域と協働できる力量，
持続可能な地域・社会に向けた批判的思考力，多様なステークホルダーとコミュニケーションが取れる力量
などの形成に向けて教育活動を実施している。
ＥＳＤ推進のための人材養成として，平成 25 年度までにＥＳＤプランナーに認定された人数は学生や一
般を含めて 42 名となり，卒業生から「環境教育推進の仕事を任されました」という報告等，各地域で特色
ある教育を進める中核として育ちつつある。
ＥＳＤの視点は学校教育のあらゆる教科・領域の中で取り入れられ，これからの学校教育の転換を促す重
要なものであり，本学釧路校地域教育開発専攻における学生の意識変容や気付きが行われていることから，
プロジェクトが適切に実施できている証左であると判断できる。これらの成果を踏まえ，今後は，北海道教
育大学釧路校及び全学への広がりを意図して，新しい科目として全専攻対象の「ＥＳＤ実践論」を立ち上げ
ることになった。これを契機にＥＳＤ推進プロジェクトの普及拡大を進めている。
センターの事業としては，平成 25 年 11 月に，ユネスコスクール登録校（園）を中心として札幌での第２
回ＥＳＤ・ユネスコスクール研修会を行い，道内各地からユネスコスクール教育関係者に集まってもらい事
例報告などが行われた。さらに，平成 25 年度２回目の研修会を２月に函館を会場に行い，函館校の約 50 名
の学生と市民らが参加している。地域のユネスコ協会との連携事業も行われ，帯広での北海道ユネスコ連絡
協議会の大会で，釧路校ユネスコサークル「ピース」の活動報告を発表している。平成 26 年度は北海道ユ
ネスコ協会との連携による北海道内ユネスコスクール研修会（札幌エリア 12 月７日，北見エリア２月 1 日
実施予定）など，ＥＳＤの普及・研究・実践のための連携体制の整備を進めている。
（ⅲ）成果を検証し、改善を図っているか。
・全国出版活動
『ＥＳＤをつくる 地域で開く未来への教育』(生方秀紀・神田房行・大森享編著 2010 ミネルヴァ)，
『地
域と結ぶ学校環境教育』2011，
『3.11 を契機に子どもの教育を問う』2013，
『環境教育辞典』分担執筆・
日本環境教育学会編 2013，
『野生動物保全教育実践の展望』2014 等
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・シンポジウム
「グローカル環境教育国際会議 2008」
，
「持続可能な未来をつくる環境教育～グローバルな視野と地域で
の実践～」2008，
「持続可能な社会への環境教育（ＥＳＤ）～地域から世界へ広がる環～」2008，
「命の
糧「食」の価値を感じ・考え・伝えるために―教師を目指す学生による食育民泊体験実習―」2013，2014
・その他発表等
日本環境教育学会北海道支部大会 2012，子どもと自然学会全国大会 2013
浜中町，浦幌町における持続可能な地域づくり実践・研究
以上のような場における発表・実践の推進により，多くの研究者・市民・自治体関係者・学生との研究交
流・実践交流から成果と課題について確認している。
また，ＥＳＤ推進センター会議で活動・研究の総括と方針を決定し，センター研究員及び学外研究員と協
力しながら課題研究を行っているとともに，平成 27 年度には，研究「北海道ユネスコスクール実践から探
るＥＳＤの教育的価値－その課題と展望」に取り組んでいる。
【分析結果とその根拠理由】
ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）においては，ＥＳＤを担う教員養成にあたり，学年進行に伴い，
学生の知識や考え方，実践力が段階的に向上するように，４つの階梯的な科目群に整理し，カリキュラム構
成に従って教育を進めており，地域の課題と地球規模の課題を統一し教科横断型授業づくりができる力量，
地域社会の課題を探り地域の素材を教材化できる力量，教師として将来地域と協働できる力量，持続可能な
地域・社会に向けた批判的思考力，多様なステークホルダーとコミュニケーションが取れる力量などの形成
に向けて教育活動を実施している。
また，北海道教育大学釧路校ＥＳＤ推進センターが中心となり，ユネスコの精神に基づいた環境教育やＥ
ＳＤを推進し，北海道地域における初等教育から高等教育にいたる本学ネットワークを生かして地域の環境
教育やＥＳＤの推進に取り組んでいる。また，北海道教育大学は「ユネスコスクール支援大学間ネットワー
ク」に加盟している道内唯一の大学であり，道内のユネスコスクール登録にあたって，その申請段階で指導
助言する支援体制を整備している。
ＥＳＤの視点は学校教育のあらゆる教科・領域の中で取り入れられ，これからの学校教育の転換を促す重
要なものであり，学生の意識変容や気付きが行われていることから，プロジェクトが適切に実施できている。
ＥＳＤ推進センター会議では，活動・研究の総括と方針を決定し，センター研究員及び学外研究員と協力
しながら課題研究を行っている。
このことから，特色ある教育活動としてＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）を適切に実施していると
判断する。
「金融教育」
【観点に係る状況】
（ⅰ）実施体制・支援体制を整備しているか。
平成 20 年度から平成 22 年度に実施した北洋銀行との共同研究の成果（資料 11－１－②－11）を学部の教
育に盛り込んで，金融教育ができる教員の養成に活かすこと，また，金融教育ができる教員養成のための授
業を中心とした取組を全国に発信し，教育現場へ貢献することを目的とした金融教育プロジェクトを実施し
ている。このプロジェクトは，前述の成果を本学プロジェクトとして位置づけたものであり，プロジェクト
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構成員を北洋銀行員２人，小中高校の現職教員５人，本学の教員５人とし，理論と教育現場での実践を往還
させた授業科目「金融教育」を集中講義で展開している。
資料11－１－②－11 北洋銀行との共同研究

出典：本学ウェブサイト（https://www.hokkyodai.ac.jp/distinctive/research/project/kinyu.html）

（ⅱ）適切に実施し、成果を上げているか。
授業科目「金融教育」は，お金の動きを理解し，それを通じて自分の暮らしや社会について考え，自らの
価値観を磨きながら，より豊かな生活や社会づくりに向けて主体的に行動できる能力を養う教育として，家
庭科，生活科，社会科等の授業科目と密接に関わっている。この授業科目は，教員養成３キャンパス（札幌
校，旭川校，釧路校）において開講しており，プロジェクト構成員の本学教員は，金融教育の枠組みとなる
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経済・生活経営・社会科教育・家庭科教育を専門とした学術部分の講義，小中高校の現職教員は，小学校社
会科・家庭科，中学校社会科・家庭科，高等学校家庭科の授業実践を通した学校現場での事例を含めた講義，
北洋銀行員（平成 26 年度は，金融広報中央委員会＊も加え）は，金融についてプロフェッショナルな立場
からの金融現場における講義を実施している。
また，平成 26 年度には，金融広報中央委員会関係者に１コマを授業担当を受け持ってもらい，現在社会
的な話題となっている「奨学金」の仕組み等について講義を行った。金融広報中央委員会関係者からは，本
学の授業科目「金融教育」は全国的にも特色ある取組であるとの評価を得ている。この授業科目では，本学
教員が理論と教育現場での実践を基に講義を実施し，金融教育実践を展開できる教員養成に連結している。
札幌校，旭川校，釧路校の受講学生については，平成 24 年度は 125 人，平成 25 年度は 189 人，平成 26 年
度は 198 人と年々増加傾向になっている。
学校における金融教育の必要性を認識させるとともに，今後の指導の参考資料として活用してもらうこと
を目的とした，金融広報中央委員会が主催する「金融教育に関する小論文コンクール（現：金融教育に関す
る小論文・実践報告コンクール）
」において，本学のプロジェクト構成員が応募した「金融教育」の講義等
を通じた研究成果が｢優秀賞｣となった。この応募内容は，
「金融教育ができる教員を養成しよう―北海道教
育大学と北洋銀行のチャレンジ―」と題した教育方法の研究成果であり，その研究内容に基づく事例集「金
融教育」を刊行し，小学校・中学校・高校などに広く公表している。
また，平成 23 年度の「金融教育に関する小論文コンクール」では，
「金融教育」の講義を受講した学生が
書いたレポート「小学校社会科の産業学習における金融教育の教材開発─調べ学習とボードゲームの活用
─」が「奨励賞」となった（資料 11－１－②－12）
。
＊：都道府県金融広報委員会，政府，日本銀行，地方公共団体，民間団体等と協力して，中立・公正な立場
から，暮らしに身近な金融に関する幅広い広報活動を行う団体
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資料 11－１－②－12 本学学生が「金融教育を考える」第８回小論文コンクールで奨励賞を受賞

出典：金融広報中央委員会ウェブサイト（http://www.shiruporuto.jp/teach/school/kyoin2011/）

（ⅲ）成果を検証し、改善を図っているか。
授業科目「金融教育」は，授業内容を金融教育プロジェクト会議で検証し，
「導入」
「展開」
「終結」の構
成と教育方法の改善を行っている。また，構成員である小中高校の現職教員においては，大学で行った講義
内容やプロジェクトにおける研究成果を現場の授業の中で子どもたちに実践し，そこで得た反応や教員自身
の気づきなどをさらに大学の授業にフィードバックさせ，学校現場と大学における講義を往還させて，金融
教育の進展に繋げている。
授業受講前と受講後の意識変化に関するアンケートを科目受講生に行った結果，授業受講後に「金融教育
は学校で，小学校の早い時期から教わるべき」
「今後は金融教育の実践例や消費者としての基礎知識をさら
に学びたい」と回答した学生が増加していたことが明らかとなった。
金融教育に係る研究成果は，
「大学生における消費者教育の有効性―「金融教育」講義アンケート結果か
ら―」と題し，学会発表や学術論文として公表している（資料 11－１－②－13）
。

95

Ⅱ．北海道教育大学の特色ある取組について

資料 11－１－②－13 金融教育研究成果発表一覧

学会発表
学術論文等

著書，学術論文等の名称
教員養成課程における金融教育実践者育成のため
の授業検討
中学校家庭科における金融教育と生徒の学び

発行所，掲載雑誌等又は発表学会等の名称
日本家庭科教育学会第 55 回全国大会・東京

発行，発表年
2012 年６月

日本家庭科教育学会第 56 回全国大会・青森

2013 年６月

教員養成課程における消費者教育の授業の有効性
に関する研究
大学生における消費者教育の有効性-「金融教育」
講義アンケート結果から
教員養成課程における金融教育実践者育成のため
のカリキュラム開発―北海道教育大学講義「金融
教育」の場合―
教員養成における経済教育の課題と展望

日本消費者教育学会北海総支部会・北海道

2013 年７月

日本消費者教育学会第 33 回全国大会・愛知

2013 年 10 月

北海道教育大学紀要（教科教育学編）第 63 巻第
1号

2012 年

三恵社

2012 年

大学生における消費者教育の有効性―「金融教育」 日本消費者教育学会誌「消費者教育第 34 冊」
講義アンケート結果から―」
中学校家庭科の授業における消費者市民性育成の 北海道教育大学紀要（教育科学編）第 64 巻第 2
可能性―金融教育の授業実践から―
号

2014 年
2014 年
出典：総務課資料

【分析結果とその根拠理由】
金融教育においては，北洋銀行との共同研究の成果を本学プロジェクトとして位置づけたものであり，プ
ロジェクト構成員を北洋銀行員２人，小中高校の現職教員５人，本学の教員５人とし，理論と教育現場での
実践を往還させた授業科目「金融教育」を集中講義で展開している。
授業科目「金融教育」は，お金の動きを理解し，それを通じて自分の暮らしや社会について考え，自らの
価値観を磨きながら，より豊かな生活や社会づくりに向けて主体的に行動できる能力を養う教育として実施
している。金融広報中央委員会が主催する「金融教育に関する小論文コンクール（現：金融教育に関する小
論文・実践報告コンクール）
」では，
「金融教育」の講義等を通じた成果等に対して，各種の賞を受けた。
授業科目「金融教育」は，授業内容を金融教育プロジェクト会議で検証し，
「導入」
「展開」
「終結」の構
成と教育方法の改善を行っている。また，構成員である小中高校の現職教員においては，大学で行った講義
内容やプロジェクトにおける研究成果を現場の授業の中で子どもたちに実践し，そこで得た反応や教員自身
の気づきなどをさらに大学の授業にフィードバックさせ，学校現場と大学における講義を往還させて，金融
教育の進展を図っている。
このことから，特色ある教育活動として金融教育を適切に実施していると判断する。
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（２）優れた点及び改善を要する点
「へき地・小規模校教育」
【優れた点】
○ へき地・小規模校に対応した教員を養成するため，教育関係機関，へき地・小規模校との緊密な連携を
図り，免許法上の「教科又は教職に関する科目」に位置づけた「へき地校体験実習」を開設している。
【改善を要する点】
○ 特になし。
「特別支援教育」
【優れた点】
○ 時間や距離を選ばず誰でも活用可能な情報拠点として，
「ほくとくネット」をウェブ上に開設し，特別
なニーズのある子どもたちに対する教育支援，及び教育者支援の充実のため特別支援教育に関する情報サ
ーバとして，特別支援教育に関わる様々な情報や教材の提供を行っている。
【改善を要する点】
○ 特になし。
「小学校外国語（英語）教育」
【優れた点】
○ 北海道教育委員会との連携によって,助言のみならず資格認定講座における実践体験の場として北海道
教育委員会が実施している北海道イングリッシュキャンプを組み入れ，相互協力体制を構築している。
○ 現職教員への資質能力向上に向けて，本学に設置している小学校外国語活動支援サイト（CELENET）の内
容の充実により，現職教員間のネットワーク構築に努めている。
【改善を要する点】
○ 特になし。
「ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）
」
【優れた点】
○ 「ユネスコスクール支援大学間ネットワーク」に加盟している道内唯一の大学として，道内のユネスコ
スクール登録における申請段階での指導助言支援体制を整備している。
○ ＥＳＤを担う教員養成にあたり，釧路校地域教育開発専攻では，学年進行に伴い，学生の知識や考え方，
実践力が段階的に向上するように，４つの階梯的な科目群に整理しカリキュラムを構成している。
【改善を要する点】
○ 特になし。
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「金融教育」
【優れた点】
○ 大学で行った講義内容やプロジェクトにおける研究成果を，構成員である小中高校の現職教員が現場の
授業の中で子どもたちに実践し，そこで得た反応や教員自身の気づきなどをさらに大学の授業にフィード
バックさせ，学校現場と大学における講義を往還させている。
【改善を要する点】
○ 特になし。
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