2020年度
生用
受講開始学

グローバル時代の教育をリードする教員になる

プログラムアドバイザーによる強力なサポート
特別科目は、海外事情に精通したプログラムアドバイザーが担当します。
また、定期的に英語力をチェックし、個々にあったアドバイスを行います。

変化の著しい現代世界に関心を持ち、高い異文化コミュニケーション能力を有し
次世代を担う子どもたちを育てる情熱ある教員を養成します。

The GEL program will broaden your mind and
expand your horizons. You will have the
chance to take extra lessons to improve your
communication skills, receive one to one
tuition from an English native speaking
adviser and travel. You will meet new people
and have new experiences. The GEL program
will help you become a citizen of the world.

The GEL program is a wonderful opportunity to prepare
yourself for the future in an increasingly connected world.
We advisors are here to help by teaching specialized
classes in English, supervising your progress, and
oﬀering helpful advice. Each year many GEL students
return from their study abroad with not only a higher
level of English, but with a deeper understanding of the
various cultures around the globe.

札幌校アドバイザー Ryan Andrew Robert

釧路校アドバイザー Arthur Newton

力
異文化理解

チューター
受入留学生

交換留学先のシドニー
で
日本語指導

英語力強化のためのICT環境
高いレベルの「使える英語」を習得するために、CALLシステムを活用し、効果的に英語を
学習します。また、充実したe-learning教材を用いて、学内外を問わず自分のペースで自学
自習が可能です。

グローバル教員養成プログラムでは、海外留学や英語教育の実践
に向けたさまざまなサポートが得られます。プログラムアドバイザー
の先生方の授業はもちろん、英語でのプレゼンテーションの練習や
多言語ボランティアの経験などは、留学の準備をする上でもとても
大切だったと実感しています。国際的な視野を持った仲間と共に学
習できるのも、このプログラムならではの魅力だと思います。

川上 光陽（釧路校

第2期生）
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※記載されている本プログラムの内容は2019年度現在の内容であり、今後変更となる場合があります。

北海道教育大学事務局学務部国際課
〒002-8501 札幌市北区あいの里５条３丁目１−３
TEL：011-778-0674 Email：g-kokusai@j.hokkyodai.ac.jp
https://www.hokkyodai.ac.jp/hue-gelprogram
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台北の小学校で
英語の授業

G lobal E ducation L eadership Pro gram

グローバル化が急速に進む中、将来、国際社会で活躍できる人材を育てるため、北海道教育大学
では教員養成課程３キャンパス
（札幌校・旭川校・釧路校）
に特別なプログラムを開設し、
高い語学
力と豊かな国際感覚を有する教員を養成しています。
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現在の勤務校と担当教科は？

語学スコア基準

私は現在、小樽市立朝里中学校
で教員として勤務し、社会科と英語
科の2教科を担当しています。こう
して2つの教科を担当させていただけているのは、大学生の時に
グローバル教員養成プログラムを受講し、自らの可能性を広げる
努力をしてきたからだと思っています。

プログラムに参加しようと思ったきっかけは？

員

申込方法

教員養成課程3キャンパスの1・2年生
60名（各キャンパス20名）
自己推薦書と語学スコア
TOEIC 470（TOEIC-IPも可）、
TOEFL iBT 40、英検準２級相当以上
申込方法等、必要な手続に関する書類は、
合格通知書に同封してお知らせします。

スで
新入生ガイダン
会を実施
プログラム説明

※プログラム受講費用はかかりません。ただし、海外留学にかかる費用は自己負担となります。

小

樽市立朝里中学
山﨑 北斗先生（札幌 校教諭

● 「グローバル教員養成プログラム指定科目」から20単位以上を履修

校 第１期生）

私はもともと社会科の教員を目指して北海道教育大学に入学しました。
大学2年生の時にグローバル教員養成プログラムが新設されることを知りましたが、はじめは英
語科の学生が受けるものだと思い、あまり興味がありませんでした。
しかし、少しでも自分の将来
の武器になればいいなという安直な考えで、半ばチャレンジ精神で受講することを決めました。
社会科専攻だった私がこのプログラムを並行して受講するのには多くの困難があり、なぜ受講し
てしまったのかと悩むことも多々ありました。
しかし、それを乗り越えて卒業し、今実際に働く自
分のもとには多くの財産があることに気付かされます。英語力はもちろん、
ノルウェーへの交換留
学や国際関係のボランティアでの経験は、
このプログラムを受講していなければ得られなかった特
別な経験です。
これらがあるのとないのとでは、子どもたちに語れることも、今自分のできることも全
然違っていると思います。

豊かな国際感覚、
高い英語力を
身につける科目群
8単位以上

高い指導スキルを
身につける科目群
6単位以上

● 海外留学（1学期相当以上または短期海外留学4週間以上）
● ボランティア・インターンシップ等の活動に30時間以上参加
● 語学スコア（TOEFL iBT 72、TOEIC 730、英検準1級またはIELTS 5.5）を取得
※海外留学を１学期相当以上行い、かつ、特に高い語学スコア
（TOEFL iBT 92、TOEIC 860、英検1級またはIELTS 6.5）
を取得した者には、
「修了認定証（最優秀）」
を授与します。

プログラムで得られたことは？

海外留学学内選抜（12月）
海外留学準備
交換留学先の
1コマ
ノルウェーでの

海外留学 9月〜翌年3月[1学期相当]
主免

教育実習（8月下旬〜9月）

原則3年次末までに認定語学基準クリア
（TOEFL iBT 72、TOEIC 730、英検準1級またはIELTS 5.5）

4年次

※留学先大学の語学スコア基準クリア

3年次

プログラム応募
プログラム参加登録
受講開始
e-learningによる学習開始
TOEFLまたはIELTS受験
海外留学申込（11月）

2年次

これからプログラムへの参加を考えている学生に対してのひと言！

（2年次後期で半年間留学する場合）

1年次

もしもこのプログラムを受講していなかったら今の自分はなかった
でしょう。社会科のカリキュラムだけで平凡な4年間を過ごしていたら、
物事を見る視点は今とまったく異なっていたでしょうし、考え方の幅に
で
了式
ム修
グラ
プロ
も限界があったと思います。
プログラムを通して得た数々の経験は自分
修了認定証授与
のものの見方を大きく広げ、確実に今の自分の、そしてこれからの自分
の可能性を広げてくれるでしょう。英語科の教員であるかどうかにかかわらず、
これからグローバル
化が進む学校現場に対応できる人材はますます求められてくるでしょう。
この
プログラムで得るものは、
字面で見る以上の価値があると私は思います。

このプログラムに興味を持っている方、
また私のように英語専攻ではないけ
ど興味があるという方はぜひチャレンジしてほしいと思います。受講当初は後悔
することさえあった私ですが、今では受講して本当に良かったと思っていま
す。みなさんも、自分の将来の可能性を広げる一歩を踏み出してください。

異文化
コミュニケーション力を
身につける科目群
6単位以上

教員採用試験

プログラム修了認定

