
北海道教育大学 (北海道)

教育学部の特色を生かした幅広い専門分野の研修が可能です。

◇大学紹介 ◇教員研修コースの概要・特色 ◇宿 舎

◇問合せ先

大学所在地：北海道札幌市北区あいの里5条3丁目1
番3号 担当部署： 教育研究支援部国際課

連絡先：TEL: 011-778-0927 FAX: 011-778-0675 
E-mail： g-kokusai@j.hokkyodai.ac.jp

ホームページアドレス：

http://www.hokkyodai.ac.jp/

○大学の概要

北海道教育大学は，教育学部1学部が5つのキャ

ンパス（札幌，函館，旭川，釧路，岩見沢）に分
かれています。 札幌・旭川・釧路キャンパスに
設置された教員養成課程では，3つのキャンパスを

特色化しながら北海道全域にわたって教育現場に
密着した教員養成を行います。函館キャンパスに
設置された国際地域学科では，国際的な視野と教
育マインドをもち，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の育
成を目指しています。岩見沢キャンパスに設置さ
れた芸術・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目指してい
ます。

大学院教育学研究科の修士課程には，学校臨床心
理専攻，専門職学位課程には，高度教職実践専攻
が設置されています。

○国際交流の実績

・過去3年間の留学生の受入れ実績

2022年度：50名 18か国・地域

2021年度：48名 14か国・地域

2020年度：88名 21か国・地域

・過去3年間の教員研修留学生の受入実績

2022年度：4

2021年度：4

2020年度：4
※2022年度は新型コロナウィルス感染症の影響で例年よ
り少なくなっています。

○研修コースの特色

教育学部の特色を生かし，幅広い専門分野において，各領域の
教員が留学生の専門に応じて，きめ細かく個別指導を行う。

○受入定員 23名（上限）

○研修コースの概要（受入期間：1年～1年半）

・専門教育

【1年コース】：来日後から半年間を文部科学省が指定する日

本語コースで学び，終了後以下の形態で研究を

行う。

【1年半コース】：来日後から本学で，以下の形態で研究を行う。

ア）形態

留学生が希望する研究テーマにより，その分野の担当教員

が指導教員となり，研究指導を行う。なお，留学生の希望に

より， 日本人学生と共に一般の授業も受けることができる。

イ）英語による授業科目

英語による授業は行っていない。

ウ）補講

入学後，必要と認められた場合は，本学で開講している日本

語の授業を受講できる場合がある。

・見学・地域交流等の参加型科目（その他）

札幌，函館，旭川，釧路キャンパスでは，研究内容に応じて，

本学附属小・中学校での見学や日本文化研修も行っている。

○宿舎数

大学周辺の民間アパート等を紹介します。空
き状況によって学生寮に入居可能な場合もあり
ます。学生寮には，日本人学生も住んでいます。

○宿舎費

民間アパート（単身・ファミリー）

30,000円 ～ 70,000円
※光熱水料費及び食費等が別途かかります。

○宿舎設備・備品（一例）

民間アパート：ストーブ，洗濯機，冷蔵庫，

コンロ等

学生寮：共用・・・流し台，シャワー,トイレ，

冷蔵庫等

個人用・・・机，イス，タンス等

○宿舎周辺の生活情報，通学時間

アパートや寮の近くには，日常生活を送る上
で必要な店・施設が揃っています。また，各宿
舎は大学近辺または公共交通機関で通学できる
範囲に位置しています。

◇修了生へのフォローアップ
留学終了後も使用できる生涯メールサービスの提供をしている。



大学名：北海道教育大学（大学番号０１）

◇研修内容、受入可能人数、資格及び条件など

受入研究科
等名

コースコード 教員名 メールアドレス 分野 研修の内容 研修の対象者 使用言語
受入

可能数

当該教員が留学生を受け入れるにあたっての条件（語学
能力、専門能力等）、受入実績（過去５年間の受入国、人
数）

01001 今　尚之
kon.naoyuki@s.hokkyoda
i.ac.jp

高度教職実践

メディア・情報活用，図書館教育，デ
ジタルアーカイブス，
都市・地域開発（歴史的環境の保全と
教材化）

☑小学校教員
☑中高教員

日本語及び
英語

2
日本語能力（日常会話程度）、英語力もあると良
い。

01002 高久　元
takaku.gen@s.hokkyodai
.ac.jp

高度教職実践
土壌動物の分類
小中学校の生物教育

☑小学校教員
□中高教員

日本語又は
英語

1 英語または日本語が可能な者。

01003 幸坂　健太郎
kosaka.kentaro@s.hokkyoda
i.ac.jp

高度教職実践
日本の学校における国語の教育に関する
研究

☑小学校教員
☑中高教員 日本語 1 日本語能力試験N1取得済であること

01004 李知恩 lee.jieun@s.hokkyodai.ac.jp 高度教職実践 情報デザイン・視覚デザイン
☑小学校教員
☑中高教員

日本語又は
英語

2 英語または日本語が可能な者

01005 笠原　究
kasahara.kiwamu@a.hokkyo
dai.ac.jp

高度教職実践
第二言語習得研究の成果に基づき，効果的な英語
教授法について考える

□小学校教員
☑中高教員 英語 2

アカデミックな内容について討論できる英語運用能力。
受け入れ実績4名（マラウイ1,モロッコ2，ブラジル1）。

01006 芳賀  均
haga.hitoshi@a.hokkyodai.a
c.jp

高度教職実践
音楽科の授業方法、音楽科教育の教材開発、合科
的学習

☑小学校教員
□中高教員 日本語 2

日本語による会話が可能な方。受入実績：令和2～3年度に大学
院留学生1名）

01007 板谷　厚
itaya.atsushi@a.hokkyodai.a
c.jp

高度教職実践 体育授業における運動学
☑小学校教員
☑中高教員

日本語，英
語

1
英語および日本語の論文を読み理解できること．日常生活に支
障ない日本語運用能力があること．

01008 小谷　克彦
kotani.katsuhiko@a.hokkyod
ai.ac.jp

高度教職実践 体育授業における心理学
☑小学校教員
☑中高教員

日本語，英
語

1
英語および日本語の論文を読み理解できること．日常生活に支
障ない日本語運用能力があること．

01009 佐々木 宰
sasaki.tsukasa@k.hokkyodai
.ac.jp

高度教職実践
日本とアジア諸国の美術教育におけるカリキュラム
研究

☑小学校教員
□中高教員 日本語 2 日本語でコミュニケーションができること。（受け入れ実績なし）

01010 石井　洋
ishii.hiroshi@h.hokkyodai.ac.
jp

高度教職実践 日本の算数・数学科授業研究
☑小学校教員
☑中高教員

英語又は日
本語

3
英語または日本語によるコミュニケーションが可能で算数・数学
教育に関心があること。過去の受入れ実績(ブータン1名,フィジー
1名,インドネシア1名,ナミビア1名,フィリピン1名)

01011 石森　広美
ishimori.hiromi@h.hokkyodai
.ac.jp

高度教職実践
小中校における国際理解のための授業設計と評
価、英語・異文化コミュニケーション能力を高める授
業

☑小学校教員
☑中高教員

日本語及び
英語

2

01012 濱谷 弘志
hamatani.hiroshi@i.hokkyod
ai.ac.jp

高度教職実践
野外教育プログラム（クライミング，登山，カヤック，
ＢＣスキーなど）の体験と技術修得。また，指導者と
しての指導スキルの習得。

☑小学校教員
☑中高教員

日本語又は
英語

1 英語及び野外活動経験。受入実績なし。

01013 渡部 謙一
watanabe.kenichi@i.hokkyo
dai.ac.jp

高度教職実践 吹奏楽，金管楽器，ユーフォニアム
☑小学校教員
☑中高教員

日本語又は
英語

2
学部卒業の演奏能力，指揮能力を保有していること。十分な日
本語もしくは英語の能力があること。受入実績なし。

01014 山内 祈信
yamauchi.kishin@i.hokkyoda
i.ac.jp

高度教職実践 彫刻の研究，風景をテーマとした造形の研究
□小学校教員
☑中高教員

日本語又は
中国語

1
日本語または中国語で日常会話ができること。受入実
績なし。

教育学研究科

※「研修の対象者」は該当する方（両方に該当する場合は両方）に☑を付けてください。
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