●
●●
●

●

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
○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。
また，大学院修士課程には，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，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。

◇教員研修コースの概要
○プログラムの特色
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 約10名
○研修コースの概要
・日本語教育
ア）コース
文部科学省が指定している日本語コースで半年
間の教育を受ける。
イ）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。
・専門教育
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。

・学生数（2018年10月1日現在）
学部学生 4,740名， 大学院生（修士） 208名
大学院生（専門職学位） 79名
養護教諭特別別科 21名
○国際交流の実績（2018年10月1日現在）
・留学生数
20カ国・地域 88名
・国際交流協定教育機関 14カ国・地域 35大学
・教員研修留学生の受入実績
2017年度 1名， 2018年度 3名， 2019年度 4名

イ）英語による授業科目
英語による授業は行っていない。
・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・中学校での見学や研修も
行っている。

◇修了生へのフォローアップ
留学が終わった後も使うことができる生涯メール
サービスの提供している。

◇宿 舎
大学周辺の民間アパートや札幌国際交流会館（札幌校
の場合）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（月額）
民間アパート 23,000円 ～ 80,000円
学生寮（単身） 4,300円
学生寮（相部屋） 1,800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。

◇問い合わせ先
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： 学務部国際課
連絡先： TEL: 011-778-0918 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/
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Hokkaido University of Education (Hokkaido Prefecture)
This teacher training program enables non-Japanese students to study a wide range of disciplines at our university, which specializes in education.

◇ University overview
○Characteristics and history
The Faculty of Education, the sole faculty at the Hokkaido University
of Education, has five campuses (Sapporo, Hakodate, Asahikawa,
Kushiro and Iwamizawa) and covers all areas of education.
・Course for Teachers Training (Sapporo, Asahikawa, Kushiro)
-Each Campus offers its unique program to afford students
opportunities to learn practical teaching skills they will need in their
teaching fields.
・Department of International and Regional Studies (Hakodate)
-The goal of Department of International and Regional Studies at
Hakodate Campus is to develop human resources that could
revitalize regions with an international point of view, a spirit of
education, and excellent communication skills.
・Department of Arts, Sports, and Cultural Studies (Iwamizawa)
-The goal of Department of Arts, Sports, and Cultural Studies at
Iwamizawa Campus is to develop human resources that could apply
the cultural values of arts and sports to solving various issues in
regions and center the regional revitalization with ideas of how to link
those cultural values with new cultural businesses.
The Graduate School of Education offers the following programs;
a) M.Ed. level: School Education/Subjects Education/School Health
Nursing/Clinical Psychology and School Education, b) Professional
Degree level: Advanced Teacher Professional Development Programs
・Current enrollment (as of October 1, 2018)
- Undergraduate: 4,740
- Postgraduate: 287
- Special Course for
Nurse Teachers: 21
○International Exchange
・Number of International students (as of October 1, 2018)
- 88 Students from 20 countries/regions
- 35 Exchange partner universities in 14 countries/regions
・Number of Teacher Training students
- 1（2017), 3 (2018), 4(2019)

◇ Outline of the course for
Teacher Training students
○ Characteristics of the Program
Taking advantage of features of the department of
education, instructors from each area of study provide
the students tutorial according to his or her interest.
○ Number of students to be accepted: about 10
○ Outline of the course
・Japanese language education
a) Core course: Students follow a half-year Japanese
curriculum approved by the Ministry of Education,
Culture, Sports, Science and Technology.
b) Supplementary courses: Once they enter
the program, if necessary, students may take
Japanese courses offered by the Hokkaido
University of Education.
・Specialized training
a) Course: The student’s program will be arranged
according to his or her research interests. An
instructor from the appropriate field will direct this
research. International students can elect to take
classes offered to regular students and study
alongside their Japanese classes.
b) Classes in English: None. Instruction is exclusively
in Japanese.
・Other
The program at Sapporo, Hakodate, Asahikawa and
Kushiro campus includes visits to primary and
secondary schools attached to the university for
observation and training.

◇ Follow-up for graduates
After completion of the exchange program students
may continue to use the HUE email address provided.

◇ Accommodations
We will help each teacher training student to find a
place in an off-campus apartment (or Sapporo
International House, if the student is assigned to
Sapporo Campus). If space permits, students may be
assigned a room in the dormitory for both Japanese
and International students.
○Monthly rent
Apartment: 23,000 yen ～ 80,000 yen
Dormitory (single): 4,300 yen
Dormitory (shared): 1,800 yen
※Utilities and meal expense are not included.
○Facilities
Apartment: heater, washing machine, fridge, stove, etc.
Dormitory: shared use-kitchen, shower, toilet, fridge, etc.
personal use-desk, chair, wardrobe, etc.
○Information for Daily Life
There are grocery stores and convenience stores, etc
near the residences. The residences are located within
walking distance of the university or reach of public
transportation.

◇ Contact
Address: 5-3-1, Ainosato, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido
002-8501 Japan
Department: International Section
TEL: +81-(0)11-778-0918
FAX: +81-(0)11-778-0675
E-mail: g-kokusai@j.hokkyodai.ac.jp
URL： http://www.hokkyodai.ac.jp/

大学名： 北海道教育大学（大学番号01）

コースコード

教員名

メールアドレス

分野

01001

今 尚之

kon.naoyuki@s.hokkyodai.ac.jp

01002

高久 元

takaku.gen@s.hokkyodai.ac.jp

動物分類学
生物教育

01003

大橋 賢一

ohashi.kenichi@a.hokkyodai.ac.jp

中国古典

01004

石塚 博規

ishizuka.hiroki@a.hokkyodai.ac.jp

外国語教育

01005

笠原 究

kasahara.kiwamu@a.hokkyodai.ac.jp

英語教育
第２言語習得

01006

三浦 裕

miura.yutaka@a.hokkyodai.ac.jp

保健体育
教科教育学

01007

佐々木 宰

sasaki.tsukasa@k.hokkyodai.ac.jp

美術教育

01008

中村 秀夫

nakamura.hideo@h.hokkyodai.ac.jp

01009

松浦 俊彦

matsuura.toshihiko@h.hokkyodai.ac.jp

01010

松橋 博美

matsuhashi.hiromi@h.hokkyodai.ac.jp

01011

田村 伊知朗

tamura.ichiro@h.hokkyodai.ac.jp

01012

石井 洋

ishii.hiroshi@h.hokkyodai.ac.jp

01013

濱谷 弘志

hamatani.hiroshi@i.hokkyodai.ac.jp

01014

渡部 謙一

watanabe.kenichi@i.hokkyodai.ac.jp

研修の内容

メディア・情報活用，図書館教育，デジタルアーカイ
図書館情報学，
ブス，都市・地域開発（歴史的環境の保全と教材
都市・地域学
化）

使用言語

受入 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
可能数 力、専門能力等）、受入実績（過去５年間の受入国、人数）

日本語、英語

2人

日本語能力（日常会話程度）、英語力もあると良い。

日本語、英語

1人

英語または日本語が可能な者。

日本語、中国語

1人

日本語の論文を読み理解でき，日常生活で日本語に支障をきた
さないこと。（0名）

第2言語習得，授業分析

英語

2人

英語あるいは日本語の流暢なコミュニケーション能力が必要。
（インドネシア２名，フィリピン２名，中国1名，オマーン1名、
ナイジェリア１名、ベナン１名）

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

英語

1人

アカデミックな内容について討論できる英語運用能力
受け入れ実績はないが，派遣実習生を授業で教えた経験あり。

体育授業/冬季スポーツの充実・改善

日本語

1人

日常的な日本語会話および簡単な読み書きができること。
または、英語で補ってコミュニケーションがとれること。
小・中・高等学校の保健体育の教員 （0名）

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

日本語

2人

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）

日本語、英語

１人

日本語または英語でのコミュニケーションが可能である。
過去５年間の受入実績１名（ミャンマー）。

日本語、英語

１人

日本語または英語で日常会話が可能な者。

日本語、英語

２人

過去５年間の受入実績０名。

日本語、ドイツ語

１人

日本語及びドイツ語に堪能であることが条件である。受入実績な
し。

日本語、英語

２人

日本語または英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。過去の受入実績なし。

野外教育

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）の体験と技術習得。また、指導者と 日本語、英語
しての指導スキルの習得。

1人

英語および野外活動経験、受入実績なし。

音楽教育

音楽、吹奏楽、アンサンブル

2人

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。

土壌動物の分類
小中学校の生物教育

中国古典学

理科（化学）教
有機合成または理科（化学、放射線）教育
育、化学

理科教育

生物工学・生物物理

物理化学、無機
固体触媒の化学教育への応用
化学、化学教育

政治思想史

現代思想の研究、とりわけオード・マルクヴァルト
（Odo Marquard 1928年-）の思想を研究する。

算数・数学教育 日本の算数・数学科授業研究

日本語、英語

Hokkaido University of Education（No.01）

Course code

Name of adviser

E-mail

Teaching field（s）

Course description

Language

Number of
students to be
accepted

Media and Information literacy, Library
Education, Digital Archives, Conservation
of Historical Environment

Japanese, English

2

Qualification and requirement for students,
number of students in past 5 years
A basic conversational skill in Japanese is
strongly recommended. Also English ability is
recommended.

01001

Naoyuki KON

kon.naoyuki@s.hokkyodai.ac.jp

Library Science，
Urban and Rural
Planning

01002

Gen TAKAKU

takaku.gen@s.hokkyodai.ac.jp

Animal Taxonomy
Biology Education

Taxonomy of Soil Animal
Biology Education for elementary school
and junior high school

Japanese, English

1

01003

Kenichi OHASHI

ohashi.kenichi@a.hokkyodai.ac.jp

Chinese classics

A study of Chinese classics

Japanese, Chinese

1

Can understand Japanese essey. Can use Japanese. (0)

01004

Hiroki ISHIZUKA

ishizuka.hiroki@a.hokkyodai.ac.jp

English Education

Second Language Acquisition, Classroom
observation, Lesson study

English

2

Fluent communicative skills in English or in Japanese.
（８）

01005

Kiwamu KASAHARA

kasahara.kiwamu@a.hokkyodai.ac.jp

English Education
Second Language
Acqusition

Thinging about effective English teaching with
insights from second language acquisition

English

1

Academic English skills are needed.

Be able to communicate in English or Japanese.

miura.yutaka@a.hokkyodai.ac.jp

Health and physical
education pedagogy

An improvement of the physical education class or
youth winter sport

Japanese

1

Be good at daily Japanese conversation and have basic
skills in Japanese reading and writing.
Or supplemented with English.
・ Must be a physical education teacher at elementary,
junior or senior high school. (0)

Tsukasa SASAKI

sasaki.tsukasa@k.hokkyodai.ac.jp

art education

curriculum development of art education in Japan
and Asian countries

Japanese

2

Communicative skill in Japanese.(0)

01008

Hideo NAKAMURA

nakamura.hideo@h.hokkyodai.ac.jp

Synthetic organic
chemistry, Chemical
education

organic synthesis for analysis of antioxidants

Japanese, English

1

Be able to communicate in English or Japanese.
Trainees for the past 5 years are 1.(Myanmar)

01009

Toshihiko MATSUURA

matsuura.toshihiko@h.hokkyodai.ac.jp

Science Education

Biotechnology and biophysics

Japanese, English

1

Communication skill in Japanese or English.

01010

Hiromi MATSUHASHI

matsuhashi.hiromi@h.hokkyodai.ac.jp

Physical and Inorganic Development of teaching material using solid
Chemistry
catalyst for chemical education

Japanese, English

2

Trainees for the past 5 years are 0.

01011

Ichiro TAMURA

tamura.ichiro@h.hokkyodai.ac.jp

Political Philosophy

Japanese, German

1

It is conditions that you speek both Japanese and German.
With no acceptance record.

01012

Hiroshi ISHII

ishii.hiroshi@h.hokkyodai.ac.jp

Mathematics Education Mathematics Lesson Study in Japan

Japanese, English

2

Communication skill in Japanese or English.
Ateacher who is interested in Mathematics education.(0)

Japanese, English

1

English, Experience of outdoor activity, No student

Japanese, English

2

Needs proper Japanese or English proficiency. Must have
certain performance or conducting skill. No student

01006

Yutaka MIURA

01007

01013

Hiroshi Hamatani

01014

Ken-ichi Watanabe

Research of modarn philosophy, especially the
philosophyof Odo Marquard (1928 - )

hamatani.hiroshi@i.hokkyodai.ac.jp

Outdoor Education

Experience and acquire the skills of outdoor
education programs such as climbing,
mountainneering, kayakking, backcountry skiing.
Acquire the leader's skill.

watanabe.kenichi@i.hokkyodai.ac.jp

Music Education

Wind Orchestra, ensemble, brass instrument

