
人が人を育てる。



北の大地から未来に向かう教育・人間・文化教育・人間・文化をを発信発信

北海道教育大学は３つの教育理念のもとに
教育を進めています

1 先進の人間教育
教育の活動は、人が育ち成長することへの飽くことなき関心と情熱から始まる。北海道教育大学の教育は、現代の人間と

子どもについての先進的で深い知見と体験を根底に置き、人を育てることの喜びと尊さの自覚を不断に醸成する。

2 行動する教養
21世紀の社会と教育は、文理融合の複合的な教養、他者と積極的に関わり共存する柔軟な人間性を求めている。そのためには、

芸術やスポーツを含めた多様な実践と体験に基づく、豊かで、社会に広がりを持つ人間性の育成が不可欠である。北海道教育大
学の教育は、創造し行動する教養を旗印として現代の教養教育を展開する。

3 高い志の涵養
教育には、人のために生きる高い志が不可欠である。現代の教師には、子どもたちが抱える困難をわがこととして受け止める

感受性が求められる。21世紀の地域と国際社会の諸課題への挑戦にも、同様の志が求められる。北海道教育大学の教育は、その
全体を通して高い志の涵養をめざす。

（北海道教育大学憲章より）

北海道教育大学は、教員養成課程のほかに、平成26年に設置し
た国際地域学科と芸術・スポーツ文化学科を持ち、地域を支え
る幅広い分野で活躍できる人材を養成しています。
“人が人を育てる”ことをモットーに掲げる本学で教育を受け
た学生は、人とのコミュニケーションの大切さを理解している
はずです。どんな部署でも対応できる力があると思います。
国際地域学科の学生は、地域学をベースに、国内外での実践
的な学びを通して国際感覚を身につけ、地域の良さを発見する
力、地域活性化のための企画力、実行力、そして人をまとめる力
を獲得して、“地方創生”に力を発揮する人材として成長します。
芸術・スポーツ文化学科の学生は、音楽や美術、スポーツの
技量を磨き、それらが人を癒し、元気づけ、一体感や絆を生み
出す力を秘めていることを学びます。その応用のために市場調
査を含めたビジネスのノウハウも身につけ、地域で“生き甲斐
づくり・まちづくり・健康づくり”に貢献して地域を活性化で
きる力を身につけます。
今後も企業等の皆様の、一層のご支援をお願い申し上げます。

北海道教育大学長　蛇穴　治夫
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国際地域学科国際地域学科（函館校）（函館校）

取得できる免許・資格

教員免許状（小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・幼稚園）
日本語教員（単位修得証明書）
社会福祉士受験資格

主な就職先　

株式会社一条工務店
アイリスオーヤマ株式会社
日清医療食品株式会社
株式会社柳月
株式会社ロイズコンフェクト
トランスコスモス株式会社
株式会社北海道新聞社
株式会社JR東日本サービスクリエーション
株式会社サンゲツ
株式会社ツルハホールディングス

株式会社ニトリ
株式会社秋田銀行
株式会社七十七銀行
損害保険ジャパン株式会社
日本生命保険相互会社
株式会社北海道銀行
株式会社みちのく銀行
独立行政法人国立病院機構北海道東北グループ
日本郵便株式会社
ホクレン農業協同組合連合会

業種別就職状況
（令和4年3月卒業生）

教育、学習支援業
5%

その他サービス業
7%

その他
2% 農業、林業

1%

民間企業民間企業
48.4%（134名）48.4%（134名）

総数
277名

教員
17.7%（49名）

進学
3.6%（10名）

公務員
19.5%

（54名）

その他
10.8%

（30名）

運輸業、郵便業
2%

情報通信業
14%

金融業、
保険業
10%

卸売業、小売業
13%

医療・福祉
13%

電気、ガス、
熱供給、水道業

1％複合サービス事業
4%

宿泊業、
飲食サービス業

5% 不動産業、
物品賃貸業

3%

学術研究、
専門・技術サービス業

4%

建設業
5% 製造業

7%

生活関連サービス業、
娯楽業

1%

キャリアアップ講座「グループディスカッション講座」

合同官庁説明会

留学生との交流の様子

地域プロジェクト成果報告会

教育実習の様子

国際性を磨き、地域とつながり、
地域から社会に貢献を

国際的な幅広い視野をもって、身近な地域を活性化・再生できる人材の養成
を目指しています。

地域協働専攻
地域学の基本的知識と教育学的視点、並びに地域学を支える諸学科の専門知

識を持ち、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
視野を持って地域社会の諸問題の解決のために積極的かつ主体的に行動でき
る人材を養成。

●国際協働グループ　<国際・人文科学系>
国や民族・地域・文化・社会の違いを超え、国際的環境で協働し活躍する力

を身につけます。

●地域政策グループ　<社会科学系>
地方行政やまちづくりを担うためのネットワーク構築力と実行力を身につ

けます。

●地域環境科学グループ　<自然科学系>
地域の環境問題を解決するための科学的方法と技術を身につけます。

地域教育専攻
外国語の指導と特別な支援が必要な子どもたちに対応できる小学校教員を

養成します。

業界研究会
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芸術・スポーツ文化学科芸術・スポーツ文化学科（岩見沢校）（岩見沢校）

取得できる免許・資格

教員免許状（中学校・高等学校）
学校図書館司書教諭
学芸員
障がい者スポーツ指導員（初級）

北海道アウトドア・ガイド資格
スポーツ指導者
スポーツリーダー
ジュニアスポーツ指導員　ほか

主な就職先

株式会社ガージーカームワークス
株式会社中川政七商店
札幌ガス株式会社
北海道電力株式会社
株式会社NTTデータ北海道
株式会社空知新聞社
株式会社バンダイナムコフィルムワークス
株式会社ニトリ
株式会社柳月
株式会社北洋銀行

みずほ証券株式会社
三井住友信託銀行株式会社
株式会社東京海上日動パートナーズ北海道
株式会社カナモト
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社
株式会社星野リゾート
公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会
リーフラス株式会社
ホクレン農業協同組合連合会
公益財団法人北海道サッカー協会

業種別就職状況
（令和4年3月卒業生）

公務員
10.2%

（18名）

民間企業民間企業
57.6%（102名）57.6%（102名）

総数
177名教員

10.2%
（18名）

進学
3.4%（6名）

その他
18.6%（33名）

建設業
3%

製造業
10%

その他
サービス業

10%
教育、学習支援業

11%

情報通信業
11%

学術研究、専門・
技術サービス業

10%

金融業、
保険業

7%

医療・福祉
5%

運輸業、
郵便業

1%卸売業、小売業
18%

不動産業、
物品賃貸業

2%

生活関連サービス業、
娯楽業

9%

複合サービス事業
2%

宿泊業、
飲食サービス業

3%

芸術・スポーツを学び、活かす
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
ことを目的としています。

芸術・スポーツビジネス専攻
芸術・スポーツビジネスを活かしたマネジメントの知識や組織の運営に関

する実践的能力をベースに、芸術・スポーツがもつ多面的な価値と社会との関
係を取り結ぶ人材を育成します。

音楽文化専攻
専門的な知識、確かな技術により国内外の舞台において音楽の感動を表現者

として自ら発信するとともに、音楽文化を地域社会に広められる人材を育成し
ます。

美術文化専攻
確かな技術と諸問題を切り拓く構想力を有する表現者、また幅広い視点から

美術に精通し美術文化を地域社会に広め、美術による地域の活性化を促すこと
のできる人材育成を目指します。

スポーツ文化専攻
多様なスポーツ文化の背景に触れ、その魅力・特性を人文社会科学・生理化

学的な視点をもって理解し、スポーツ振興による地域社会の活性化に貢献でき
る人材を育成します。

アダプテッド・スポーツ体験の様子

楽しく敏しょう性を測る体力テストの体験会

グラフィックレコーディングの手法によるワークショップ

子どもたちを対象とした楽器体験の様子

来場者に展示作品について解説する美術文化専攻生

男子バスケットボール部
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教員養成課程教員養成課程

取得できる免許・資格

教員免許状（小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・養護教諭・幼稚園※）※令和4年度入学生まで取得可
学校図書館司書教諭
日本語教員（単位習得証明書）

取得できる免許・資格

教員免許状（小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・幼稚園）
学校図書館司書教諭
日本心理学会認定心理士
ピアヘルパー受験資格

取得できる免許・資格

教員免許状（小学校・中学校・高等学校・特別支援学校）
学校図書館司書教諭

主な就職先

株式会社六花亭
北海道電力株式会社
教育開発出版株式会社
北海道放送株式会社
イオン北海道株式会社
株式会社ニトリ
長谷川産業株式会社
渡辺パイプ株式会社

株式会社北洋銀行
株式会社北海道銀行
三井住友海上火災保険株式会社
スターバックスコーヒージャパン株式会社
公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会
株式会社秀英予備校
日本年金機構
株式会社ベネッセスタイルケア

業種別就職状況
（令和4年3月卒業生）

公務員
9.8%

（71名）

民間企業民間企業
17.3%（125名）17.3%（125名）

総数
722名

教員
60.8%

（439名）

進学
6.1%（44名）

建設業
4% 製造業

6%

その他
サービス業

7%

教育、
学習支援業

28%

情報通信業
6%

金融業、保険業
6%

医療・福祉
15% 卸売業、小売業

11%

不動産業、
物品賃貸業

2%

その他
2%

複合サービス
事業
2%

学術研究、専門・
技術サービス業

2%

運輸業、
郵便業

1%

農業、林業
2% 電気・ガス・

熱供給・水道業
2%

生活関連サービス業、
娯楽業

2% 宿泊業、
飲食サービス業

1%

その他
6%（43名）

教員養成機能における、北海道の拠点

札幌校
専門性の向上を目指し、総合的指導力をもった小中学校教員を養成します。

旭川校
教科教育を深く学び、教科の実践的指導力をもった小中学校教員を養成します。

釧路校
へき地・小規模校教育など、地域の特徴をふまえた教育を学び、実践力をもっ

た小中学校教員を養成します。

【札幌校】保育園での食育活動

【旭川校】社会調査実習の様子

【札幌校】稲作体験塾の様子

【旭川校】フィリピン実習体験

【釧路校】新入生研修

【釧路校】釧路管内の高校生を交えた模擬授業
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2024年3月卒業予定者2024年3月卒業予定者についてについて

北海道	 844	

東北　17.3%

関東　4.0%

中部　3.8%

関西　1.8%

中国・四国　0.9%

国外・その他　1.3%

関東	 48	

関西	 22	

中国・四国	 11	

国外・その他　15	

九州・沖縄	 8	

中部	 45	

東北	 207	

九州・沖縄　0.7%

北海道　70.3%

卒業
予定者数

内訳
北海道 東北 その他札幌市 道央 道南 道東 道北 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

国際地域学科 函 館 校 280 47 27 42 10 9 37 24 11 27 10 9 27 

芸術・スポーツ文化学科 岩見沢校 186 67 33 6 12 6 5 6 1 4 3 5 38 

教員養成課程

札 幌 校 276 160 42 10 28 17 2 1 0 2 0 0 14 

旭 川 校 274 62 32 6 46 79 1 3 3 5 3 2 32 

釧 路 校 184 22 19 3 50 9 6 19 1 10 6 1 38 

計 1,200 358 153 67 146 120 51 53 16 48 22 17 149 

2024年3月卒業予定者の出身地
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キャリア形成キャリア形成ををサポートサポートしていますしています

ＯＢ・ＯＧ名簿ご提供ＯＢ・ＯＧ名簿ご提供ののお願いお願い

全学キャリア支援講座
時期：３年次前期（就活入門編）

就職活動のスケジュールや、夏期インターンシップ前に準備
しておくこと等についての理解を深める講座です。

時期：３年次後期（就活実践編）
就職活動に向けて自己分析や業界研究を進め、自分が希望す

る企業の採用選考に臨むための準備を行う講座です。

【2022年度スケジュール】
■	前期（就活入門編）

日程 内容
第1回 4月22日（金） スタートアップガイダンス

第2回 5月13日（金） インターンシップ事前指導講座①

第3回 5月20日（金） インターンシップの探し方／業界・企業研究講座

第4回 6月  3日（金） 自己分析・自己PRについて

第5回 6月10日（金） インターンシップのESについて／就活相談会

第6回 6月24日（金） インターンシップ事前指導講座②

■	後期（就活実践編）
日程 内容

第1回 10月  7日（金） 就職活動スタート講座
第2回 10月14日（金） 業界・企業研究講座
第3回 10月28日（金） 自己分析・自己PR講座
第4回 11月11日（金） エントリーシート対策講座
第5回 11月18日（金） グループディスカッション対策講座
第6回 12月  2日（金） 適性検査WEB模試
第7回 12月  9日（金） 面接対策講座／採用担当経験者のパネルディスカッション
第8回   1月  6日（金） 就職活動直前総まとめ講座①／就活相談会
第9回   1月20日（金） 就職活動直前総まとめ講座②

特別編   1月10日（火）
～3月17日（金） 社会人マナー総まとめ講座

キャリア相談
　各キャンパスにキャリア相談員を配置し、学生の進路選択に
関する質問や悩みに丁寧に対応しています。エントリーシート
の添削や個別面接指導等も実施し、毎日多くの学生が訪れてい
ます。

ご提供方法について
　本学の卒業（修了）年、キャンパス・専攻名、氏名、現在の部署、
連絡先等、開示できる範囲の情報についてご記入の上、郵送、
FAX、メール又はご持参願います。また、ＯＢ・ＯＧ訪問を許可
していただける場合は、連絡方法についてもご教示願います。
　なお、名簿の様式は問いませんが、参考までに本学の様式を
本学ホームページに掲載しておりますので、ご活用ください。
https://www.hokkyodai.ac.jp/career_center/company/

ご提供いただいた名簿の取り扱いについて
　下記事項を厳守のうえ、学生に開示します。

１． キャリアセンターで身分確認（学生証提示）をする。
（本学学生以外には開示しません。）

２． 学生には、ＯＢ・ＯＧ名簿閲覧申請書を提出させる。
（就職活動以外には利用しない旨の誓約をさせます。）

３． キャリアセンターでのみ閲覧させ、コピー・撮影は禁止する。
（手書きによる書き写しのみ許可しています。）

提供先について
北海道教育大学キャリアセンター
〒002-8501  北海道札幌市北区あいの里5条3丁目1番3号
　E-mail：g-career@j.hokkyodai.ac.jp

学生が働くことの意義についてしっかりと向き合い、希望する進路に向かって歩みだすことができるように、学内でキャリア支援講座
を設けたり、各キャンパスにキャリア相談員を配置したりと、さまざまな事業で学生をサポートしています。

　本学では志望選択や業界・企業研究のために、就職活動を行う学生にＯＢ・ＯＧ訪問を推奨しております。ご事情の許す限り、ＯＢ・
ＯＧ名簿を賜りたいので、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
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採用・求人・インターンシップ情報採用・求人・インターンシップ情報のの提供提供についてについて

採用・求人・インターンシップ情報の連絡先
北海道教育大学 キャリアセンター
〒002-8501		札幌市北区あいの里5条3丁目1番3号
教育研究支援部学生支援課	キャリア支援グループ
TEL: 011-778-0270　FAX: 011-778-0634
E-mail: g-career@j.hokkyodai.ac.jp

旭川校センター
〒070-8621
旭川市北門町9丁目

教育支援グループ就職担当
TEL（0166）59-1221
FAX（0166）59-1226

函館校センター
〒040-8567
函館市八幡町1番2号

教育支援グループ就職担当
TEL（0138）44-4348
FAX（0138）44-4382

釧路校センター
〒085-8580
釧路市城山1丁目15番55号

教育支援グループ就職担当
TEL（0154）44-3228
FAX（0154）44-3227

岩見沢校センター
〒068-8642
岩見沢市緑が丘2丁目
34番地1

教育支援グループ就職担当
TEL（0126）32-0228
FAX（0126）32-0615

編集・発行／国立大学法人		北海道教育大学		キャリアセンター
〒002-8501　札幌市北区あいの里5条3丁目1番3号
TEL（011）778−0270／FAX（011）778−0634
https://www.hokkyodai.ac.jp/career_center/

各キャンパスの連絡先

本学では、㈱ディスコによって管理・運営されているオンライン求人票管理システム【キャリタスUC】を利用し、オンライ
ン上で貴社・貴団体の求人情報・インターンシップ情報を公開させていただいております。

本学学生へ求人票・インターンシップ情報の公開を希望する場合は、キャリタスUCより企業・団体様ご自身での求人票登録・
本学への配信設定をお願いいたします。

学校向け求人情報配信システム（キャリタスUC）からの求人票配信方法
キャリタスUCのID・パスワードを取得されていない企業・団体様は、まず、新規ID・パスワードの取得を申請してください。新規

ID・パスワードの発行に際しましては、以下の登録サイトから申請をお願いいたします。

https://uc.career-tasu.jp/corp/
キャリタスUCへの登録がお済みの企業・団体様は、【北海道教育大学】を情報の配信先として選択してください。なお、キャリタ

スUCのID・パスワード照会や利用方法は、下記へお問合せください。

《株式会社ディスコ キャリタスUC カスタマーサポート》
電話：0120-551-652（フリーダイヤルがご使用になれない場合 03-6635-6488）
受付時間：平日9：00～17：30　　E-mail：uc-corp@disc.co.jp

E-mail：hak-gakumu@j.hokkyodai.ac.jp E-mail：asa-gakusei@j.hokkyodai.ac.jp

E-mail：iwa-career@j.hokkyodai.ac.jp E-mail：kus-shinro@j.hokkyodai.ac.jp


