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文部科学省
大学の世界展開力強化事業（平成 28 年度採択）
タイプ A－②キャンパス・アジア事業の推進



１  東アジア地域が共通に抱える多様化複雑化する教
育課題に対応できる力

２  高度な知識と豊かな教養に裏打ちされた実践力・
指導力

３  3 国が誇る「授業研究」「実践研究」の方法に精通
し、それを推進する力

４  東アジアから世界で活躍できる人材に求められる
東アジア 2言語・英語の運用力

１  Abi l i ty  to  so lve  d iverse  and compl icated 
educational issues in East Asian countries

２  Teaching ability with expertise and knowledge of 
art and culture

３  Ability to understand research methods and 
conduct researches 

４  Language profi ciency of two East-Asian languages 
and English

１  Teachers of elementary and middle schools and educational 
support workers to built "Team School"

２  School leaders, such as principals, vice-principals and senior 
teachers, and school governors who manage general teachers 
in schools and districts 

３  Faculty of teacher education college to train school teachers 
and leaders

１  初等・中等教育学校で教える一般教員、「チーム
学校」を担う教育支援人材

２  一般教員の教育力を各学校・地域でまとめあげ、
発揮させる校長・副校長・主幹教諭等の教育指導
職（スクールリーダー）や教育委員会指導主事等

３  1 と 2 の養成と研修を担う大学教員

身に付ける力と養成する人材像 What students can learn 

g

教育課題対応力
Ability to Solve 
Educational Issues

英語東アジア2言語運用力
Language Profi ciency of 

Two East Asian Languages 
and English

実践力指導力
Practical Skills and 
Teaching Ability

授業研究推進力
Lesson Study and 
Practical Research

キャンパス・アジアとは

CAMPUS Asia（Collective Action for Mobility Program of 

University Students in Asia）は、国際的に活躍できるグ

ローバルな人材の育成と大学教育のグローバルな展開力

の強化を目的に、日本・中国・韓国の大学がコンソーシ

アムを形成し、日本人学生の海外留学や外国人学生の積

極的受入れ等、質保証を伴った学生交流や教育連携プロ

グラムを実施する事業です。日本では、文部科学省の「大

学の世界展開力強化事業」として行われています。東京

学芸大学は、日本の教員養成系大学として唯一、本事業

の採択を受けています。

What is Campus Asia?

CAMPUS Asia (Collective Action for Mobility Program of 

University Students Asia) aims to develop global human 

resources and activate the globalization of university 

education. To achieve these aims, we provide inter-

university collaborations and student exchange programs 

with the consortium of Tokyo Gakugei University, Beijing 

Normal University and Seoul National University of 

Education. This project is adopted for the Inter-University 

Exchange Project of MEXT. TGU is the only university 

that is adopted for the project among teacher-training 

universities in Japan.



教
員
養
成
の「
キ
ャ
ン
パ
ス
・
ア
ジ
ア
」を
日
中
韓
の
多
彩
な
相
互
交
流
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
実
現

短期語学・文化研修プログラム

学生交流の面では、大学院・学部の各レベルで長期（半年～ 1 年間）の交

教育大学の特色を生かした短期プログラム

特色 1 中・韓拠点校大学院生が日本の教育、文化について共修
 英語で学ぶ「日本の学校教育」「授業研究」「日本の文字」等

 博物館・美術館、史跡等の訪問や日本文化体験

特色２ 附属学校における児童・生徒・教員との交流活動
特色３ 8 日間の密度の濃いプログラムから得た体験の発表と共有

特色 1 中国・韓国の拠点校において教員養成系学生との交流
特色２ 附属学校・現地学校の訪問、歴史文化体験
特色３ 10 日間～ 3週間の語学研修による語学力の向上

学芸フロンティア科目 B「留学のすすめ」
社会で幅広く活躍し、実績・経験豊かなゲ
スト・スピーカーによる講義が受けられる
「学芸フロンティア科目」の一つとして、ア
ジア・ヨーロッパを中心とした本学海外協
定校への留学の魅力やその実態を、協定校
の教員や留学経験者が紹介する科目です。

言語ラボ 
中国・韓国への留学希望者や派遣決定者を対象
に、留学先での学習や生活に必要な語学力の習
得を目的として、中国語・コリア語・英語の「言
語ラボ」を実施しています。それぞれの言語の
担当教員が、学生のニーズに合わせた内容やス
ケジュールで、実践的な指導を行っています。

充実した留学準備活動
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交換留学や相互の短期留学・文化研修プログラムなどを実施するとともに、修士課程でのダブルディ

★プログラムに参加する学生は、原則として各国政府関係機関

交換留学

質保証された魅力ある交換留学プログラム

［学部課程］
特色 1 プログラム学生専用科目（留学生科目／半期 1科目以上提供）
 例）「日本の教育と文化」「東アジア教師論」「アジアの教育演習」

特色２ 留学生科目のほか正規科目（学部・大学院）から履修可能
特色３ 学生の自主性に基づく春合宿・夏合宿の開催
 （行先・活動内容を自主的に決定）

［修士課程］
キャンパス・アジア指定科目（修士課程）

半期 1科目以上受講
例）「次世代日本型教育システム研究開発概論」
　　「次世代日本型教育と国際社会」
　　「教育支援協働学概論」

［学部課程］
特色 1 留学前に関連科目 1科目の受講
 例）学芸フロンティア科目 B「留学のすすめ」

 学習計画書の提出・面談によるきめ細かい指導

特色２ 現地で語学科目 1科目、教養・専門科目 1科目以上の
 正規受講と帰国後の単位認定を目指す

特色３ 帰国後、留学先での学修や各方面での活動成果を発表
 チューター、TA等として受入れ学生をサポートし

 プログラムに協力

［修士課程］
キャンパス・アジア指定科目（修士課程）

半期 1科目以上受講
例）北京師範大学 ソウル教育大学校　
 「中国古代教師史」 「グローバル教育の理解」
　　「東アジア文化と教育」 「グローバル文化と国際交流」
 「国際理解教育の理論と実践」 「多文化教育プログラム及び
　　「中国文化演習」 教育課程の理解」

［博士課程］
キャンパス・アジアでは後期博士課程レベルの交換留学

も行い、高度な研究指導を実施しています。



CAMPUS Asia から
ICUE 加盟大学への拡大・波及

ICUE（東アジア教員養成国際コンソーシアム）加盟大学
日本：12 ／中国・台湾：14 ／韓国：18 ／モンゴル：1

（2019 年度現在）

モンゴル

中  国

北京師範大学

ソウル教育大学校

東京学芸大学

日  本
韓  国

グリー・プログラムを創設・運営しています。

・大学からの各奨学金や渡航費などの支援を受けることができます。

修士課程ダブルディグリー・プログラム（DDP）

共通科目に基づく大学院プログラム

東アジア教員養成国際シンポジウム（ICUE シンポジウム）

大学院生並びに若手研究者が自身の研究成果を発表し、国際的視野を広げる場として、ICUE シンポジウムにおける
ポスターセッション等を位置付けています。これにより日中韓を中心とした東アジア域内の若手研究者の交流促進
と研究水準向上を図っています。

東アジア教員養成国際コンソーシアム ICUE：International Consortium for Universities of Education in East Asia

ICUE は、東アジアの教員養成を担う大学群が、①教員養成に関する国際共同研究の推進、②教職志望学生の国際交
流の促進、③教員養成系大学教員の相互派遣、④東アジアの教育の発展に資する事業の推進を目的に、2009 年に結
成されました。これまで加盟校は、年 1回の国際シンポジウム開催のほか、教員養成の質保証に関する国際共同研
究や短期研修プログラムの相互利用等に取り組んできました。北京師範大学・ソウル教育大学校・東京学芸大学は、
ICUE の運営委員会大学であり、キャンパス・アジアの成果を ICUE 全体に拡大・波及させることを目指しています。

キャンパス・アジア指定科目の共通履修を核に

した 3大学相互の DDP を開設し、2019 年度よ

り学生交流を開始しています。

参加大学院組織
●東京学芸大学 教育学研究科
●北京師範大学 教育学部
 外国語言文学学院
●ソウル教育大学校 教育専門大学院

全てのプログラム参加学生は、キャンパス・
アジア学生アソシエイトとして登録され、3
か国の交流を強化します。卒業・終了後、留
学期間終了後は、キャンパス・アジア学生ア
ルムナイとして登録され、3国の教育分野の
支援者としてネットワークを形成します。

継続的なネットワーク構築

「東アジア教員養成国際大学院プログラム」は、

日中韓の教員養成大学の拠点である

北京師範大学（中国）・ソウル教育大学校（韓国）・

東京学芸大学とのコンソーシアムにより、

共同して教員養成の「キャンパス・アジア」を形成し、

養成する人材像に従って、大学院レベルで

アジア圏の学校教員のリーダー育成を目指しています。

（実施期間 2016 年 10 月～ 2021 年 3月）
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CAMPUS Asia・ラウンジ
[総合教育2号館1階]

学務部国際課
[南講義棟（S棟）3階]

中国教育部直属の国家重点大学であり、教員養
成・教育学分野を主体に文理系学部を併せ持つ
総合大学です。1902 年創立の京師大学堂師範館
を前身とし、100 年以上の歴史を持ちます。3学
部、23 学院、2系、10 研究院（所）の下に、学部は
74・修士は 185・博士は 142 をそれぞれ超す専攻・
プログラムを有します。学生数約 24,000 人。

韓国における小学校教員養成の先頭に立つ国立
大学です。1946 年の創設以来、韓国初等教育に
おける中枢的な役割を担っており、近年は特別
支援教育、幼児教育、多文化教育、生涯教育等
も含めた拠点形成に取り組んでいます。学部は
13 学科、大学院（修士・博士）は 37 専攻を有
しています。学生数約 2,900 人。

「高い知識と教養を備えた創造力と実践力に富む
有為の教育者の養成」をミッション・ステート
メントとし、日本の教員養成の中核を担う教育
の総合大学です。戦前東京にあった複数の師範
学校を前身とし、1949 年に新制国立大学として
発足しました。学校教育系及び教育支援系から
なる教育学部、大学院教育学研究科（修士課程
及び教職大学院）、大学院連合学校教育学研究科
（博士課程）のほか 11 の附属学校園等を有しま
す。学生数約 5,500 人。

北京師範大学
Beijing Normal University

ソウル教育大学校
Seoul National University of Education

東京学芸大学
Tokyo Gakugei University

連携大学の紹介 東京学芸大学　キャンパス・アジア推進室

（ ）

JR 中央線　武蔵小金井駅・北口
●京王バス 〔５番バス停〕「小平団地」行に乗車→〔学芸大正門〕下車（約 10 分）
 〔６番バス停〕「中大循環」行に乗車→〔学芸大東門〕下車（約 10 分）

JR 中央線　国分寺駅
●銀河鉄道バス 「国分寺駅入口」より「小平駅南口」行に乗車→〔学芸大学〕下車（約 10 分）
●徒歩 約 20 分

西武新宿線　小平駅・南口
●銀河鉄道バス 「国分寺駅入口」行に乗車→〔学芸大学〕下車（約 15 分）

〒 184-8501  東京都小金井市貫井北町 4-1-1

TEL 042-329-7762　FAX  042-329-7765［学務部国際課］

TEL 042-329-7791［CAMPUS Asia・ラウンジ］

E-mail  caoffi  ce@u-gakugei.ac.jp　　http://tguca.u-gakugei.ac.jp

Location

Access


