✎ 企業や官公庁を目指す
✎ グローバルな舞台での活躍を目指す

工学系教育研究センター（CEED）が
アレンジする

工学院共通科目をご紹介します
●科学技術政策特論(2 単位/16 回 春・夏ターム:毎週金曜日 5 講時を予定)
政府，地方自治体，政府関係機関が推進する科学技術政策について関心を深めるととも
に，政策の受益者・対象者としてではなく政策の形成者，実施者としての考え方や物の見
方をも理解し，自らの仕事や生活と科学技術に関する政策との関連を深く洞察できる能力
の獲得を目標とする講義です。
講師陣は，ほぼ全員が第一線の政府，自治体，政府関係機関の幹部です。今年度は北海
道立総合研究機構，文部科学省，科学技術振興機構，北海道大学大学院法学研究科，環境
省，農林水産省，鉄道・運輸機構（北海道新幹線建設局），札幌市，経済産業省などの講
師から，それぞれの行政分野の課題と解決に向けた技術政策の関わりについて，現場の体
験等に則し具体的に学ぶこととしています。
（大学院共通授業科目）
●実践科学技術英語(2 単位/4 回 or5 回 春・夏ターム:土曜 or 日曜に集中講義を予定)
英語による科学技術論文の書き方，英語による口頭発表のノウハウを学び，学会や国際
会議における英語論文の提出や説得力あるプレゼンテーション手法の獲得を目指します。
論文に関する講義は日本語と英語で，プレゼンテーション講義は英語で実施されます。
科学技術英語論文の書き方
2 日間または 3 日間（計 6 コマ分）の日程
プレゼンテーション演習
2 日間（計 9 コマ分）の日程

●企業と仕事特論(2 単位/16 回 春・夏ターム:6 月～7 月開講予定)
技術者が企業で活躍するためには，専門知識だけでなく(1)企業経営に関する幅広い知識
と，(2)ビジネスパーソンとしての基本的な能力を身に付ける必要があります。そのために，
企業間競争の特徴や戦略，マーケティング，会計などの知識を通じて現代の企業経営につ
いて説明でき，かつ，社会において実践できるようになること，さらに，キャリア開発，
リーダーシップ，チームビルディングなどビジネスパーソンとして必要な能力の重要性を
理解し，企業においてこれらの能力を速やかに発揮できる人財となることを目標とした講
義です。講師は，企業の第一線で活躍した経験豊かな実務家が中心です。
（大学院共通授業科目）

●グローバルマネジメント特論（1 単位/8 回 夏ターム 集中講義:8 月～9 月開講予定)
技術者がグローバルな舞台で活躍するためには，(1)グローバル経営に関する基礎的な知
職，(2)国際活動の法務に関する知識，(3)国際調達とサプライチェーンに関する知識，(4)
クロスカルチャー･コミュニケーション能力，などが求められます。
本講義では，グローバルな企業活動に伴う法律関係やサプライチェーン,クロスカルチャ
ー･コミュニケーションなど，国際的に活躍する技術者に必要な知識を身に付けることを目
指します。海外インターンシップへ参加する学生はぜひ受講をしてください。
（大学院共通授業科目）

●創造的人材育成特別講義(1 単位/8 回 秋ターム)
近年，製品開発における多岐に渡る専門の融合，また海外進出・提携などのグローバリ
ゼーションを背景に企業人には専門的知識以外の能力も求められています。特にリーダー
シップ，積極性，コミュニケーション力，応用力など普段の研究中心の教育からは得にく
い能力が求められています。それらの能力の向上を目指して考えられたのが本講義です。
本講義では，いろいろな分野の企業の第一線で活躍している社会人講師が，企業におけ
る具体的な仕事内容，専門の学問以外に社会に出て必要な能力，学生時代にやっておくべ
きことなどを講義します。学生はそれに対して質疑応答，自分の意見の発表などを行いま
す。
（大学院共通授業科目）

●インターンシップ第一・第二(通年)
国内外の企業・大学等において就業・研究体験をすることにより，大学院における研究
と実際に活用される現場との関わりや意義を深めると共に，自らの就業意識を高めること
を目指します。各専攻と連携しながら実施する科目です。
インターンシップ第一
実働 5 日以上
1 単位
インターンシップ第二
実働 15 日以上
2 単位

正課外授業
●Brush-Up 英語講座
CEED では，一年を通して英語学習に取り組めるよう環境を整えています。英語が苦手な人も，
得意な英語をさらに伸ばしたい人も是非この機会を活用してください。本年度は下記のコース
の開講を予定しています。（現在はオンラインで開講中です。）
【Academic Writing】英作文の基本を学び，批判的に考える能力，作文力を強化するコース。
添削指導もあり，納得のいく文章を自分で書けるようになる。
【English Discussion】ディスカッションに重点を置き，スピーキングおよび総合的な英語力
を強化するコース。科学技術や時事問題などの幅広いテーマを扱う。
【Holistic English】アカデミック英語の基礎を固め，上級編の英語習得を目指すクラス。
【English Communication】日常で出会う様々な場面で使える実践的な英語を身に付けるコー
ス。学生主体型の授業で，英語でのコミュニケーション能力向上を目指す。
【やさしい英語】英語に再挑戦したい学生向けのコース。日常コミュニケーションに即効性の
ある文法や表現を学び聞く・話す機会を設ける。
【TOEIC 対策】TOEIC® Listening & Reading のスコアアップを目指すコース。
北海道大学大学院工学研究院工学系教育研究センター（ＣＥＥＤ）
e-mail ： ceed-ind eng.hokudai.ac.jp
Phone ： 011-706-7163
URL ： https://www.ceed.eng.hokudai.ac.jp/

令和３年度 秋ターム 工学院共通科目

創造的人材育成
特別講義
【キーワード】
創造性，企画力，リーダシップ，コミュニケーション力，
工学倫理，キャリアデザイン

今年度(令和３年度)は
履修人数制限(２０名)があります。
履修希望の方は，まずは
10/1までに事前登録してください。
詳細は，CEED HPを
ご覧ください。
第１回

10月8日 16:30-18:00

岡 雅史

経営コンサルタント
R2年度：「やる気を行動に 行動を成長につなげる：『フィードバック』をキャッチせよ！」

第２回

10月15日 16:30-18:00

土田 安紘

AWL株式会社 取締役CTO（弁理士）
R2年度：「AIテクノロジーで未来とビジネスを切り開く」

第３回

10月22日 16:30-18:00

川島 昭彦

ビー・ユー・ジーＤＭＧ森精機株式会社 代表取締役社長
R2年度：「札幌で，世界を動かす： BUGから学生の皆さんへ伝えたいこと」

第４回

11月5日 16:30-

佐藤 麻美

フリー・アナウンサー
「CEED人材育成セミナー」との合同開催となります。
工学部B31講義室での対面講義となり、18:30まで講義が続く可能性があります。

第５回

11月12日 16:30-18:00

中尾 有希

株式会社JTB総合研究所 研究員
R2年度：「好きなことを仕事にし続けること： これからのキャリア・ライフスタイルのヒント」

第６回

11月19日 16:30-18:00

神谷 忠史

高砂熱学工業㈱取締役常務執行役員 事業統括本部長
R2年度：「エンジニアを目指す皆さまへ」

第７回

11月26日 16:30-18:00

守屋 賢史

NeX株式会社 代表取締役
R2年度：「キャリアデザイン形成講義」
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工学系教育研究センター

 CEED は，海外の大学や研究所で，研究インターンシップがしたい
という熱意のある学生をサポートします！
 CEED は，国内や海外の企業で，就業インターンシップがしたい
という熱意のある学生をサポートします！
 特に海外インターンシップに行った学生の能力が飛躍的に向上
することが分かっています。
（野⼝他、「⼤学院共通科⽬としてのインターンシップとその教育効果」⼯学教育56-4, p.69(2008)）

コロナ禍のため，海外渡航が規制されていますが，
渡航の可能性が０%ではありません。
例年４月上旬に開催しますガイダンスで，詳細を説明します。
2021 年４月のガイダンスは， CEED HP をご覧ください。

バークレー大学 （USA）

アルバータ大学 （カナダ）

ジョブ型
研究

対象

博士後期
課程

インターンシップ

が始まります！！

国内企業にて研究インターンシップを有給で行い
それが単位修得に繋がります！
是非チャレンジしてください！
詳しくはCEEDのHPをご確認のうえ、登録フォームへ
CEEDのHP

事前登録フォーム
※事前登録フォームにアクセスする
にはELMSのアカウントでGoogleに
サインインする必要があります

●有給（初任給程度）
●採用選考活動に
反映される場合もある
Ｌ

● 期間：2022年度以降は2か月以上であるが
2021年度は期間に制限はない
お問合せ先
工学系教育研究センター(CEED)事務室
内線 7163 ceed-ind eng.hokudai.ac.jp

Brush-Up英語講座
秋ターム 開講予定
Brush-Up英語講座

↑
詳細はCEED ホーム
ページへ

① English Discussion（ネイティブ講師）
水曜 16：30–18：00 10/20（水）～12/1（水）計6回
★ディスカッションに重点を置き、スピーキングと総合的な英語力を強化するコース。授業では
ペアワークやグループワークを通し、国による文化の違いや環境問題、広告など、幅広いトピッ
クについて話し合います。日常会話だけでなく、時事問題など様々なテーマについて英語で意
見を述べる力を付けたい人は必見です。

② Academic Writing（ネイティブ講師）
水曜 18：15–19：45 10/20（水）～12/1（水）計6回
★エッセイライティングの基本を学び、批判的に考える能力、作文力を強化するコース。文の
構成や言い回しなど英作文のコツを学びます。英語のレポートや論文への苦手意識を克服
するチャンスです。

③ Holistic English（ネイティブ講師）
木曜 16：30–18：00 10/21（木）～11/25（木）計6回
★アカデミック英語の基礎を固めて上級編の英語が使いこなせるようになるコース。学会発表、
レポートや論文の読解や執筆に備えたい、英語による質疑応答やゼミでの発言ができるよう
になりたい学生にぴったりです。

④ English Communication（ネイティブ講師）
木曜 8：45–10：15 10/21（木）～11/25（木）計6回
★日常で実際に使われる英語を学ぶコースです。毎回、幅広い状況で使われる会話を練習
し、様々な話題について話し合います。ペアや小グループ、クラス全体でのディスカッションととも
に、短いプレゼンテーションの機会も与えられます。一歩踏み出して新しい挑戦をしたい、躊躇
なく英語でコミュニケーションしたい人にお薦めです。

⑤ やさしい英語（ネイティブ講師）
火曜 16：30–18：00 10/19（火）～11/30（火）計6回
★英語力を再構築したい、英語が苦手な学生向けのコース。日常尾コミュニケーションに即
効性のある文法や表現を学び、聞く・話す機会を豊富に用意します。英語に再挑戦したい、
英語力を立て直したい人は、この機に一歩を踏み出しましょう。学内で最も気軽に受けられる
英語クラスをモットーに開講します。

詳細・申し込みはCEEDホームページへ
https://www.ceed.eng.hokudai.ac.jp/international/brush-up

受講申請締切：10月8日（金）12:00正午

※定員に達し次第受付終了

ｅラーニングシステム利用手順

配信科目一覧

List of Broadcast Courses (The English version on the back)

１

工学院
機械系大学院共通科目
画像工学特論

応用物理学専攻
レーザー分光特論
光物性特論

Registration Procedure of CEED e-Learning System

CEED Web サイトの、システム利用
マニュアル ( 学生向け ) をよく読んで下
さい。トップページ左下のリンクから、
ｅラーニングシステムへアクセスでき
ます。

北方圏環境政策工学専攻
計画数理学特論 [E]

機械宇宙工学専攻
分子流体力学特論 [E]
計算流体工学特論
エネルギー環境システム専攻
エンジンシステム工学特論
流体エネルギー工学特論 [E]
流れの遷移と制御特論 [E]
エネルギー技術・政策特論 [E]
エンジン燃焼工学特論

環境創生工学専攻
環境微生物工学特論 [E]
広域水環境工学特論

See the System User Manual (for
Students) and access the e-learning
system by clicking on the link.

環境循環システム専攻
資源生産システム特論
選鉱・リサイクル工学特論 [E]
環境地質学特論Ⅱ [E]
地下水保全工学特論 [E]

ｅラーニングシステムへのリンク

情報科学院

The link to access e-learning system

情報科学専攻
情報理工学コース
知識ベース特論
情報知識ネットワーク特論
情報数理学特論
知能情報学特論
知能ソフトウェア特論
調和系工学特論
ヒューマンコンピュータインタラクション特論
ハイパフォーマンスコンピューティング特論
情報システム設計学特論
先端ネットワーク特論
先端データ科学特論
情報エレクトロニクスコース
集積プロセス学特論
固体物性学特論
電子デバイス学特論
光エレクトロニクス特論
光情報システム学特論
情報エレクトロニクス数学力学特論 [E]
生体情報工学コース
ゲノム情報科学特論
バイオイメージング特論

総合化学院

メディアネットワークコース
自然言語処理学特論
メディア創生学特論
メディア表現論特論
ネットワークシステム特論 [E]
フォトニックネットワーク特論
適応コミュニケーション特論

２

Create your e-learning account

システムで必要事項を入力して送信すると、登録メールアドレスにメ
ールが届きます。メール本文中のURLからアカウント登録を完了して
下さい。キャリアメールアドレスの場合、システムからのメッセージが
正しく届かない場合があるため、可能であれば避けて下さい。

システム情報科学コース
システム制御理論特論
ディジタル幾何処理工学特論
システム環境情報学特論 [E]
電気エネルギー変換特論
電力システム特論
電磁工学特論
専攻共通科目
Intro. to AI, Big Data and Cyber Security [E]
Introduction to WSN and IoT [E]
Cyber Security Fundamentals [E]
Cyber Security [E]
Software Deﬁned Network [E]
Blockchain [E]
プロジェクトマネジメント特論 [E]
パーソナルスキル特論 [E]

ｅラーニングアカウントの作成

Fill in the required ﬁelds and submit it. And then an Email is delivered
to you. Connect to the received URL and complete the account
registration. *When you register with your cellphone Email address,
you can not receive messages from this system in some cases.

３

視聴したい科目の受講申請
Apply for enrollment in courses

工学部

実践的計算化学
応用物質化学A（機能固体化学） [E]
応用生物化学A（動物細胞培養工学）

STSIプログラム共通科目
[E]

機械知能工学科
燃焼学
工業英語演習*

受講申請ページへ

Enrollment application

環境社会工学科
微生物工学

受講申請フォームから、視聴したい科目を選択して送信して下さい。
管理者が確認の後、登録完了のメッセージをお送りします。申請は随
時受付けています。
*今年度の対面授業に出席する学生のみ視聴可能
[E] 英語コンテンツあり

ｅラーニング
受 講 案 内
CEED e-Learning

応用理工系学科
有機化学Ⅲ
有機化学Ⅳ
情報エレクトロニクス学科
応用量子力学
生命情報解析学

その他
STSI日本語・日本文化基礎
STSI基礎論 [E]*

Access the website and click on the link

https://www.ceed.eng.hokudai.ac.jp

量子理工学専攻
表面ナノ材料科学特論 [E]
表面ナノ解析科学特論 [E]

材料科学専攻
環境材料学特論

CEED Web サイトからアクセス

2021. 4. 1 現在

その他、旧カリキュラム科目・補助教材等、多数のコンテンツを配信しています。
最新の配信科目一覧はCEEDホームページを参照して下さい。
https://www.ceed.eng.hokudai.ac.jp/e-learning/watch/course

Fill out the required information and select courses that you would
like to add your list from the enrollment application form and submit
it. The administrator will send a message of completion. Application
is accepted at any time.

北海道大学 大学院工学研究院
工学系教育研究センター
Center for Engineering Education Development

〒060-8628 北海道札幌市北区北 13 条西 8 丁目
ceed-eL eng.hokudai.ac.jp 011-706-7168
https://www.ceed.eng.hokudai.ac.jp

インターネットで、いつでも、どこでも。

List of Broadcast Courses

Learn anytime, anywhere via the Internet.

配信科目一覧（裏面に日本語版があります）

Graduate School of Engineering
Division of Applied Physics
Laser Spectroscopy
Optical Properties of Materials
Division of Materials Science and Engineering
Advanced Eco-Materials
Division of Mechanical and Space Engineering
Molecular Fluid Dynamics [E]
Computational Fluid Mechanics
Division of Energy and Environmental Systems
Engine System Engineering
Fluid Power Systems [E]
Flow Transition and Control [E]
Overview of Energy Technology and Policy [E]
Combustion in Internal Combustion Engine

START

YES

[1] Information Science and Technology

NO

Q

Are you a current HU student (with jobs)
of the Graduate School of Engineering or
IST[1] living in remote locations?

Division of Quantum Science and Engineering
Surface Nanomaterals Science [E]
Surface Nano Analyses [E]
Division of Eng. and Policy for Sustainable Environment
Advanced Mathematical Methods for Planning [E]
Division of Environmental Engineering
Environmental Biotechnology [E]
Aquatic Environmental Engineering
Division of Sustainable Resources Engineering
Production System of Environmental Resources
Mineral Processing and Resources Recycling [E]
Environmental Geology Ⅱ [E]
Advanced Groundwater Environment Engineering
Hydrogeology [E]

Graduate School of Information Science and Technology
Dicision of Information Science and Technology

北大生なら誰でも視聴できます！
あなたは北大の工学院
または情報科学院の
社会人学生ですか？

Subject Group of Mechanical and Intelligent System Eng.
Image Processing

あなたは北大の工学院
または情報科学院の
大学院生ですか？

Q

Are you a current HU student of the
Graduate School of Engineering or IST[1]?

あなたは北大の工学部生
ですか？

Q

Are you a current HU undergraduate
student of engineering?

留学・インターンシップなどで
やむを得ず対面講義を欠席し
ますか？

Any current HU students can view courses.

他学部生でも、北大生*であれば誰でも簡単な手続
きで講義動画を視聴できます。
受講申請の際に学生番号の入力が必要です。
*聴講生や科目等履修生等も含みます。
Any current HU students* including non-Engineering students can view
them upon approval of an application. Student Number is required for
the application for enrollment in a course. *Including auditing students
and credited auditors.

Q

Do you have difﬁculty in attending
regular face-to-face classes because of
studying abroad or internships?

Course of Computer Science and
Information Technology
Knowledge Base
Information Knowledge Network
Mathematical Science for Computing
Intelligent Information Systems
Intelligent Software
Harmonious Systems Engineering
Human-Computer Interaction
High performance Computing
Information Systems Design
Advanced Information Network Systems
Advanced Data Science
Course of Electronics for Informatics
Integrated Material Processing
Solid State Physics for Electronics
Physics of electron device
Advanced Optoelectronics
Photonic Information System
Physics and Mathematics for Electorical Eng. [E]
Course of Bioengineering and Bioinformatics
Genome Informatics
Bioimaging

Course of Media and Network Technologies
Natural Language Processing
Media Creation Methodology
Media Representation Theory
Network Systems [E]
Photonic Network
Adaptive Communications
Course of Systems Science and Informatics
Systems Control Theory
Digital Geometry Processing
Informatics for Systems and Environment [E]
Electric Energy Conversion
Electric Power Systems
Advanced Applied Electromagnetics
Common Subjects
Intro. to AI, Big Data and Cyber Security [E]
Introduction to WSN and IoT [E]
Cyber Security Fundamentals [E]
Cyber Security [E]
Software Deﬁned Network [E]
Blockchain [E]
Project Management Basis [E]
Personal Skills for Project Management [E]

Graduate School of Chemical Science and Engineering

単位認定に利用できます！

予習・復習に使えます！

学部講義も配信しています！

遠隔地に居住する社会人学生や、留学・インターン
シップ・就職活動などのやむを得ない理由で対面授
業に出席できない大学院生は、指導教員と科目担当
教員の許可があれば、ｅラーニングを利用した単位
認定が可能です。制度については、学生便覧や
CEEDホームページをご覧ください。

対面講義の予習・復習に、ｅラーニングを活用しまし
ょう！ 多くの教員がｅラーニングを対面授業の受講生
に推奨しています。また、講師の音声を字幕表示で
きるコンテンツもあり、英語で行われる講義の理解
にも役立てることができます。

工学部の講義動画も配信しています！
また、学部生でも大学院講義を視聴できるので、
進路選択の参考になります。

Available for credit recognition.

Students who have difﬁculty in attending regular face-to-face classes
due to unavoidable reasons, such as part-time students (with jobs)
living in remote locations and students who are away from the campus
such reasons as studying abroad, internships or job hunting can earn
credits by using e-learning resources with approval of both the course
instructor(s) and their supervisors. For further information, see the
Student Manual and our website or contact us.

Available for preparation & review.

※字幕表示機能には、マイクロソフト社のAIによる音声解析を使用してい
ます。字幕は視聴の補助としての提供であり、高い品質を保証するもので
はありません。
If you attend regular face-to-face classes, you make good use of
e-learning courses for preparation & review. Many teachers recommend
students who attend regular face-to-face classes to view them as
ancillary materials. Our e-learning system subtitles lecture videos using
Microsoft Azure Cognitive Services. It helps you to understand lectures.
*Subtitles are only provided as an aid. There is no guarantee the quality
of them.

Undergraduate courses also available.

※2015年度から、やむを得ない理由で対面授業に出席できない工学部生
も、ｅラーニングを利用した単位認定が可能になりました。制度について
はCEEDまでお問い合わせ下さい。
CEED broadcasts lecture videos of the School of Engineering. And also
viewing graduate courses helps undergraduate students select their
majors. *Undergraduate students of engineering who have difﬁculty in
attending regular face-to-face classes due to unavoidable reasons have
been able to earn credits by using e-learning resources since the 2015
academic year. For further information, contact us.

Practical Computational Chemistry
Applied Materials Chemistry A (Solid State Chemistry of Functional Materials) [E]
Applied Biochemistry A (Cell Processing Engineering)

School of Engineering
Department of Applied Science and Eng.
Organic Chemistry Ⅲ
Organic Chemistry Ⅳ

Department of Mechanical and Intelligent System Eng.
Combustion Science
Exercise on Technical English*

Department of Electronics and Information Eng.
Applied Quantum Mechanics
Bioinformatics and Data Analysis

Department of Socio-Environmental Eng.
Environmental Microbiology

The Others
STSI Program
Fundamental of Japanese language and culture to take part in the Inter-university exchange project between IIT and HU [E]
Introduction to STSI (Sustainable Transportation and Social Infrastructure) [E]*

*only for students attending regular face-to-face classes
[E] Courses in English are provided.

As of April 1, 2021

There are many other courses for the former curriculum and Aids to Learning etc. The latest version of the list is
always available from CEED's website.
https://www.ceed.eng.hokudai.ac.jp/e-learning/watch/course
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北 海 道 大 学 大 学 院 工 学 研 究 院 工 学 系 教 育 研 究 セ ン タ ー

実践的リーダーを目指して
Development toward hands-on leadership
工学系教育研究センター
（CEED）
は、組織のリーダーとして国際的に活躍できるよう、
工学系の学生*に実践的な教育プログラムを提供しています。
The Center for Engineering Education Development（CEED）provides practical education programs
for Hokkaido University engineering students* to thrive as a leader on a global stage.

海外・国内インターンシップ
産学連携講義
実践科学技術英語
Brush-up英語
ｅラーニング

知識応用力、問題発見・解決能力
企画力、洞察力、統合力
技術倫理・安全への理解
国際コミュニケーション力
総合的実践力
リーダーシップ

●工学部

工学系大学院

*工学系の学生：工学部、並びに工学院、情報科学院及び総合化学院
（ただし指導教員が
工学研究院に所属する場合のみ）
の学生
*engineering students: students of School of Engineering, Graduate School of Engineering,
Graduate School of Information Science and Technology, and Graduate
School of Chemical Sciences and Engineering（only if the academic
supervisor belongs to Faculty of Engineering）

CEEDの教育プログラム
CEED education programs

産学連携教育プログラム

Industry-Academia Collaborative Program

海外長期インターンシップ

国際性啓発教育プログラム

e ラーニング教育プログラム

実践科学技術英語

ｅラーニングによる教育支援

English Education Program

Long-term overseas internships

Practical English for Science and Engineering

●

●

国内長期／短期インターンシップ
Long- and short-term domestic internships

Brush-Up英語講座
Brush-Up English

e-Learning Initiatives

Education program with e-learning
●

コンテンツ制作支援
Support for content creation
●

●

遠隔履修支援

外国人インターンシップ生受け入れ

Distance learning support for oﬀ-campus students

Hosting of international interns

●

ICT活用教育
ICT for educations
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■CEEDのあゆみ

History of CEED
■工学系教育研究センター設置準備委員会設置

2004

Preparatory committee to establish Center for Engineering Education Development launched

■北海道大学の国立大学法人化

Hokkaido University s status as an independent administrative entity established

2005

■工学系教育研究センター設立

Center for Engineering Education Development established

2006

■第1期（5カ年）事業開始

First-term project（ﬁve years）
started

■外部評価委員による第1期事業評価
（以降毎年実施）

2007
■インターンシップ
国内派遣 100名突破
More than 100 interns
placed in domestic
organizations

First-term project evaluated by an external assessment panel
（with subsequent annual evaluations）

■第1期事業終了

First-term project ended

2009

■第2期（6カ年）事業開始

Second-term project（six years）started

■工学研究科の組織改編、工学研究院付属センターへの移行

2010

■インターンシップ受入
および海外派遣
100名突破

More than 100 interns accepted
from overseas
More than 100 interns placed abroad

Graduate School of Engineering reorganized; Center re-established
as a facility aﬃliated with the Faculty of Engineering

■総合若手人材育成事業の展開、人材育成本部との協働体制開始
Comprehensive human development project for young people promoted;
partnership with Human Resources Development Department formed

■外部評価委員による第2期事業評価
（以降隔年実施）

Second-term project evaluated by an external assessment panel
（with subsequent annual evaluations）

2012

■インターンシップ受入および海外派遣
500名突破

2014

■第2期事業終了

Second-term project ended

■第3期事業終了

More than 500 interns accepted from overseas
More than 500 interns placed abroad

Third-term project ended

■北海道大学における存在感の更なる拡大へ
Center s presence within Hokkaido University
further expanded

2016

■インターンシップ国内派遣
500名突破
More than 500 interns placed
in domestic organizations

2017

■インターンシップ受入1,000名突破

More than 1,000 interns accepted from overseas

2019
インターンシップ 受入学生・派遣学生
（2005年度～2020年12月）

累積人数

Cumulative total of students placed in internships
(from April 2005 to December 2020)

受入

Accepted
from overseas

1,006名

1,006 students

派遣（ 海外）

派遣（ 国内 ）

Placed in
Placed in
overseas organizations domestic organizations

744名

744 students

未来へ
Future

568名

568 students
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● 産学連携教育プログラム
インターンシップで、
「 グローバル社会で活躍できる人材」に
Internships to develop individuals capable of contributing to global society

従来の大学の教育では伸ばしきれていなかった能力（ コミュニ
ケーション能力、リーダーシップ、応用力など ）を育てます。インター
ンシップでは海外の企業や大学の研究プロジェクトに、また国内企
業・官公庁・研究所に学生を派遣します。特に教育効果の高いと
される海外インターンシップ派遣に力を入れており、毎年多くの学
生がCEEDを通し派遣されています。海外の大学から外国人学生
を研究プロジェクトに参加させるための受け入れも行っています。

This program aims to foster abilities that are not fully developed in
conventional university education (e.g. communication, leadership, applied skills). In internships, students are dispatched to work at overseas
companies and engage in university research projects, or may be posted at domestic companies, government oﬃces or research institutes.
Focus is placed on overseas internships which have been considered
to have major positive educational implications. Through CEED, many
students are sent overseas annually. The Center also hosts students
from overseas universities for participation in research projects.

産学連携教育プログラム
Industry-Academia Collaborative Program

インターンシップ派遣
Internships

企業での就業体験だけではなくCEEDでは
「 海外」インターンシッ
プの場合は派遣先として企業も大学の研究プロジェクトに参加す
る場合もインターンシップと認めています。海外派遣の場合は1～
12ヵ月（ 平均2ヵ月）働き、延べ40ヵ国以上の大学・研究機関・企
業に派遣しています。国内インターンシップでは平均2週間ほど企
業、官公庁、国立研究所などで働きます。

CEED considers that overseas internships should include both corporate work experience and participation in university research projects. In
overseas programs, students work for between 1 and 12 months (average:
2 months). CEED has dispatched students as interns to universities, research institutes and companies in more than 40 countries. In domestic
programs, students work for around two weeks on average at companies,
government oﬃces, national research institutes and other organizations.

学 生 体 験 談 （ インターンシップ派遣 ）

Student s Experience (Internship Abroad)

大学院工学院 エネルギー環境システム専攻 修士課程 山田健人さん
Kento Yamada, Master s Course Student, Division of Energy and Environmental Systems, Graduate School of Engineering.

私は、スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETH)で2か月
間CEEDのインターンシップに参加しました。初めての海
外生活には不安もありましたが、教授や学生の方々と英語
で議論を交わしながら、研究プロジェクトを進めた経験は
大きな自信につながりました。また長期間滞在してわか
る文化の違いや生活感が日々刺激的で、新たな知見が深
まり視野が広がったとても良い経験でした。
I participated in a two-month internship at Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich
with the ﬁnancial support by CEED. Since it was my ﬁ rst time living abroad, I felt uneasy at ﬁ rst.
However, proceeding with my research project through active discussions with the professor and the
students in the laboratory gave me great conﬁdence. Additionally, cultural diﬀerences and diﬀerent
ways of living that I realized during the long stay stimulated me every day. My internship abroad
was a valuable experience that deepened my knowledge and broadened my horizons.

渡航費支弁や派遣先紹介などの支援があります。 問い合わせ先はこちらです。

The program provides ﬁ nancial support for travel expenses and helps students ﬁ nd internship opportunities.
For further information:

ceed-ind eng.hokudai.ac.jp
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● 産学連携教育プログラム
海外からのインターンシップ受け入れ
Hosting of interns from overseas

CEEDでは海外からのインターンシップ受け入れも行なっており、
これまで40カ国以上から学生が来ています。
海外から研修生を受け入れることで研修生本人だけでなく研究
室所属の学生やスタッフも相互に学び合い、国際的な視野を持ち、
異文化理解とコミュニケーション能力の向上、学習意欲の強化が期
待されます。実際にこれまで研修生の受け入れを体験した後、多く
の北大生が海外インターンシップ派遣に参加しています。
研修生には受け入れ手続きの支援を行う他、来日時にオリエン
テーションを行なっています。

The CEED internship program is also open to international students
who are currently enrolled in universities outside of Japan. We have been
welcoming interns from more than 40 countries.
Hosting interns at HU s laboratory encourages not only interns but
also students and members of the lab to have a worldwide perspective,
build skills for better cross-cultural communication, and reinforce their
motivation by learning from each other. In fact, many HU students decide to do their internship overseas after experiencing such collaboration
with incoming interns.
CEED supports interns throughout the application process and holds
an introductory guidance including campus safety information upon their
arrival.

学 生 体 験 談 （ インターンシップ受け入れ）

Student s Experience (Internship at Hokkaido University)

AGH科学技術大学より来日 GRABOS, Adrianさん
Adrian Grabos, from AGH University of Science and Technology

My internship at Hokkaido University was an amazing experience and love at ﬁ rst sight
with Japan. I was able to spend almost six months during my Erasmus+ Programme
within the Faculty of Engineering. Visiting and studying here is something I strongly
recommend. The Japanese way of teaching allowed me to personally learn all equipment I
was using to conduct my research. People living and working in Sapporo were very kind.
I was able to work in a professional, yet friendly environment. Laboratories are certainly
well equipped, and I realized my project to the full extent. Even though a completely new
place can be harsh to adapt to, everyone worked so hard to make it as simple as possible
for me. I was expecting a great time in Japan and still, I must admit, I was surprised with
all goodness I experienced and discovered. I cannot decide which I will be missing the
most: new friends, delicious food or amazing views. Northern Japan is very unique, both
in terms of history and lifestyle. As a cultural crossroad Hokkaido is, in my opinion, the
best way to start your journey to discover Japan. Can t wait to be back at JR station next
time!

当プログラムの効果
Program eﬀects
国際感覚、チャレンジ精神などの13項目について「 劣る」～
「優
れる」の5段階でインターンシップ参加の前後を自己評価した結果、
派遣前後での学生の意識の向上が著しく、特に海外インターンシッ
プの伸びが大きくなっています。

1

学問的知識を実際問題に活用する能力

2

決断力、判断力、優先度決定力

3

新しい経験へのチャレンジ精神

4

解らないことを質問し、
または教えを請う態度

5

問題を理解・把握し、
または問題を見出す能力

6

他の人と連携協力して計画・実行する態度

7

創造性、新しいアイデアを生み出す力

Self-awareness regarding abilities before and after participation in overseas internship programs
（FY2017-FY2019）

8

専門分野での技量、技能（ 実験、解析、計算、設計など ）

平均よりかなり優れている Excellent 1.5％

9

忍耐力、向上心

CEED conducted a survey on changes in student self-awareness regarding abilities before and after participation in internship programs.
Students evaluated themselves on a ﬁve-level scale from Very bad to
Excellent for 13 items including international understanding and the
ability to take on challenges. The results showed a signiﬁcant increase in
self-awareness, especially among students who participated in overseas
internship programs.

海外インターンシップ参加前後の自己評価
（2017年度‑2019年度 派遣者 ）

98.5％

参加前：
Before
participation

参加後：
After
participation

平均よりやや劣っている Bad
50.0％
だいたい平均である Fair
50.0％

平均よりやや劣っている Bad 1.5％

だいたい平均である Fair
48.5％
平均よりやや優れている
Good 31.8％
48.5％

平均よりかなり優れている Excellent 16.7％

Ability to apply your academic knowledge to an actual problem

Decisiveness, judgment, ﬂexibility

Challenging spirits to try new experience

Positive attitude to ask people about what you don t understand and try to inquire

Ability to grasp the situation and ﬁ nd out the problems

Cooperative attitude with others to plan and act

Creativity to yield new ideas

Special skill and techniques (experiment, analysis, calculation, plan)

Patience, ambition

10

英語実践能力（ 会話、文書作成、英語による思考 ）

11

異文化理解、外国での行動・生活感覚

12

積極性、リーダーシップ

13

コミュニケーション力

English proﬁciency (conversation, document preparation, thinking ability in English)

Ability to understand other cultures

Positiveness, leadership

Communicative competence

Industry-Academia Collaborative Program
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● 国際性啓発教育プログラム

国際的に
活躍できる基礎力を

グローバル化に伴い、研究者間のコミュニケー
ションや国際学会の発表・意見交換を英語で円
滑にできる力がますます重要になってきています。
また、産業社会で研究開発活動等に従事する場合
にも、英語力を駆使した国際的コミュニケーション
能力が重要です。そこで、国際性啓発教育プログ
ラムでは、英語を実践的に学ぶ機会を提供し、英語
力を高めるサポートをしています。

Develop English skills for global success

As globalization accelerates, today s researchers need
a good command of English to successfully communicate with each other, present their research, and exchange ideas. Intercultural communication skills using
English are also essential when engaging in research
and development activities in the industrial society. The
English Education Program oﬀers engineering students
opportunities to expose themselves to the language and
develop their English proﬁciency.

国際性啓発教育プログラム
English Education Program

実践科学技術英語
Practical English for Science and Engineering
英語による論文発表能力の向上を目指し、科学技術論文の
書き方と、実践的なプレゼンテーション方法についての集中講
義（ 工学院共通科目 ）を行います。
その後、ネイティブ講師によるプレゼンテーション演習を小
グル―プ方式にて実施します。プレゼンテーション演習はスキ
ルと自信・積極性を養います。

With the aim of improving English presentation skills, students learn
how to write technical papers and study practical presentation methods
on an intensive program (a common course at the Graduate School of
Engineering). Small-group presentation practice sessions led by native English-speaking instructors are then held to build related skills, conﬁdence
and positiveness.

英語に関するプログラムの問い合わせ先はこちらです。
For further information:

ceed-int eng.hokudai.ac.jp
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● 国際性啓発教育プログラム
Brush-Up英語講座
Brush-Up English
英語によるコミュニケーション能力の向上を
目指し、ネイティブ講師やバイリンガルの日本
人講師による少人数英語クラスを開講していま
す。各学期には週1回60分～120分の講座、長期
休暇中には短期集中の特別講座も提供しています。
また、2020年度はリアルタイム参加型のオンライン講座
も開始し、
自宅からでも参加できる機会を拡大しました。
母国語を習得するのと同じで、外国語の習得には時間がかかります。基礎力を伸ばしたい人、
好きな英語をさらに伸ばしたい人、資格試験のスキルを身に付けたい人、それぞれの目的に合う講
座を見つけ、
限られた時間の中で、
是非このプログラムを有効活用させてください。
In our English Education program, we oﬀer courses for Engineering students all year round. During academic terms, students can study English once or
twice a week without burdening their schoolwork. During long breaks, we run intensive courses and special programs. Real-time online classes also started
in the academic year 2020, so that students can access the lessons conveniently from home. Learning a foreign language takes time and continued eﬀort. We
support students who are eager to start with the basics, take their English skills to the next level, or learn test-taking strategies. Find courses that suit your
need and make the most of the opportunity. Hard work will pay oﬀ !

優秀者に対する表彰式

Brush-Up英語では、英語に接する機会を増やせる
よう、通常の授業以外にも、昼休み等を使った英
会話の会を開催しています。また、英語の学習
相談のアドバイスセッションも開催していま
す。自分に合った勉強法を見つけたりするサ
ポートをしています。さらに、受講生の中から、
英語力が顕著に向上した受講生を表彰してい
ます。
産学連携教育プログラムと連携を図り、海外イン
ターンシップ派遣学生を対象に英語演習も実施してい
ます。自己紹介や研究紹介、プレゼンテーションや質疑・応答の
練習などを通し、海外生活で円滑なコミュニケーションできるように準備をします。

Aside from the regular courses, the Brush-Up program provides casual meetings where students meet to discuss the day s topics in English. This will
help the participants get exposure to the language more and discuss a broader range of themes. Advising sessions are also available to assist students in
planning their English study. In addition, CEED awards participants who made the greatest improvement in their English skills.
In collaboration with the Internship program, we oﬀer English classes to students who are about to work as interns outside Japan. Participants can learn
how to become better communicators and get prepared for their life overseas, answering a variety of questions about themselves, as well as making presentations and handling question and answer sessions.

学 生 体 験 談

Student s Experience

大学院工学院 応用物理学専攻 修士課程 宇野颯さん
Hayate Uno, Master s Course Student, Division of Applied Physics, Graduate School of Engineering

僕はもともと英語に苦手意識があり、学部１年の授業以来英語の学習を全くし
てきませんでした。しかし、アルバイト先や研究室などで英語を使わなければな
らない場面が増え、このままではまずいと感じ、CEEDのBrush-Up英語講座を
受講することに決めました。僕が受講したのは主に英会話のコースで、留学生や
自分と同じような学生と英語でコミュニケーションをするものでした。はじめは
どうしても拙い表現しかできず苦労しましたが、先生方のアドバイスや他の学生
の話し方などから正しい英語表現を吸収していきました。１年ほど受講を続けて、
実際に授業外でネイティブの方とコミュニケーションができるようになり、自分の
成長を実感できました。今では英語に対する苦手意識は無く、楽しく英語学習を
続けています。英会話の上達のコツは、とにかく英語を使う機会を増やすことだ
と思います。以前の僕のように英語に苦手意識がある人にもぜひ受講して欲し
いです。
I did not really like English, so I stopped studying it after ﬁ nishing the required courses for ﬁ rst-year undergraduates. However, as opportunities
to use English increased in my research and my part-time job, I felt I should work on improving my skills and decided to participate in the Brush-Up
English program. I took courses focused on conversational English, where I practiced communicating with other participants, including international
students and students who were just like me. Although I struggled at ﬁ rst and had a limited vocabulary, I learned new expressions from the instructors and my fellow students. About a year after I joined the program, I realized my English skills had grown. I became able to communicate with
native English speakers outside of class. Now that I am more conﬁdent in using this language, I enjoy learning English. The key to being a better
English speaker is to expose yourself to foreign-language situations. I recommend other students join this program, especially those who feel, as I
used to, that they are not good at English.

English Education Program
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● ｅラーニング教育プログラム
インターネット経由で、
いつでもどこでも
Anytime, anywhere via the Internet

北海道大学工学系教育が標榜する、幅広
い領域に対応できる人材の育成を、ｅラー
ニングにより支援します。
遠隔地に居住し北海道大学に通学でき
ない博士課程社会人学生の支援や、修学期
間の違いのある海外の大学から受け入れる
留学生の支援、日本から海外へ長期間留学
する学生の支援など、多様な学生のニーズ
に応えるシステムを研究開発しています。
This program supports the development
of individuals capable of handling issues in a
broad range of areas as advocated by Hokkaido
University s engineering education.
R&D is conducted on e-learning systems to
meet the needs of various students, including
people on part-time doctoral courses who are
unable to attend regular classes due to residence in remote locations, international students from overseas universities with diﬀerent
school terms, and Japanese students studying
abroad for extended periods.

ｅラーニング教育プログラム
e-Learning Initiatives

講義動画をインターネットで配信しています
Online lecture videos
北大生であれば誰でも興味のある科目の聴講が
可能です。遠隔地に居住している社会人学生・科
目等履修生や、留学・長期インターンシップ・就職
活動などのやむを得ない理由により講義に出席困
難な学生は、ｅラーニングで講義を受講し、試験や
レポート提出により単位を修得できます。講義に
出席する大学院生・学部生も、予習・復習に利用で
きます。
Hokkaido University students can view interesting
lectures using the online video system. Those who have
unavoidable diﬃculties attending regular classes, such
as part-time students/credited auditors living in remote
locations and students who are away because they are
studying abroad, on long-term internships or job hunting, can watch lectures, take exams and submit reports
via the e-learning system to earn credits. Graduate and
undergraduate students who attend regular classes can
use e-learning to prepare for or review coursework.

eラーニングに関する問い合わせ先はこちらです。
For further information:

ceed-eL eng.hokudai.ac.jp
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● ｅラーニング教育プログラム
ｅラーニングシステム
e-Learning system
CEEDでは、これまでに100科目以上の大学院講義・学部講義を
配信しています。
海外からの留学生を支援するため、講師の発言を字幕で示す機
能を提供しています。動画には講義の内容に従ってインデックスが
付いており、目的の部分からの再生も可能です。
The CEED e-learning system includes lectures from more than 100
graduate and undergraduate courses and subtitles are provided to support international students. Videos are indexed by lecture content, allowing users to choose the desired playback start point.

CEEDｅラーニングシステムはこちらから
Visit the website to access
the CEED e-learning system.

https://el.ceed.eng.hokudai.ac.jp/

ｅラーニング教材制作
e-Learning content production
撮影・編集など、教材作成におけ
る全ての作業を、スキルを持った技
術系職員が担当し、高品質の教材を配
信しています。様々な教材制作方法の研
究開発も行っており、通常開講されている講義を撮影するだけでな
く、技術系職員が設計した撮影専用講義室での撮影や、音声とスラ
イドデータを合成した動画作成も可能です。
Skillful technical staﬀ video, edit and perform all other tasks in e-learning content production to ensure high-quality materials. R&D is conducted on various content production methods, allowing lectures to be recorded both in regular classrooms and in a special video studio designed by
technical staﬀ. Voice and slide data can also be synthesized.

撮

影

Videotaping

編

集

Editing

他者著作物の利用許諾手続き

Procedures relating to the use of
copyrighted works by third parities

多言語コンテンツ作成
Multilingual content production

配

信

Content provision

CEEDの様々な活動
Various CEED activities
CEEDの専用講義室には電子白
板やiPadを 配 備しており、様 々な
ICT活用講義の方法をご提案してい
ます。
反転授業やアクティブラーニングへのｅラーニング教材の活用も
推奨しています。基礎学習をｅラーニングで行うことにより、講義
時間を有効に活用できます。
さらに、ｅラーニングを計画・制作・運用している北大各部局や
オープンエデュケーションセンターとの交流・情報交換も行ってい
ます。
CEED promotes various ICT-based lecture methods in a special lecture
space featuring electronic white boards and iPads.
e-Learning content is recommended for ﬂip teaching and active learning. The use of the e-learning system for basic study supports the eﬀective use of class time.
Eﬀorts are also made to interact and exchange information with Center
for Open Education and other Hokkaido University departments where
e-learning is planned, produced and operated.

e-Learning Initiatives
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センター長より
A word from the Director
学生諸君へ
工学系教育研究センター
（CEED）は皆さんが卒業後世界で活躍できるリーダーにな

れるよう、次の3つのプログラムにより多様なサービスを皆さんに提供しています。
すな
わち、①産学連携教育プログラムでは国内・海外インターンシップ、社会の一線で活躍

する講師による創造的人材育成特別講義を、②国際性啓発教育プログラムでは、
英語

による科学技術論文の書き方、
口頭発表のための能力の向上をめざす実践科学技術

ｅラーニング教材
英語やBrush-Up英語講座を、
③ｅラーニング教育プログラムでは、
の配信を行っています。

遠隔地に居
特にｅラーニング教材は予習・復習のために利用することができるほか、

住していたり、留学・インターンシップ等で対面授業に出席できない場合に、講義の
一部として利用することができます。

CEEDは皆さんが専門能力に加え、社会的・国際的ニーズを踏まえた多才な能力を

持つことができるように、
新しい教育プログラムの開発にも努力しています。

教職員の皆さん
CEEDは教職員の皆さんと協力して、
①学生の長期海外インターンシップ派遣や、

海外からのインターンシップ生受入、
②学生諸君の英語能力向上のためのプログラム、
③ｅラーニング教材の作成と配信を行っています。北海道大学の工学系学生が世界に
羽ばたき活躍できるよう、一緒に努力していきましょう。

Dear students
The Center for Engineering Education Development（CEED）provides a variety of services
through three programs to help students become leaders on the international stage after graduation:（1）the Industrial Collaboration Program, in which students can experience domestic/overseas internships and attend special lectures for creative human resource cultivation from presenters active on the cutting edge in society;（2）the International Relations Program, which includes
technical writing/presentation and Brush-Up English programs; and（3）the e-Learning Initiatives with its online content.
e-Learning materials can be used to prepare for and review coursework and as part of lectures
for students unable to attend regular classes due to residence in remote locations, study abroad or
participation in internship programs.
CEED is also committed to developing new educational programs so that students can pick up
professional abilities and learn the versatility required to respond to social/international needs.

Dear faculty members
In collaboration with faculty members, CEED（1）dispatches students overseas on long-term
internship programs and hosts interns from overseas;（2）provides programs to improve
students English; and（3）produces and provides e-learning content. We remain committed to
our ongoing eﬀorts to help Hokkaido University engineering students play active roles in the
international arena.
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アクセス

Access

クラーク会館

農学部

北海道大学
工学部

理学部

図書館

薬学部

歯学部

文学部
法学部

医学部

野球場
高等教育
推進機構

体育館

on the Namboku Line

北大病院

医学部
保健学科
JR札幌駅

地下鉄南北線

●地下鉄南北線北12条駅から徒歩10分
10-minute walk from Kita 12-jo subway station
●札幌駅から徒歩25分

北12条駅

北18条駅

25-minute walk from Sapporo Station

国道5号線
（創成川通）

I棟

J棟

K棟

L棟1階

B3棟

B1棟

L

オープン
ラボ

L棟2階

製図・講義棟

C棟

棟

A棟
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工学系
教育研究
センター

至P棟

正面玄関

CEED

