
お問い合わせ先
学務部国際交流課派遣担当（学生交流ステーション1F 109）

tel: 011-706-8054
mail: jryugaku@oia.hokudai.ac.jp

Website
https://www.oia.hokudai.ac.jp/be_global/

プログラムスケジュール

海外短期語学研修（サマープログラム/スプリングプログラム）

海外短期語学研修（サマープログラム/スプリングプログラム）

海外で
語学研修。
単位取得可！

全学教育科目

外国語演習
（講義題目：海外短期語学研修）

＊「北大生のための留学情報Mail」メーリングリストに登録する場合は、右記QRコードを読み取り、氏名・メールアドレスを送信してください。

9月下旬3月下旬

サマー
プログラム

10月下旬まで 4月下旬まで

スプリング
プログラム

募集告知開始
※国際交流課窓口でプログラムについてのご質問を受け付けています。
※北大生のための留学ガイドＨＰでプログラムの詳細や体験談をご覧いただけます。

4月
（説明会終了後）

10月
（説明会終了後）受付開始

※国際交流課で申込書等を受け取ってください（一部のプログラムは
　委託業者から書類を取り寄せます）。

7月中 1月中合同オリエンテーションに参加
※出発前の準備、現地滞在先への行き方、海外渡航のリスク管理、
　現地での過ごし方等を説明します。

4月中 10月中説明会開催
※説明会の日程は『北大生のための留学情報Mail』＊、
　留学情報提供掲示板、各部局の掲示板でお知らせします。

帰国後
1週間以内

8月から
9月

2月から
3月

帰国後
1週間以内報告書提出

※ワードファイルでご提出ください。現地での写真も是非ご提供ください。

帰国・帰国報告

出発

5月から
7月

11月から
1月

クレジットカード、銀行又は郵便局で
プログラム代金支払い

※お支払い方法は委託業者からお知らせします。
　プログラムによって支払方法、時期が異なります。

単位認定申請
※学務部教育推進課 全学教育・総合教育担当窓口に申請

5月中旬から
下旬

11月上旬から
中旬外国語演習単位履修及び助成金申請期間

※国際交流課で各申請書類を受け取ってください。
※申請書類は必ず締切日前に提出ください（提出先：国際交流課窓口）。



海外短期語学研修（サマープログラム/スプリングプログラム）とは、

●プログラム参加資格・申込方法等
・ 参加資格：北海道大学の正規課程に在籍している学部生・大学院生で、プログ
　ラム参加期間中に休学していない者。
・ 申込方法：学務部国際交流課窓口（学生交流ステーション1F 109）にて申込書
　類を受け取り、期間内に申請手続きを行ってください（一部プログラムを除く）。
・ 説明会：サマープログラム説明会は4月下旬、スプリングプログラム説明会は10
　月下旬に、例年実施しておりますので、日時等詳細は掲示板、「北大生のための
　留学ガイド」HP、「北大生のための留学情報Mail」等で確認してください。

●保険
参加者は必ず、北海道大学が指定する海外旅行保険および危機管理保険に加入
していただきます。

●助成金
外国語演習（講義題目：海外短期語学研修）を履修申請することを前提に、「北海
道大学海外短期語学研修助成金」（給付型奨学金）の申請が可能です。

・ 支給額（2019年度実績 ）：5万円～8万円（併給の場合を除く）。支給にあたっ
　ては成績による選考が行われます。また、応募状況、成績、研修先の国・地域、
　助成金の種類等により支給額は異なります。申込等詳細は、掲示板・説明会等
　で確認してください。

HPの留学体験談を見てね！

「北大生のための留学ガイド」HPに、サマー
プログラム/スプリングプログラムに参加した
学生の体験談を多数掲載しています。留学
先での授業の様子、現地の学生との交流、
アクティビティ、ホームステイ/寮での生活、
自由時間や週末の過ごし方、楽しかったこと
/辛かったこと、アドバイス
等について、ぜひチェック
してみてください！

●単位認定

・ サマープログラム：英語/すべての学部学生が対象
    　　 初習外国語/2年次以上の学部生が対象
・スプリングプログラム：英語、初習外国語/卒業年次の学生を除く学部生が対象

海外短期語学研修は、外国語演習（講義題目：海外短期語学研修）の一部として
位置づけられています。この演習を履修し、帰国後に単位認定申請を行うと単位を
取得することも可能です（履修申請を行わなくても研修に参加できます）。

●注意事項●注意事項
①国際情勢の急変や天候など不測の事態によって中止する場合があります。
②プログラム期間が試験・授業と重なる学生、本学の指導・方針に従えない学生に
　ついては、参加は認められません。
③プログラムによっては、最小催行人数や募集人数上限等の条件が定められてい
　る場合があります。
④海外旅行保険加入手続きの関係上、既往症のある学生は、その既往症の程度
　により渡航期間が31日を超えるプログラムへの参加ができない、または期間短縮
　を求められる場合があります。
⑤海外短期語学研修に参加する学生は、オリエンテーションへの参加が必須となり
　ます。原則としてオリエンテーションの個別対応は行わないため、申込書類にお
　いてオリエンテーション実施日を確認・考慮の上申請を行ってください。
⑥帰国後に報告書の提出が必要です。

自由時間や週末の過ごし方、楽しかったこと
/辛かったこと、アドバイス
等について、ぜひチェック
してみてください！

北海道大学に在籍している正規学生が、夏休み、春休みの期間を利用して、アメリカ、カナダ、イギリス、
エストニア、オーストラリア、ニュージーランド、中国、台湾、韓国、ドイツ、スペイン、ロシアの協定校等で、
語学や文化を学べる短期留学プログラムです。

HPの留学体験談を見てね！
②プログラム期間が試験・授業と重なる学生、本学の指導・方針に従えない学生に

③プログラムによっては、最小催行人数や募集人数上限等の条件が定められてい

④海外旅行保険加入手続きの関係上、既往症のある学生は、その既往症の程度
　により渡航期間が31日を超えるプログラムへの参加ができない、または期間短縮

⑤海外短期語学研修に参加する学生は、オリエンテーションへの参加が必須となり
　ます。原則としてオリエンテーションの個別対応は行わないため、申込書類にお

ドイツ
4週間 約65万円～

※2018年度実績

4週間 約60万円～ホームステイ

ホームステイ

ミュンヘン大学

韓国

全北大学校

釜慶大学校

日本人向け
プログラム東義大学校

寮 2週間 約23万円～

2週間 約22万円～寮

2週間 約12万円～寮

中国

香港中文大学 3週間 約28万円～寮

北京師範大学

北京大学
日本人向け
プログラム
人数制限あり

寮 4週間 約36万円～

4週間 約33万円～寮

4週間 約34万円～
寮または

ゲストハウス・
ホテル

国・地域

アメリカ
合衆国

ポートランド
州立大学

ホームステイ 3週間半 約65万円～

3週間半 約60万円～ホームステイ

大学名 開催時期/プログラム期間 宿泊

※概算費用は2019年度実績であり、費用・期間は年によって変動します。

（ 仏語圏での研修は実施しておりません）

概算費用等
※授業料・滞在費・ 渡航費・ 保険料等含む 備考

日本人向け
プログラム

アリゾナ
州立大学

ハワイ大学
マノア校

カナダ

4週間 約64万円～

4週間 約63万円～ホームステイ

ホームステイ
ブリティッシュ
コロンビア大学

イギリス

5週間 約65万円～

①4週間 約56万円～
②5週間 約63万円～ホームステイ

寮
リーズ大学

エストニア 3週間 約60万円～ホームステイタルトゥ大学

オースト
ラリア

4週間半 約60万円～

5週間 約62万円～ホームステイ

ホームステイ
ニュー・サウス・
ウェールズ大学

ニュージー
ランド

4週間 約58万円～

4週間 約57万円～ホームステイ

ホームステイ
オークランド大学

独
語

中
国
語

韓
国
語

西
語

露
語

2月中旬～3月上旬の3週間半

8月中旬～9月中旬の3週間半夏

春

8月上旬～9月上旬の4週間

2月下旬～3月下旬の4週間

夏

春

8月上旬～9月中旬の5週間

2月中旬～3月中旬の4週間
or 5週間

夏

春

8月下旬～9月上旬の3週間夏

8月上旬～9月上旬の4週間半

2月上旬～3月中旬の5週間

夏

春

8月中旬～9月中旬の4週間

2月中旬～3月中旬の4週間

夏

春

夏

春 3月上旬～3月下旬の3週間

8月上旬～8月下旬の3週間 ホームステイ 3週間 約58万円～

3週間 約57万円～ホームステイ

夏

春 2月上旬～3月上旬の3週間半

8月中旬～9月下旬の5週間 ホームステイ 5週間 約64万円～

3週間半 約60万円～ホームステイ

人数制限あり

人数制限あり

一部語学要件あり
※英語力成績証明

（TOEFL,TOEIC,IELTS)
が必要。

一般コース以外は
語学要件あり

人数制限あり

人数制限あり

人数制限あり

日本人向け
プログラム

最少催行人数あり
※全国10名

語学要件あり
※TOEFL-ITP 
400（夏）・450（春）,

TOEFL-iBT 45, TOEIC 400,
英検準2級以上

国・地域 大学名 開催時期/プログラム期間 宿泊 概算費用等 備考

人数制限あり2週間 約13万円～寮

スペイン

・ホームステイor寮1人部屋 約57万円～
・寮2人部屋 約56万円～

・ホームステイor寮1人部屋 約51万円～
・寮2人部屋 約50万円～

ホームステイ
または寮

ホームステイ
または寮アルカラ大学

アルカリングア

日本人向け
プログラム

最少催行人数あり
※全国10名

※参加人数により、
費用が下がる可能性あり

ロシア

3週間 約39万円～
4週間 約41万円～
5週間 約45万円～

①2週間 34万円～　②3週間 37万円～
③4週間 41万円～　④5週間 45万円～寮

寮
モスクワ国立
大学

台湾

4週間 約51万円～

3週間 約45万円～寮または
ホテル

寮または
ホテル

国立台湾大学

英
語

日本人向け
プログラム

最少催行人数あり
※春：全国5名

語学要件あり
※TOEFL-iBT71,
 IELTS 6.0以上

(TOEIC, 英検は不可)

8月中旬～9月中旬の4週間

2月中旬～3月中旬の4週間

夏

春 2月上旬～2月中旬の2週間

7月下旬～8月中旬の2週間

2月中旬～2月下旬の2週間春

8月上旬～8月下旬の3週間

8月上旬～8月下旬の4週間

3月上旬～3月下旬の3週間

夏

春

夏

春

2月下旬～3月下旬の4週間

8月上旬～8月下旬の4週間

7月下旬～8月下旬の4週間夏

夏

8月上旬～8月中旬の2週間夏

8月中旬～9月上旬の3週間

2月下旬～3月下旬の3週間半

夏

春

夏

春

9月以降の4週間以上
サマースクール：7月上旬～8月下旬の3週間以上

2月～3月の2週間以上

夏

春
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