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TIME TABLE

春季海外短期語学研修（スプリングプログラム）

募集説明会

18:15-18:35
• 春季海外短期語学研修について
• 申込⼿続き
• スペイン語プログラム
• オンラインプログラム

18:35-19:05
• 英語プログラム説明

19:05-19:15
• 質疑応答

Introduction

春季海外短期語学研修（スプリングプログラム）

 春休みに協定校等が提供するプログラムを海外短期
語学研修として実施。語学や⽂化を学べる短期留学
プログラム。

 語学⼒向上、国際感覚を⾝につける、⻑期留学に向
けてのウォーミングアップになる。

 オンサイト（現地対⾯型）プログラムと、オンライ
ンプログラムの２つの形式で実施。

 プログラム参加資格 ①本学の正規課程に在籍中で
プログラム期間中に休学していない者。語学要件特
になし。 ②オンサイト参加の場合は、ワクチンを
３回以上接種している者。

 申請要件を満たせば単位履修・助成⾦申請が可能
（履修申請をしない場合でもプログラムに参加可）。
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オンサイト（現地対面型）プログラム

研修先
（国名）

研修先 プログラム名
研修予定期間

（出発日～帰着日）

アメリカ ポートランド
州⽴⼤学

English Through Sustainability 
& Service-Learning Program

2023/2/12(⽇)-3/4(⼟)
（約3週間）

カナダ ブリティッシュ・
コロンビア⼤学 Global Citizenship through English On Campus 2023/2/20(⽉)-3/19(⽇)

（4週間）

ニュージー
ランド オークランド⼤学 General English 2023/2/11(⼟)-3/11(⼟)

（4週間）

スペイン アルカラ⼤学
アルカリングア

2023年春季スペイン
語学研修

2023/2/18(⼟)-3/13(⽉)
（24⽇間）

オンラインプログラム

研修先
（国名）

研修先 プログラム名 研修予定期間

アメリカ ポートランド
州⽴⼤学 Remote Field Study Program 2023/2/27(⽉)-3/10 (⾦)

（2週間）
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2022年度春季海外短期語学研修
（北大スプリングプログラム）

募集説明会

申込手続き説明

学務部国際交流課派遣担当

申込手続き
申込書類はウェブサイトから⼊⼿！

北⼤⽣のための留学ガイド
▶海外短期語学研修申込ページ

英語圏
オンサイト

Googleフォーム
で申込

プログラム誓約書
⾃⼰申告書

オンライン申請
（委託業者へ）

スペイン語
オンサイト

Googleフォーム
で申込

プログラム誓約書
⾃⼰申告書

英語圏
オンライン

Googleフォーム
で申込

研修先⼤学に
直接申込

履修申請
（希望者）

履修申請書

助成金申請
（希望者）

助成⾦申請書
⼝座登録書 成績証明書 （奨学⾦申⽴書）

（留学計画）

申込〆切
11/12

申込〆切
11/30

申込〆切
12/15

申込〆切
12/15

申込〆切
12/15

オンサイト参加者のみ

5

6



2022/10/27

4

【全員】Googleフォームで申込

【オンサイトプログラム参加者】
・プログラム誓約書

（プログラム申込〜終了までの誓約事項）
・⾃⼰申告書（健康状態の確認）

【提出⽅法】
Googleフォーム⼊⼒
メール提出北海道大学への申込

研修先
（国名） 研修先 申込先

アメリカ ポートランド州⽴⼤学

㈱アイエスエイ（ISA）カナダ ブリティッシュ・
コロンビア⼤学

ニュージーランド オークランド⼤学

スペイン アルカラ⼤学
アルカリングア ㈱エイチ・アイ・エス（HIS)

【提出⽅法】
ISA： オンライン申請及びメール提出
HIS： 後⽇、申込者宛てに申込書類送付委託業者への申込

（オンサイト）
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研修先
（国名） 研修先 申込先

アメリカ ポートランド州⽴⼤学 個⼈でポートランド州⽴⼤学のウェブサイトにて申込

研修先大学への申込
（オンライン）

提出⽅法：フォーム⼊⼒

提出⽅法：メール提出履修申請

履修申請資格

申請する外国語の外国語演習（講義題⽬：海外短期語学研修）
の単位を修得（⾒込）していない者

英語演習 すべての学部⽣
（卒業年次は除く）

スペイン語演習 2年次以上の学部⽣
（卒業年次は除く）

取得単位 全学教育科⽬「外国語演習(講義題⽬：海外短期語学研修)」(2単位)
「令和4年度 外国語演習 (講義題⽬：海外短期語学研修)(第2学期) 申請要領」を参照

申請書類 履修申請書
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提出⽅法：メール提出助成金申請

助成⾦申請資格 履修申請者

⽀給⾦額
オンサイト ５万円

オンライン １万円

申請書類
オンサイト

北海道⼤学・ニトリ海外留学奨学⾦申請書
北海道⼤学海外短期語学研修助成⾦申請書

奨学⾦申⽴書
留学計画

⼝座振込申出書
成績証明書

オンライン 北海道⼤学海外短期語学研修助成⾦申請書
⼝座振込申出書

アメリカ カナダ ニュージーランド スペイン

ワクチン接種証明書 ◎ ✕ ✕ ✕

陰性証明書 ✕ ✕ ✕ ✕

備考 宣誓書が必要

2022/10/26時点

※感染拡⼤状況によって変更の可能性があります
※ワクチン接種証明は早めの⼊⼿をおすすめします

⽇本帰国時

ワクチン接種証明書 ◎ （３回接種している⽅）

陰性証明書 ✕ ３回接種していない⽅は必要（出国前72時間以内のPCR検査）

入国制限状況
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オリエンテーション
（参加必須）

内容 対象者 時期

ホームステイ
オリエンテーション

ホームステイをする上で⼤切なこと
ステイ先でのマナー

オークランド⼤学
ブリティッシュ・
コロンビア⼤学

参加者
1⽉下旬

危機管理
オリエンテーション

海外留学の⼼構え
⽇本の「常識」と海外の「常識」の違い

オンサイト
参加者

1⽉下旬
〜2⽉上旬

渡航前
オリエンテーション

渡航前の連絡
チャットツールでグループ作成
各グループのリーダーの決定

オンサイト
参加者

1⽉下旬
〜2⽉上旬

2022年度春季海外短期語学研修
（北大スプリングプログラム）

募集説明会

スペイン語プログラム

オンラインプログラム

学務部国際交流課派遣担当
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スペイン語学研修

期間 2023年2⽉18⽇(⼟)-3⽉13⽇(⽉)  24⽇間

研修地 スペイン・アルカラ（アルカラ⼤学）

宿泊 学⽣寮（１⼈部屋、または２⼈部屋）

費⽤ 〜約66万円※保険料別途
（⼈数によって下がる可能性あり）

アルカラ⼤学の付属スペイン語研修機関で
1⽇4時間（⽂法2時間、会話2時間）のレッスン
＋課外活動・観光
※プログラム期間中は

⽇本⼈スタッフ（アルカラ⼤学研修コーディネーター）が同⾏

スペイン語研修個別説明会

⽇時 2022年11⽉9⽇(⽔) 18:15〜19:00

実施⽅法 オンライン（Zoomにてライブ配信）

スピーカー アルカラ⼤学アルカリングア 宮坂 ⼀男⽒
研修コーディネーター⾃らご説明いただきます！

説明会申込⽅法 募集情報ページから申し込み

申込期限 2022年11⽉7⽇(⽉) 正午
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ポートランド州立大学 オンラインプログラム
Field Study

期間 2023/2/27(⽉)-3/10(⾦)（2週間）

授業 ⽉曜-⾦曜、8:15am-1:40pm
（昼11:30am-12:00am）

費⽤ $650（約11万円）

助成⾦ 1万円

＜内容＞
⽂法や書き⽅のルールではなく、流暢な発⾳や⾃然な会話の流れなどのス
キルに重点を置く。英語コミュニケーションクラス（流暢な発⾳や⾃然な
会話の流れなどのスキル）＋選択コンテンツ学習（①American Business
②Portland Pop Culture ③SDGs #1: American Volunteerismから選択）

• オンライン留学・語学レッスン
（ニュージーランド）オタゴ⼤学
（イギリス）ポーツマス⼤学
ドイツ語のオンラインコースも！
• オンサイトプログラム
（イギリス）オックスフォード⼤学
アメリカ／カナダのコースもあります

他にもインターンシップ・異⽂化体験のプログラムも！

北大生協 春休み留学プログラム

※海外短期語学研修として⾏われるプログラムではありません。
後⽇、プログラムに関する資料を「募集情報ページ」で公開します。
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北海道大学 留学プログラム
• 短期留学

海外短期語学研修
短期スペシャルプログラム
ラーニング・サテライト
グローバル・キャリア・デザイン
（ファースト・ステップ・プログラム＝FSP)
国際インターンシップ

• ⻑期留学
交換留学

▲冊⼦
「北⼤⽣のための留学ハンドブック」

▲ウェブサイト
「北⼤⽣のための留学ガイド」

プログラム情報 冊⼦「北⼤⽣のための留学ハンドブック」

最新情報
ウェブサイト「北⼤⽣のための留学ガイド」

メールマガジン「北⼤⽣のための留学情報Mail」

学務部国際交流課派遣担当 佐藤
（学⽣交流ステーション1階109室）
Mail:jryugaku@oia.hokudai.ac.jp 
TEL: 011-706-8054 

2022 夏季短期語学研修
参加者の留学体験記
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