授業で、
海外留学
体験！

JASSO
奨学金
受給対象
プログラム

◎全学教育科目

一般教育演習（フレッシュマンセミナー）

グローバル・キャリア・デザイン

［通称：ファースト・ステップ・プログラム（FSP）］

グローバル・キャリア・
デザイン
とは、
［通称：FSP］

1・2 年生対象（原則）の授業です。
全学教育科目で、正式名を「一般教育演習（フレッシュマンセミナー）：グローバル・
キャリア・デザイン」といい、短期の海外留学体験を提供する授業です。通
称「ファースト・ステップ・プログラム（FSP）」と呼んでいます。
準備授業（6 回程度）
・海外研修（2 週間程度）
・事後の授業（3 回程度）
で構成され、2 単位取得可能です。

海外留学体験できます。
海外の協定校での授業体験や学生交流、国際機関や国際的に展開する
企業の現場見学、関係者との対話などを行います。海外留学体験が少な
い学生が主な対象です。
今後のキャリアプランを作成して、在学中に交換留学、国際インターンシッ
プやボランティアなど、具体的な行動を促すことが目標です。

地域別のコースがあります。
これまでアジア（ラオス、シンガポール、タイ、ベトナム、中国）、欧州（フィ
ンランド、ドイツ、スウェーデン、英国、エストニア）、アフリカ（ザンビア）、
北米（米国）で実施。海外研修には、北海道大学の教職員が同行します。
詳細は HPまたは募集要項で確認してください。

費用がかかります。
海外研修にあたり費用負担が発生します。一定の要件を満たす場合、日
本学生支援機構（JASSO）の奨学金が受給できます。
詳細は HPまたは募集要項で確認してください。

応募資格
◎北海道大学に在籍する原則学部 1・2 年生
◎留学や国際協力、国際交流等に高い関心を持っており、在学中に交換留学、
国際インターンシップ、語学研修等の各種プログラムへの参加に関心がある学生
◎協定大学等での学生交流や英語での講義受講に必要な基本的な英語能力を有する学生
（TOEIC400 点、TOEFLiBT41 点、英検準 2 級以上の英語力を目安とします。参加申込時に英語能力を証明するスコア等の写しを提出していただきます。）

◎海外留学経験の少ない学生を優先します
◎準備授業（6 回程度）と事後の授業（3 回程度）に、原則全て参加できる学生

プログラムの基本構成（参加準備〜単位認定までの流れ）
前期

後期

4 月下旬

10 月下旬

説明会に参加
申請書類等をウェブサイトからダウンロード
申込書類提出
書類審査・面接審査

5 月初旬

11 月初旬

参加決定

6 月初旬

12 月初旬

6 月中旬
｜
7 月中旬

12 月中旬
｜
1 月中旬

8 月中旬
｜
9 月下旬

2 月中旬
｜
3 月下旬

海外研修中
｜
10 月下旬

海外研修中
｜
4 月下旬

2月

8月

［参加準備］

前回参加学生の「帰国報告会」
先輩の報告を聞いて、プログラムのイメージをつかむ

［参加決定後］
準備授業（6 回程度）
・全体オリエンテーション
・班活動オリエンテーション
・課題等説明

・異文化コミュニケーション
・訪問国事情、安全管理
・プレゼンテーション演習など

海外研修（2 週間程度）
・プレゼンテーション
・授業体験
・キャンパスツアー
・学生交流

協定校
訪問

企業・組織
訪問

・事業概要
・質疑応答
・現場見学

訪問国
調査活動

事後の授業（3 回程度）
・プログラム全体の振り返り
・今後のプランに係る討論
・帰国報告会など

成績評価・単位認定

コース例①

コース例②

Europe

Asia

長期留学する前に欧州へ

アジアで経済的にも
手軽に海外留学体験 !

北海道大学のオフィスがあり
ヨーロッパで日本からもっとも近いフィンランド。
交換留学先としても人気がある国です。
長期留学する前に、欧州を訪問して
欧州には様々な留学先があることを実感しましょう！

◎訪問協定大学（過去に訪問した協定校）

◎訪問企業・組織（過去の実績）

経済的にも地理的にも気軽に行けます。

［タイ］カセサート大学 ［シンガポール］シンガポール国立大学 ［ベトナム］
ベトナム国家大学ホーチミン校
◎訪問企業・組織（過去の実績）

［フィンランド］国連大学世界開発経済研究所（UNU-WIDER）
、フィンランド
気象庁、KONE ［ドイツ］富士通テクノロジーソリューションズ ［英国］三井
住友信託銀行、セコム、オックスフォード大学難民研究センター ［スウェーデ
ン］Komatsu Forest

輿水千幸さん

北海道と結びつきが強い地域です。

◎訪問協定大学（過去に訪問した協定校）

［フィンランド］ヘルシンキ大学 ［ドイツ］ルートヴィヒ・マクシミリアン大学
［英国］ロンドン大学‒SOAS（東洋アフリカ学院）［スウェーデン］ウメオ大学

（（（ 参加者の声 ）））

シンガポールやタイを含む東南アジアは、
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［タイ］トヨタ、FAO（国連食糧農業機関アジア太平洋地域事務所）、王室林
野局苗畑センター、北洋銀行、ツルハドラッグ ［シンガポール］日本航空シン
ガポール支店、Ngee Ann Polytechnic ［ベトナム］サッポロビール、在ホー
チミン日本国総領事館、チャンダイニア高校

（（（ 参加者の声 ）））
草野敦大さん

教育学部 2 年・新渡戸カレッジ生（参加時）

総合教育部 1 年（参加時）

私は FSPを通して、自分の生き方
への理想が具体化しました。FSP
で出会った方々は日々の仕事や学
びに誇りと充実感を感じているよう
に見えました。私もそのような生き
方ができるように、将来の選択をし
ていきたいです。

協定校訪問や訪問国調査活動の
際に、英語で言いたいことを伝え
られなくて悔しい思いをしました。
必要な英語力をつけたり、その国
の文化を理解したりすることが、今
後の留学や海外での勤務の際に
求められると実感しました。
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コース例③

コース例④

North America China
夢を持って北米体験！

躍動する国、中国を体験！

留学費用や語学力など、

四千年の歴史、14 億の人口、

求められる条件は高いものの

躍動する中国の息吹を

交換留学先として人気がある北米。

肌で感じとってみよう。

短期留学体験でその魅力を探ってみましょう！

◎訪問協定大学（過去に訪問した協定校）

◎訪問協定大学（過去に訪問した協定校）

［米国］ポートランド州立大学、マサチューセッツ大学アマースト校
◎訪問企業・組織（過去の実績）

◎訪問企業・組織（過去の実績）

［米国］マサチューセッツ総合病院、EPSON Portland Inc.、ポートランド市開
発局、日系レガシーセンター、ポートランド日本語継承校、Morgan Stanley、
TOKアメリカ本社、グラント高校

（（（ 参加者の声 ）））
並木飛鳥さん

北京師範大学、復旦大学、浙江大学
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JICA 中国、日立中国有限公司、株式会社大福蘇州工場、国際交流基金、上
海旭通広告有限公司

（（（ 参加者の声 ）））
菅原有紗さん

総合教育部 1 年・新渡戸カレッジ生（参加時）

文学部 2 年（参加時）

企業や協定校訪問でアメリカで活
躍している方々から挑戦することの
大 切さを 教えていただきました。
FSP ではたくさんの挑戦の機会が
目の前に多くあるので、実践を繰り
返す事で今まで以上にチャレンジ
精神が成長したと思います。

中国語を学習したことを機に、ずっ
と中国に関心を持っていたので、
FSP 中国に参加を決めました。企
業訪問で、海外で働くビジョンを
具体化し、中国社会を観察するこ
とで、中国の良さと日本の当たり前
を見直す発見をしたいです。
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◎全学教育科目 一般教育演習（フレッシュマンセミナー）

グローバル・キャリア・デザイン
［通称：ファースト・ステップ・プログラム（FSP）］

お問い合わせ先
国際連携機構 国際オフィサー室
（国際部国際交流課）

tel: 011-706-8032 / 011-706-8040
mail: ambitious@oia.hokudai.ac.jp

Facebook
https://www.facebook.com/1ststepprogram
Website
https://www.oia.hokudai.ac.jp/be_global/prospective-students/

