
募集締切 留学先
(国)

タイトル 概要 期間
(出発日 - 帰着日)

定員 担当教員 概算費用* 奨学金

1月10日
17時

オックスフォード
大学

(イギリス)

Archaeology and
indigenous studies at
University Oxford

オックスフォード大学を構成する39 カレッジの
一つウースター･カレッジの学寮に滞在し、北
海道大学とオックスフォード大学の教員によ
る考古学から見た人類史に関する講義を受
講する。講義や教員とのディカッションに加え
て、学内にあるボードリアン図書館やアシュモ
レアン博物館、ピットリーバス博物館のエクス
カーションを通じて人類文化の多様性を確認
する。

3/8 - 3/18 12

加藤 博文
教授

(アイヌ・先住
民研究セン

ター)

30万円
- 35万円

8万円

1月10日
17時

ジュネーブ大学
(スイス)

Footsteps of Dr Inazo
Nitobe, United Nations
and international
organizations in Geneva

WHOやILO、国連欧州本部などの国連機関、
欧州原子核研究機構 (CERN)や国際赤十字
社などの国際機関、各国大使館などが多く混
在する国際都市としてのジュネーブで特徴を
生かした講義やフィールド ワークを通じ、国
連の仕事や国際的な人道活動、国際連盟の
事務次長として活躍した新渡戸稲造の足跡を
訪ねる。

3/13 - 3/25 20

玉城 英彦
特任教授

(国際教育研
究センター)

35万円
程度

10万円

12月9日
17時

極東連邦大学
&

イルクーツク国
立大学
(ロシア)

Human history and
Russia-Japan historical
relation in Siberia

本プログラムでは、ロシア側のアジアへの開
発拠点であったイルクーツクとウラジオストッ
クにおいてシベリアへの人類の拡散から開拓
植民史、大黒屋光太夫に代表される日本人
漂流民やシベリア出兵に至るロシアと日本の
交流史を学ぶ。またチェーホフや榎本武揚、
鳥居龍蔵の残した旅行記の舞台を視察しま
す。北海道大学とロシア側の大学の教員によ
る講義やディスカッションに加えて、世界遺産
であるバイカル湖へのエクスカーションを通し
て生物と文化の多様性を学ぶ。

2/7 - 2/19 10

加藤 博文
教授

(アイヌ・先住
民研究セン

ター)

13万円
程度

7 万円

12月16日
17時

北東連邦大学
(ロシア)

Natural environment in
the Arctic zone

永久凍土の上にある世界最大都市ヤクーツ
クにおいて、北東連邦大学での講義 (環境、
永久凍土の利用、少数民族について)、河川
氷上の道路の見学、博物館、サハと少数民
族の伝統芸能見学、プレゼンテーション等を
通してロシアの環境や地域文化等について
学ぶ。

3/3 - 3/11 5

杉本 敦子
教授

(北極域研
究センター)

10万円
程度

7万円

1月10日
17時

ブリティッシュ・
コロンビア大学

(カナダ)

Indigenous Pacific:
human ecology and
cultural landscape

先住民研究の中核拠点である UBC での講
義と体験プログラムを通して博物館学、考古
学、文化人類学などの観点から、環北太平洋
における先住民社会の歴史と現代的課題に
ついて理解を深める。

3/21 - 3/31 10

近藤　祉秋
助教

(アイヌ・先住
民研究セン

ター)

25万円
程度

8万円

1月10日
17時

オレゴン州立大
学

(アメリカ)

Sustainability science
of global ecosystem -
biodiversity, ecosystem
service, and resilience

地球生態学入門。生物多様性、生態系サー
ビスおよび生態系レジリエンスに関する講
義，実習および実験から生態系の持続可能
な保全について学ぶ。さらにアメリカ合衆国と
オレゴン州の歴史と文化を地理学的視点も含
め学ぶ。フィールド ワークとして国立公園
John Day Fossil Beds，New Portおよび
OHRCで実習する。

3/13 - 3/25 15

帰山 雅秀
特任教授

(国際教育研
究センター)

22万円
程度

8万円

1月10日
17時

オークランド大
学

(ニュージーラン
ド)

Biomedical engineering
and mechanical
engineering

ニュージーランド最大の都市オークランドにあ
るオークランド大学において、バイオエンジニ
アリングやバイオマテリアルを中心とした講義
および実習で構成されたプログラムを体験す
る。オークランド大学はニュージーランドで教
育・研究において１位にランクされている。現
地の学生と講義・実習を共有することで英語
力を磨きながら交流を深める。週末には
フィールドビジットも予定している。

3/5 - 3/16
(予定)

10
大橋 俊朗

教授
(工学部)

25万円
- 35万円

7万円

12月9日
17時

台北医学大学
(台湾)

History and culture of
Taiwan and the
essentials of health
sciences

台湾での看護ケアに関する講義、病院・施設
見学、臨地看護実習の参加を通じて、台湾の
医療・看護の特徴について学ぶ。また、日本
における看護制度・看護教育についてプレゼ
ンテーションを行い、現地の教員・学生との
ディスカッションを予定している。

3/12 - 3/25 5

佐藤 三穂
講師

(大学院保健
科学研究院)

15万円
程度

6万円

1月10日
17時

ペラデニヤ大学
(スリランカ)

Peace, conflict studies,
Buddhism and other
religions in Sri Lanka -
multicultural
interractions among
locals, domestic and
international students
through formal lectures
and field works

スリランカは北海道の面積の約8割 (人口約
2,096 万人) のインド洋に浮かぶ島国である
が、8つの世界遺産を擁する多言語、他宗教
国家である。その歴史と文化を紐解き、国際
性のあり方を学ぶ。これまで豊富な実績を持
つペラデニヤ大学国際協力支援学生グルー
プと共同でプログラムを実施することにより、
地元の住民およびペラデニヤ大学生らとの交
流が広がり、より多面的な異文化交流ができ
る。

3/1-3/12 20

玉城 英彦
特任教授

(国際教育研
究センター)

15万円
- 20万円

6万円

〔平成 28 年度後期集中〕 短期留学スペシャル プログラム
2016/12/20 現在

*概算費用には航空運賃、滞在費および食費が含まれます。海外留学保険料 (必須)、学研災保険料 (必須)、その他個人的な支出は概算金額に含まれていません。


