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　近年、目覚ましい経済成長と市場の拡大が進むアジア諸国への注目は増しており、世界規模での企業の
進出が活発化しています。その中でも、インドネシア・タイなどの東南アジア諸国は、天然資源が豊富な
だけでなく、消費者の潜在的な消費意欲も高く、様々なビジネスの機会が考えられ、世界中の企業から大きな
注目を浴びています。また、各種インフラ整備がまだ十分といえない東南アジア諸国では、日本の技術力を
活用できる機会も多くあります。

　その一方で、東南アジア諸国では、国ごとに宗教・文化・習慣の違いがあり、国の政情や政権が一転する
リスクが懸念されています。ゆえに、英語力に加え、アジアの文化や風習を理解し、グローバルな感性と
専門知識を兼ね備えた有望な人材を企業は求めているのです。

　このプログラムは、大学院在学中（特に、修士課程在籍中）に、本学にて基礎科目を履修の上、北海道で
開催されるサマースクールおよびインドネシアやタイの大学で開催されるスプリングスクールへ参加する
学生を対象としています。また、サマースクールおよびスプリングスクールへ参加の後、数か月から半年
程度、インドネシアやタイの協定校に留学したい学生の参加も歓迎します。

　なお、すべての科目は英語で開講されるため、本プログラム受講者は、英語の講義を理解しディス
カッションができ、レポートを作成できる能力が求められます。ただし、現時点で多少英語能力に不安が
あっても、英語による講義を概ね理解することができるのであれば、科目を受講している間に英語力が
徐々に向上していきますので、安心して受講してください。
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プログラム
協 定 校

使 用言 語 英語（講義、レポート作成、講義内でのディスカッション等）

大学院生あるいは大学院に進学予定の学部４年　※秋以降に進学確定か確認対 象 者

●ガジャマダ大学
●バンドン工科大学
●ボゴール農業大学

インドネシア ●カセサート大学
●チュラロンコン大学
●タマサート大学
●マヒドン大学

タイ

さ
ら
な
る

貧困

負の連環
都市化の促進
資源の枯渇

環境への悪影響

食料問題の助長
衛生状態の悪化

Activities 活動
Resources 資源
Environments 環境

Populations 人口
都市部の人口増加

Populations（人口）、Activities（人間の活動）、Resources（資
源）、Environments（環境）を指します。

世界の人口増加は、貧困層において起こっています。PAREの負の
連環は、貧困層の人口増加が都市化を促進し、人間活動の増加が
資源の枯渇、環境への負荷を引き起こし、さらに食料問題を助長
し、衛生状態の悪化を招き、さらなる貧困層を作り出すという形で
進んでいます。

本プログラムの目的は、このPAREの負の連環を正に転換させる
力（フィールド研究力、多様性容認力、開拓力、課題解決力）をもっ
た人材を育成することです。

PAREとは？

食料・栄養問題の改善と向上に資する人材

化石資源使用の適正化に資する人材

都市と農村の適正化に資する人材

環境問題の監視と改善に資する人材

学際的研究のための
異分野専門家ネットワーク
学際的研究のための

異分野専門家ネットワーク

PAREの連環の課題は、「食料・栄養問題の改善と向上」「都市と
農村の適正化」「資源使用の適正化」「環境問題の監視と改善」
など、多岐にわたっています。そのためPARE課題の解決には、
学際的なアプローチ(Interdisciplinary approach)が必要
となってきます。

PAREプログラムでは、単に分野横断的な教育を提供するだけ
でなく、国・文化・専門分野の異なる学生とグループで一つの課
題に取り組むという環境を提供することで、学際的な視野と能
力を身につけた人材を育成します。そして、この人材は、個人単
位ではなく、グループ単位で育成されます。つまり、このプログ
ラムを通じ、将来の学際的研究のネットワークが形成されるので
す。こうして育成された人材は、将来、政府、国際機関、企業等で
働き、日本の高い技術力とASEANの豊富な環境資源を結びつ
け、最適な資源利用を図るために、協力して問題解決にあたって
いくと期待します。

PAREの人材育成
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PAREプログラムは、「人口(Populat ions)」「活動(Act iv i t ies)」「資源
(Resources)」「環境(Environments)」に関連する様々な問題を解決し、
アジアの発展に主導的な役割を果たすことができるフロンティア人材の
育成のため、北海道大学とインドネシア・タイの協定校が、大学院教育
コンソーシアムを設立し、協働して実施しているプログラムです。



農学研究院

井上 京教授

PARE企画実施専門委員会委員

PAREプログラム　担当教員紹介 PARE基礎論担当教員

PAREプログラム企画実施専門委員会委員

水産科学研究院

バウアジョン リチャード准教授

PARE企画実施専門委員会委員

2014年度サマー・サブリーダー
2015年度スプリング・リーダー
2018年度スプリング・サブリーダー
2018年度サマー・サブリーダー
2019年度サマー・サブリーダー

農学研究院

小池 聡准教授

PARE企画実施専門委員会委員

2017年度 スプリング・サブリーダー
2018年度 サマー・サブリーダー
2019年度 スプリング・リーダー

農学研究院

松島 肇講師

PARE企画実施専門委員会委員

2014年度 スプリング・リーダー
2018年度 サマー・サブリーダー
2019年度 サマー・リーダー
2019年度 スプリング・サブリーダー

工学研究院

武田 量助教

PARE企画実施専門委員会委員

2016年度 スプリング・リーダー
2018年度 サマー・リーダー

工学研究院

五十嵐 敏文教授

PARE学内運営委員会委員
PARE企画実施専門委員会委員

地球環境科学研究院

根岸 淳二郎准教授

PARE企画実施専門委員会委員
サマースクール・スプリングスクール
科目責任教員
2015年度サマー・サブリーダー
2015年度スプリング・サブリーダー
2016年度サマー・リーダー
2017年度サマー・サブリーダー
2018年度スプリング・サブリーダー
2020年度スプリング・リーダー

工学研究院

大竹 翼准教授

PARE企画実施専門委員会委員

2014年度スプリング・サブリーダー
2015年度サマー・リーダー
2018年度スプリング・リーダー
2019年度サマー・サブリーダー
2019年度スプリング・サブリーダー
2020年度スプリング・サブリーダー

地球環境科学研究院
根岸 淳二郎准教授

農学研究院
信濃 卓郎教授

農学研究院
井上 京教授

地球環境科学研究院
沖野 龍文教授

地球環境科学研究院
神谷 裕一教授

基礎論Ⅰ

農学研究院
小林 泰男教授

水産科学研究院
John Richard Bower准教授

水産科学研究院
都木 靖彰教授

農学研究院
近藤 巧教授

農学研究院
松浦 英幸教授

基礎論Ⅱ

工学研究院
泉 典洋教授

工学研究院
岸 邦宏准教授

工学研究院
五十嵐 敏文教授

工学研究院
藤田 修教授

工学研究院
東條 安匡准教授

基礎論Ⅲ

地球環境科学研究院
藤井 賢彦准教授

Chiang Mai University
Dr.Alice Sharp

文学研究院
笹岡 正俊准教授

岡山大学

生方 史数教授
Gadjah Mada University

Dr.Roto
University of Reading
Dr.Henny Osbahr

基礎論Ⅳ
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１．履修プラン、期間および定員

２．履修資格　

※コロナ禍の状況によりプログラム内容、スケジュール等変更の可能性あり

履修コースと期間

(1)　「PAREショートプログラム修了証取得プラン」  2021年8月～2022年3月
(2)　「PARE共同修了証取得プラン」  2021年7月～2022年3月
(3)　「PAREインターンシップ修了証取得プラン」（日本人学生限定）  2021年7月～2022年3月（最長7ヶ月）

定　員

(1)　「PAREショートプログラム修了証取得プラン」 サマースクール15名程度　スプリングスクール20名程度
(2)　「PARE共同修了証取得プラン」 若干名
(3)　「PAREインターンシップ修了証取得プラン」（日本人学生限定） 若干名

(1)　2021年4月時点で、北海道大学の修士課程に在籍しているもの。もしくは学部4年生で進学予定のもの。
(2)　PARE（人口・活動・資源・環境）課題に興味を持ち、将来PARE課題の解決に貢献する意欲のあるもの。
　　 あるいは、PARE課題に関連する分野の研究を行っているもので、フィールドワークに興味のあるもの。
(3)　学業成績が優秀であり、原則、選考時の前年度の成績評価係数（GPA）が2.3/3.0以上であること。
　　 【参考：JASSO奨学金支給資格要件】
　　 ※在籍大学等における選考時の前年度の成績評価係数が2.30（3.00満点）であること
　　 ※前年度の成績がない場合は、選考時の前学期分の成績から算出するものとする
　　 ※成績評価係数で表すことができない場合は、別に定める様式に、特に成績が優秀であり、成績評価係数2.30
　　　 相当以上であるとする理由を明記する
(4)　科目の受講に十分な英語能力を有していると認められるもの（英語能力については、下記の目安を参照）。
　　 1)　英検準1級
　　 2)　TOEIC：740
　　 3)　TOEFL(ITP・PBT/iBT/CBT) ： 550/80/213
　　 4)　IELTS： 5.5
　　 ※上記証明書がない場合、英語能力に関し指導教員の推薦書が必要

【成績評価係数の算出方法】GPAの計算方法
下記の表により、「成績評価ポイント」に換算し、計算式に当てはめて算出（小数点第３位を四捨五入）

{(「評価ポイント３の単位数」×３)＋(「評価ポイント２の単位数」×２)＋
(「評価ポイント１の単位数」×１)＋(「評価ポイント０の単位数」×０) }／総登録単位数 
※履修した授業について単位制を採らない場合は、科目数を全て単位数に置き換えて算出すること。

成績評価

4段階評価(パターン1)

4段階評価(パターン2)

4段階評価(パターン3)

5段階評価(パターン4)

5段階評価(パターン5)

5段階評価(パターン6)

成績評価ポイント 

ー

ー

ー

100～90点

Ｓ

Ａ

3

優 

Ａ

100～80点

89～80点 

Ａ

Ｂ

3

良

Ｂ

79～70点

79～70点 

Ｂ

Ｃ

２

可

Ｃ

69～60点

69～60点 

Ｃ

Ｄ

１

不可

Ｆ 

59点以下 

59点以下 

Ｆ

Ｆ

0

計算式

３．授業科目と使用言語

授 業 科 目

PAREプログラムのカリキュラムは、以下の３つから構成されます。

　「基礎科目」には、選択必修科目である「PARE基礎論」と、必修科目である「PAREショートプログラム」があります。「PARE
基礎論」では、PARE課題を解決するための分野横断的な基礎知識を身につけます。「PAREショートプログラム」では、国・
大学・分野が異なるメンバーと共に、PAREに関するテーマに取り組みます。すべての科目は英語で行われ、科目受講後は、
英語によるグループ討論ができ、異なる文化背景を持つ主張を理解し、英語での課題解決の提案能力を獲得することができ
ます。なお、これらの「基礎科目」は、本学の大学院共通講義として開講されており、単位の取得が可能です。

　「発展科目」「専門科目」はインドネシアやタイの協定校で開講している科目で、これらの科目は、協定校に数ヶ月から
１年間留学して履修します。PAREに関連するテーマ、課題の講義を英語で受講することにより、PARE課題を解決する
ために必要な専門分野に関する知識や理解を深めることができると同時に、英語力が更に磨かれ、留学先の言語で初歩的な
コミュニケーションがとれるようになることが期待されます。留学先の大学で取得した単位は、所定の手続きを経ることに
よって本学の単位として認められます。

　条件や手続きの方法については、所属部局で異なる場合がありますので、各部局の教務担当部署に確認してください。

※状況によりオンラインでの実施(すべて、または一部)となります。また、単位数も変更となる可能性があります。

基礎科目 発展科目 専門科目
PARE基礎論および

PAREショートプログラム 協定校で開講
協定校で開講

※大学院共通授業科目として開講
※大学院共通授業科目として開講される
　「PAREインターンシップ」を含む。

 

基礎科目

PARE基礎論Ⅰ 15時間以上 1単位

1単位

1単位

1単位

2単位

2単位

1単位

15時間以上

15時間以上

15時間以上

30時間以上

科目により異なる

60時間以上

科目により異なる

講義15時間＋
実習30時間以上

PARE基礎論Ⅱ

PARE基礎論Ⅲ

PARE基礎論Ⅳ

PARE基礎論
（選択必修科目）

PAREショートプログラム
（必修科目）

サマー／スプリング

PARE発展科目 PARE発展科目（協定校で開講）

PAREインターンシップ

PARE専門科目（協定校で開講）
PARE専門科目

PARE実習
（講義＋フィールドワーク）

PARE演習

※PAREショートプログラム　PARE実習Ⅰ・演習Ⅰ：サマースクール
　　　　　　　　　　　　　PARE実習Ⅱ・演習Ⅱ：スプリングスクール

使 用 言 語 英　語

募集要項（2021年度）第１章
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（2）　PARE共同修了証取得プラン

授業科目

PARE基礎科目

「PARE基礎論」
（選択必修科目）

授業科目名 単位数

各1単位

2単位

修了要件

2単位以上

3単位
1単位

選択科目：
2単位以上

合計 7単位以上
+最終報告 80／100点以上

「PARE基礎論Ⅰ」
「PARE基礎論Ⅱ」
「PARE基礎論Ⅲ」
「PARE基礎論Ⅳ」

「PARE実習」Ⅰ・Ⅱ

「PARE演習」Ⅰ・Ⅱ

「PAREショートプログラム」
PAREサマースクール　または
PAREスプリングスクール
（必修科目）

PARE発展科目
PARE専門科目

※「PAREショートプログラム」の受講前に、必ず「PARE基礎論」を１科目以上受講してください。
※PARE発展科目およびPARE専門科目は、原則として「PAREショートプログラム」受講後に受講してください。

■　以下の科目を含み、合計７単位以上を取得すること。
　　①PARE基礎科目：５単位以上（選択必修科目２単位以上＋必修科目３単位）
　　②PARE協定校で開講されるPARE発展科目・専門科目（選択科目）：２単位以上
■　上記に加え、最終報告において、100点満点中80点以上の成績を得ること。

授業科目

PARE基礎科目

「PARE基礎論」
（選択必修科目）

授業科目名 単位数

各1単位

2単位

修了要件

2単位以上

3単位
1単位

2単位
合計 7単位以上

「PARE基礎論Ⅰ」
「PARE基礎論Ⅱ」
「PARE基礎論Ⅲ」
「PARE基礎論Ⅳ」

「PARE実習」Ⅰ・Ⅱ

「PARE演習」Ⅰ・Ⅱ

「PAREショートプログラム」
PAREサマースクール　または
PAREスプリングスクール
（必修科目）

PARE専門科目 「PAREインターンシップ」

（3）　PAREインターンシップ修了証取得プラン（日本人学生限定）

※「PAREインターンシップ」の受講前に、原則として「PARE基礎論」を１科目以上受講することが望ましい。

４．修了要件と修了証

修 了 要 件

（1）　PAREショートプログラム修了証取得プラン

授業科目

PARE基礎科目

「PARE基礎論」
（選択必修科目）

授業科目名 単位数

各1単位

2単位

修了要件

1単位以上

3単位
1単位

合計 4単位以上

「PARE基礎論Ⅰ」
「PARE基礎論Ⅱ」
「PARE基礎論Ⅲ」
「PARE基礎論Ⅳ」

「PARE実習」Ⅰ・Ⅱ

「PARE演習」Ⅰ・Ⅱ

「PAREショートプログラム」
PAREサマースクール　または
PAREスプリングスクール
（必修科目）

※「PAREショートプログラム」の受講前に、原則として「PARE基礎論」を１科目以上受講することが望ましい。
　但し、学部４年生は先に実習・演習のサマー／スプリングスクールに参加、翌年度進学後に基礎論を受講。
※「PAREショートプログラム」のサマースクールはⅠ（１学期）、スプリングスクールはⅡ（２学期）を履修登録。
　 但し、学部４年生は翌年度進学後に履修登録。

５．履修までのスケジュールと履修方法

履修までのスケジュール

履修方法

本プログラムの履修を希望する場合は、各自所属部局で、当該科目の履修登録を行ってください。以下の書類をそろえ、
所属部局の教務担当窓口に提出してください。受講希望者多数の場合は、英語能力、成績を考慮の上、受講者を決定し
ます。後日、セントラルオフィスから、申請者宛にメールで受講の可否を通知します。
〇PAREプログラム登録申請フォーム（ホームページhttp://pare.oia .hokudai .ac .jp/ からダウンロード）

（1）PAREショートプログラム修了証取得プラン
■応募用紙（様式はホームページからダウンロード）
　様式１：PAREプログラム申込用紙
　様式２：科目履修計画（1ページのみ記入）
　様式３：Assessment Sheet (Pre -Assessment及びSelf -set target achievementsを記載のうえ提出)
■パスポートのコピー（スプリングスクール応募者）
■学生証のコピー（白黒可）
■前年度１年間の成績証明書（コピー可）※前年度がない場合は、選考時の前学期分の成績から算出するものとする
■英語能力に関する証明書（コピー）※証明書のコピーがある場合も、６．（a）をチェックの上、６．（b）の指導教員から
　の推薦文は必要（様式１に記載欄有）
■顔写真（３ｘ４ｃｍ）×１枚（正面、カラー、無背景、６ヶ月以内に撮影）画像可

（2）PARE共同修了証取得プランおよびPAREインターンシップ修了証取得プラン（日本人学生限定）
■応募用紙（様式はホームページからダウンロード）
　様式１：PAREプログラム申込用紙
　様式２：科目履修計画（研究計画書あるいはインターンシップ計画書含む）
　様式３：Assessment Sheet (Pre -Assessment及びSelf -set target achievementsを記載のうえ提出)
■パスポートのコピー
■学生証のコピー（白黒可）
■学部の成績証明書（コピー可）
■前年度１年間の成績証明書（修士課程は原本）
■英語能力に関する証明書（コピー）※証明書のコピーがある場合も、６．（a）をチェックの上、６．（b）の指導教員から
　の推薦文必要（様式１に記載欄有）
■顔写真（３ｘ４ｃｍ）×１枚（正面、カラー、無背景、６ヶ月以内に撮影）画像可

修 了 証

上記のプランを修了した学生には、それぞれのプログラムの修了証を授与します。

※コロナ禍の状況によりプログラム内容、スケジュール等変更の可能性あり

2021年度

1次募集

履修説明会 令和3年4月下旬　場所：学生交流ステーション２F大会議室

履修申請期間 未定

履修者決定 令和3年5月下旬

2次募集

履修申請期間 令和3年10月～11月頃

履修者決定 令和3年12月頃
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2021年度PARE授業科目第2章

（１）PARE基礎論：選択必修科目

各所属部局の履修期間内に、当該科目の履修登録を行ってください。函館キャンパスに在籍する学生は、TV会議シス
テム（ポリコム）を通じて科目を受講できます。

　「PARE基礎論（I～IV）」は、将来、研究者、技術者
として資源環境の持続的利用に従事するために、
これまでの諸資源（Re s o u r c e s）の利用に伴う
環境（Environments）問題、人口（Popula t ions）
及び生産・消費活動（Ac t i v i t i e s）の増加といった
社会問題との連環、その改善、監視に資する技術と
その適用効果を理解し、グループで問題解決に取り
組む姿勢を身に着けることを目的に、幅広い分野の
知識を学べるように開講されています。
　PAREの連環に関するテーマごとにⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの
４つの科目を開講しています。基礎論Ⅰは人間の
活動と環境負荷（農学、環境科学）、基礎論Ⅱは

食料・環境・健康の連環（農学、水産科学）、基礎
論Ⅲは資源の開発と管理（工学、情報科学）、基礎
論Ⅳは持続可能な開発への強靭性（全学）をテーマに、
学内外の教員21名により講義が提供されています。
　各科目５～６回の集中講義となり、それぞれが講義、
グループディスカッション、グループ発表+レポート
提出で構成されています。
　e -ラーニング教材の配信により、すべての学生
は、授業の前に講義を繰り返し聞くことができま
す。教室ではグループディスカッションと発表を主
に行う、アクティブ・ラーニング手法が取り入れられ
ています。

PARE基礎論Ⅰ～Ⅳ

講義名
（大学院共通授業科目） テーマ

「PARE基礎論Ⅰ
ー人口・活動・資源・
環境の連環」

「PARE基礎論Ⅱ
ー人口・活動・資源・
環境の連環」

「PARE基礎論Ⅲ
ー人口・活動・資源・
環境の連環」

「PARE基礎論Ⅳ
ー人口・活動・資源・
環境の連環」

人間の活動と
環境負荷

食料、環境、
健康の連環

資源の開発と管理

持続可能な
開発に向けて：
強靭化と転換

2021年7月5日、
7日､9日､12日､14日

（計5回）

2021年7月5日、
7日､9日､12日､14日

（計5回）

2021年7月5日、
7日､9日､12日､14日

（計5回）

2021年8月25日、
26日､27日（計6回）

オンライン

14:45～16:15

16:30～18:00

10:30～12:00

10:30～12:00
14:45～16:15

未定

未定

未定

未定

各講義の受講
前に学内システ
ム（ELMS）上に
掲載される講義
を事前に受講す

ること

日程 時間 開講場所 備考

●事前オリエンテーション、帰国後報告会に必ず参加してください。

注意事項

●受講希望者多数の場合は、英語能力、成績を考慮の上、受講者を決定します。

●渡航前に学生教育研究災害障害保険（学研災）および付帯海学に加入してください。
　  〇学研災詳細（ht tp : //www.jees .o r.jp/gakkensa i /）
　  〇付帯海学詳細（ht tp : //jees .o r.jp/gakkensa i / f u ta i ka i gaku . h tm）

※PAREショートプログラムでは、開講場所までの交通費の他、参加費（交通費、宿泊費、教材費など）として、サマー
スクール２万円、スプリングスクール４万円の負担が必要となります（奨学金による支援あり）。なお、スプリングスクール
での航空券や現地交通費、スクール期間の飲食代などの個人的な消費にかかる費用は、スケジュール上に記載されて
いる場合を除き、参加費用には含まれません。

※「PAREスプリングスクール」の後、「PAREインターンシップ（20日以上）」を行う場合には、2か月分の奨学金及び
渡航費の全額支給の支援が受けられます。インターンシップは、協定校の関連教員の研究室で実施中の研究活動の
サポートをする、研究活動を共同で実施することやフィールド調査を行うこと等を想定しています。

※コロナ禍の状況によりプログラム内容、スケジュール等変更の可能性あり

（２）PAREショートプログラム：必修科目（３単位）

講義名
（大学院共通授業科目） テーマ

「PARE演習Ⅰ・Ⅱ
ー人口・活動・資源・
環境の連環」

「PARE実習Ⅰ・Ⅱ
ー人口・活動・資源・
環境の連環」

PAREの連環：
土地，水，食料，エネルギーの

持続的利用と管理

2021年
8月30日～9月10日

12日間

2022年
2月中旬

11日間（予定）

北海道

インドネシア

15名程度

25名程度

別名
「サマースクール

2021」

別名
「スプリング
スクール2022」

日程 開講地 定員 備考

年 2 回 開 講

PAREショートプログラム
PARE実習I・PARE演習I（PAREサマースクール）

「PAREサマースクール」は、大学院共通授業科目「PARE実習 I」「PAR E演習 I」として開講しています。
３単位の取得が可能です。本学において座学を受講するほか、十勝地方へのフィールド調査も行います。
国・大学・分野が異なる仲間とグループを組み、協働でPAR Eに関するテーマに取り組みます。「講義」
「フィールドワーク」「グループディスカッション」「プレゼンテーション」＋レポート提出が含まれています。

PARE実習II・PARE演習II（PAREスプリングスクール）

「PAREスプリングスクール」は、大学院共通授業科目「PARE実習II」「PARE演習II」として開講しています。
３単位の取得が可能です。インドネシアのPARE協定校において座学を受講するほか、様々なフィールド調査・
現地施設の視察も行います。
今年度より、「PAREスプリングスクール」受講後、それぞれの専門分野にかかるインターンシップ研修（協定校
関連教員の研究室における研究活動支援・共同研究活動作業やフィールド調査実施等）を行う「PAREイン
ターンシップ修了証取得プラン」と組み合わせて受講することが推奨されています。

※コロナ禍の状況によりプログラム内容、スケジュール等変更の可能性あり
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PAREプログラムによる学生支援第3章

今後PAREホームページ (ht tp://pare.oia .hokudai .ac .jp/)に順次掲載していく予定です。
詳細は、各大学のリエゾンオフィスにお問い合わせください。以下は、受講できる科目の一例です。

２．PARE専門科目・発展科目（選択科目）

カセサート大学
（タイ）

● Genetic Engineering for Agriculture, Industry and Environment  3credits

● Seminar  1credit

● Special Problems  3credits

ガジャマダ大学
（インドネシア）

● Transport and Environmental Planning 

● Transport Infrastructure Management 

● Transport Safety

チュラロンコン大学
（タイ）

● Transportation Planning and Policy

● Transport Project Evaluation

● Intelligent Transportation Systems

バンドン工科大学
（インドネシア）

● Basic of Thermal Engineering  3credits

● Advanced Fluid Machinery  3credits

● Solar Energy 3credits

● New and Renewable Energy 3credits

● Geothermal Utilization 3credits 

ボゴール農業大学
（インドネシア）

● Tropical Soils  3credits

● Regional Geobiophysic  3credits

タマサート大学
（タイ）

● Special Topic in Smart Grid Technology  3credits

● Computer-Aided Engineering  3credits

● Special Topic in Electrical Engineering 

　 (Data Communication and Network Design)  3credits

● Decision Making and Optimization  3credits

● Inspection, Maintenance, and Retrofit of Concrete Structures  3credits

（共通）PAREインターンシップ（２単位）

PARE専門科目、PARE発展科目受講のため海外の協定校に渡航する場
合、別途所属部局にて「留学」の手続きが必要になります。また、帰国後
に受入大学で発行される成績証明書のコピーをPAREセントラルオフィ
スに提出してください。

３．PAREインターンシップ科目（選択科目）

大学院共通授業科目 PAREインターンシップ（２単位）

１．奨学金

２．査証（ビザ）取得支援
PARE発展科目・専門科目の受講のためインドネシア・タイに渡航する場
合、受入大学の入学許可証を取得後、留学先の国に入国するために必要な
査証（ビザ）を取得してください。なお、留学にあたっては、留学先の国に
おいて「留学」の在留資格を取得する必要があります。査証（ビザ）の取得に
必要な英文推薦状および英文身元保証書は、PAREセントラルオフィスで作
成します。査証の取得にかかる費用は、自己負担です。
なお、査証（ビザ）の取得に必要な書類は、各国の大使館または領事館の
ホームページなどを確認してください。

インドネシアに留学するためのビザを申請するには、ジャカルタ入国管
理局より「査証発給許可」を受ける必要があります。受入大学から「入
学許可証」が発給されると、受入大学リエゾンオフィスが「査証発給許
可」取得のために必要な手続きを支援します。「査証発給許可」の取得
までには、2～３ヶ月程度必要です。この際、別途費用がかかる場合があ
ります。

資格・条件

■北海道大学に在籍していること。
■学業成績が優秀であり、原則、選考時の前年度の成績評価係数（GPA）が２．３/３．０以上であること。
　【参考：JASSO奨学金支給資格要件】
　※在籍大学等における選考時の前年度の成績評価係数が2.30（3.00満点）であること
　※前年度の成績がない場合は、選考時の前学期分の成績から算出するものとする
　※成績評価係数で表すことができない場合は、別に定める様式に、特に成績が優秀であり、成績評価係数2.30相当以上
　　であるとする理由を明記する
■経済的理由により、自費のみでの派遣プログラムへの参加が困難であること。
■派遣先大学等所在国・地域への派遣プログラム参加に必要な査証を確実に取得すること。
■派遣プログラム終了後、在籍大学等に戻り学業を継続する者又は在籍大学等の学位を取得すること。
■派遣プログラム参加にあたり、他団体等から派遣プログラム参加のための奨学金を受ける場合、他団体等からの奨学金の
　支給月額が本制度による支給金額を超えないこと。
　※団体等から奨学金を受ける場合、当該奨学金支給団体側においては、本制度の奨学金との併給を認めない場合がある
　　ので、当該団体に確認してください。 
■PAREプログラム・ショートプログラム（PAREサマースクール、PAREスプリングスクール）の日程に参加すること。
■PAREプログラムがプログラム修了後に開催する座談会等に参加すること。

※原則、渡航費は自己負担となりますが、当該年の事業予算状況により、
　渡航費を一部支援する可能性もあります。 

海外協定校で開講される
「ショートプログラム」あるいは「PARE発展科目」
「PARE専門科目（インターンシップ科目を含む）」

受講時

 奨学金の支給：月額７万円
奨学金は、毎月25日前後に、事前に登録
された口座に振り込まれます。

12 13



問い合わせ先第4章

１．PAREセントラルオフィス

２．提携校のリエゾンデスク

〒060-0815
北海道札幌市北区北１５条西８丁目北海道大学学生交流ステーション１F　学務部国際交流課内

担　当 正木・森
電話番号　 011-706 -8014/8013
FAX番号 011-706 -8037
メールアドレス pare@oia.hokudai .ac .jp
ホームページ ht tp://pare.oia .hokudai .ac .jp/

カセサート大学（タイ）
Kasetsart Univers ity

Dr. Suphachai Amkha
　  agrscak@ku.ac .th

Ms. Lal ida Masir i
　  fagrldm@nontri .ku.ac .th

チュラロンコン大学（タイ）
Chulalongkorn Univers ity

Ms.Nattakarn Chamsuwanwong
     Nat takarn.Pa@chula .ac .th

Ms. Pant ip Masatanang 
     Pantip.M@chula .ac .th

OIA Official email
     int .off@chula .ac .th

バンドン工科大学（インドネシア）
Inst itut Teknologi Bandung (ITB)

Dr. Iman Reksowardojo
　  imankr@gmail .com

Ms. Nia , Ms. Ciptani Si ta Permana
　  iro@itb.ac . id

マヒドン大学（タイ）
Mahidol Univers ity

Dr. Noppol Arunrat
　  noppol .aru@mahidol .ac .th

Dr. Allan Sri ratana Tabucanon
　  al lansriratana.tab@mahidol .ac .th

Mr. Parynya Chowwiwattanaporn
　  parynya.chw@mahidol .ac .th

ボゴール農業大学（インドネシア）
Inst itut Pertanian Bogor (IPB)

Dr. C . Hanny Wijaya
  　hazemi@indo.net . id

Ms. Fatmasari Si regar
　  fatmasari@apps. ipb.ac . id

ガジャマダ大学（インドネシア）
Univers itas Gadjah Mada (UGM)

Dr. Mudasir
　  Mudasir@ugm.ac . id

Ms. Dwi Hart in i
　  scholarship@ugm.ac . id
　  oia@ugm.ac . id
　  head-oia@ugm.ac . id

タマサート大学（タイ）
SIIT, Thammasat Univers ity

Dr. Sandhya Babel
　  sandhya@si it .tu .ac .th

Ms. Peechal ika Serts i r ikul
　  peechal ika@si i t .tu .ac .th
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