
1 
 

令和 4 年度北海道外国人留学生国際交流支援事業について 

 

北海道国際交流・協力総合センター（HIECC）では、留学生サポーターとして登録し、SNS

による北海道の魅力を発信できる留学生を募集しています。帯広畜産大学からは 2 名の推

薦となります。 

 

留学生サポーター活動期間と助成額 

活動期間：20２2 年 10 月～2022 年 2 月 

助 成 額： 50,000 円 

 

（１）受給資格 

ア.  20２2 年 5 月 1 日現在、帯広畜産大学に在籍している学部・大学院生で、かつ、

2023 年 3 月まで引き続き在籍予定であること。（研究生は対象外） 

イ. 「留学生サポーター」として登録し、SNS による北海道の魅力発信活動（月２回）が 

   行える者 

 

（２）受給者基準 

ア． 地域の国際交流事業に積極的に参加する意欲がある者 

イ． 自国と北海道の親善、相互理解の促進に活躍が期待される者 

ウ． 北海道の文化、歴史等に興味を持ち、北海道に対する理解を深めるための活動を行っ

ている者. 

エ． 「留学生サポーター」として、在学中及び帰国後も北海道の国際化に貢献できる者 

 

（３） 提出書類 

- 作文。テーマは「北海道の魅力」「発信したい内容」「卒業後の北海道との関わり」（日本

語 600～800 字程度） 

- 振込先口座の通帳コピー 

- 在留カードのコピー（両面） 

- 成績表 (前年度)  

 

提出先 

学生支援課留学生係 

 

提出期限 

20２2 年 9 月 28 日（水）17: 00 まで （期日厳守） 
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Hokkaido International Exchange and Cooperation Center 
 International Exchange Support Grant  

 
Hokkaido International Exchange and Cooperation Center (HIECC) is recruiting 
international students who can be registered as a“International Student Supporter”and 
spread the appeal of Hokkaido through SNS . 2 students will be recommended from Obihiro 
University. 
 
Duration of “International Student Supporter”and Grant 
Duration: 2022 October to 2023 February 
Amount: 50,000 yen (Only for one time)  
 
(1) Eligibility  
In order to be eligible, you must 
a) Be an undergraduate or graduate student as of May 2022, and have a plan to study until 

2023 March in Obihiro University. (Research student is not applicable) 
b) Be ready to register in “International Student Supporter” and willing to spread the appeal 

of Hokkaido through SNS twice a month. 
(2) Selection Criteria 
a)  Be willing to actively participate in local international exchange projects. 
b)  Be interested in promoting mutual understanding and friendship between Japan and 

your county. 
c) Be interested in culture and history of Hokkaido, and try to deepen the understanding of 

Hokkaido. 
d) Be able to contribute to the internationalization of Hokkaido as an “International Student 

Supporter” while studying in Japan and after returning to your country. 
 
(3) Required Documents (Submit to the International Student Office) 
・Essay about“Charm of Hokkaido”,“What you would like to spread about” or“Relationship 

with Hokkaido after graduation”. (English 1200-1600 characters) 
・Copy of your bank book 
・Copy of your residence card (Both Side) 
・Academic Transcript (Previous Year)  
 
Deadline 
2022.9.28 (Wed.) 17:00 (Late submission is not accepted) 


