
詳細： http://www.hokudai.ac.jp/recbs/index.html

時間割
コード

授業科目名 講義題目 開講期 単位数 開講日程 曜日・講時 開講教室

101154
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：脳科学入門

脳科学入門Ⅰ：神経情報伝達 春 1 4月16日（月）～6月4日（月） 月5 医学部第1講堂（図書館3階）

101155
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：脳科学入門

脳科学入門Ⅱ：脳の構造と機能 春 1 4月13日（金）～5月25日（金） 金5 医学部第1講堂（図書館3階）

101156
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：脳科学入門

脳科学入門Ⅲ：脳機能システム 夏 1
6月8日（月）～6月29日（金）
6月11日（月）休講，
6月8日（金）は5,6限に講義実施

月・金5 医学部第１講堂（図書館3階）

101157
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：脳科学入門

脳科学入門Ⅳ：脳の分子生物学 夏 1 6月12日（火）～8月7日（火） 火5 薬学部 臨床講義棟・第2講義室

101158
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：脳科学入門

脳科学入門Ⅴ：脳解剖実習 夏 1 7月31日（火）～8月1日（水）
（集中講義）

7月頃
医歯学総合研究棟1階，解剖学実習室

101159
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：脳科学入門

脳科学入門Ⅶ：脳機能イメージング実
習

通年 1 未定
（集中講義）

8月頃
保健科学研究院６階大会議室，医歯学総
合研究棟地下１階
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時間割
コード

授業科目名 講義題目 開講期 単位数 開講日程 曜日・講時 開講教室

101161
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：脳科学研究の展開

脳科学研究の展開Ⅰ（講義）：神経回
路

秋 1
10月4日（木）～10月26日（金）
※初回のみ10/4（木）4・5

金4，5
医学部　中研究棟３－１
（共通セミナー室）

101162
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：脳科学研究の展開

脳科学研究の展開Ⅱ（講義）：イメージ
ング･モデリング

秋 1 11月2日（金）～11月30日（金） 金4，5
医学部　 中研究棟３－１
（共通セミナー室）

101163
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：脳科学研究の展開

脳科学研究の展開Ⅲ（講義）：心理･認
知･発達障害

冬 1
12月7日（金）～12月28日（金）
　　　　　　　　　　1月11日（金）

金4，5
医学部 中研究棟３－１
（共通セミナー室）

101164
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：脳科学研究の展開

脳科学研究の展開Ⅳ-a（演習）：先端
脳科学セミナー2018前期

春・夏 1 未定 4月～9月 未定

101165
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：脳科学研究の展開

脳科学研究の展開Ⅳ-b（演習）：先端
脳科学セミナー2018後期

秋・冬 1 未定 10月～2月 未定

101166
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：脳科学研究の展開

脳科学研究の展開Ⅰ（実習）：神経回
路

秋 1 未定
（集中講義）

10月頃
担当研究室等

101167
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：脳科学研究の展開

脳科学研究の展開Ⅱ（実習）：イメージ
ング･モデリング

秋・冬 1 未定
（集中講義）

11月頃
担当研究室等

101168
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：脳科学研究の展開

脳科学研究の展開Ⅲ（実習）：心理･認
知･発達障害

冬 1 未定
（集中講義）

12月頃
担当研究室等

大学院共通授業科目で履修可能なプログラム一覧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　✢脳科学入門　✢脳科学研究の展開　✢社会と健康　✢南極学　✢食の安全・安心基盤学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　✢博物館学　   ✢PARE　                ✢RJE３　       ✢STSI　   ✢JAICA開発大学院連携プログラム

プログラム一覧

大学院共通授業科目には，特定分野の科目群を体系的に履修できるプログラムがあり、専門領域外の分野でもしっかりと学修することがきます。

※表中赤字は掲載開始後の修正箇所

脳科学研究の展開
最先端の脳科学研究技法への理解と習得を目的として、脳科学研究教育センター教員が開講する科目群。
同センター発達脳科学専攻において編成する教育プログラムの一環として開講される。
この科目群を含む同専攻の修了要件を満たした学生には、修了証が授与される。

脳科学入門
脳科学の基礎的内容の理解を目的として、脳科学研究教育センター教員が開講する科目群。
同センター発達脳科学専攻において編成する教育プログラムの一環として開講される。
この科目群を含む同専攻の修了要件を満たした学生には、修了証が授与される。
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詳細： http://www.cehs.hokudai.ac.jp/ceducation/diplomaplogram/

時間割
コード

授業科目名 講義題目 開講期 単位数 開講日程 曜日・講時 開講教室

101125
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康

基礎疫学 春 1 4月7日（土）,8日（日）,14日（土）,15日（土（集中講義）
4月
医学研究科中棟５階（共通セミナー室３-
１）

101126
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康

社会と健康Ⅲ（環境保健科目）～基礎
環境保健学

春 1
4月10日（火）,13日（金）,17日（火）（6,7
限）
4月21日（土）（3,4限）

（集中講義）
4月

医学研究科中棟５階（共通セミナー室５-
１）

101132
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康

基本社会医学総論Ⅱ～統計解析の基
礎

春 1 4月9日（月）～6月11日（月） 月7
医学研究科中棟３階（共通セミナー室３－
１）

101133
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康

基本社会医学総論Ⅱ～統計解析の応
用

夏 1
6月18日（月）,25日（月）（6,7限）
7月2日（月）,9日（月）,8月6日
（月）、13日（月）（7限）

月7 臨床講義棟　第４講堂（8/6のみ臨床大講堂）

101134
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康 EBM演習 春 1

5月11日（金）,18日（金）,19日
（土）,
25日（金）,26日（土）

（集中講義）
5月 医学研究科中棟５階（共通セミナー室５-１）

101135
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康

研究デザイン立案演習 夏 1
6月23日（土）,24日（日）,30日（土）,
7月7日（土）

（集中講義）
6月～７月

医学研究科中棟５階（共通セミナー室５-
１）

101138
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康

社会と健康Ⅴ～地域保健活動 秋 2
2限：10/2，3，9，10，23，24，
30，31，11/6，7，13，14，20
1，2限：10/16

10月２日～
1１月20日

保健科学研究院棟　D３０２

101246
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康 公衆衛生総論 春 1

4月5日(木), 4月11日(水), 4月12
日(木), 4月24日(火)【6限】
 4月18日（水）,4月26日(木), 5月
10日(木), 6月19日(火) 【7限】

（集中講義）
4月～6月

医学研究院中棟５階（共通セミナー室５-
１）

101247
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康 疫学研究の実際 夏 1

7月11日(水), 7月12日(木), 7月19
日(木), 7月23日(月), 7月25日
(水), 7月26日(木), 7月30日(月)

（集中講義）
７月

医学研究院中棟５階（共通セミナー室５-
１）

101276
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康 死因究明学 秋・冬 1 10月11日（木）～11月29日（木） 木6

医学部中研究棟3階　3-1共通セミナー室
（C3・205室）

101143
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康

社会と健康Ⅱ（研究方法科目）～Practice in
EpidemiologyⅠ （疫学演習Ⅰ）

夏 2 未定 別途通知
（集中講義）

8月頃
医学研究院中棟２F　C2　106 206室

101248
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康

感染症疫学 春 1
6月16日（土）,17日（日）（1～4
限）

（集中講義）
6月

医学研究院中棟３階（共通セミナー室３－
１）

101278
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康

社会と健康Ⅰ（概論・倫理学科目）～Basic
Clinical Medicine Ⅰ(基礎臨床医学Ⅰ)

秋 1 10月2日（火）～　詳細未定 火6
医学研究院中棟３階（共通セミナー室３-
１）

101279
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康

社会と健康Ⅰ（概論・倫理学科目）～Basic
Medical BiologyⅠ （基礎医学Ⅰ）

秋 1 10月3日（水）～　詳細未定 水6
医学研究院中棟３階（共通セミナー室３-
１）

101131
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康

社会と健康Ⅲ（環境保健科目）　～Global
Health and Human Ecology I  （国際保健医
学と人類生態学Ⅰ）

夏 1
未定
6/18（月）～22（金）　各曜日２限

（集中講義）
6月頃

医学研究院中棟　C2-206室

101137
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康

社会と健康Ⅱ（研究方法科目）～
Epidemiology

春・夏 2 4月26日（木）～8月9日（木） 木5 医学研究科中棟2F C2 206室

101144
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康

社会と健康Ⅱ（研究方法科目）～Practice in
EpidemiologyⅡ （疫学演習Ⅱ）

秋・冬 2 未定 別途通知 1月頃 未定　医学研究院中棟２F C２ ２０６室

101127
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康

歯・口腔と健康 秋 1 10月24日（水）～12月5日（水） 水5 歯学部５階第Ａ５０２室

101136
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康

社会と健康Ⅳ（健康増進科目）～栄養と薬物
様効果：サプリメント利用の科学的考察

春・夏 1 4月18日（水）～7月25日（水） 水5 薬学研究院　第２講義室

101140
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康

社会と健康Ⅴ（ヘルスリサーチ科目）～医療
マネージメント特講

夏 2 7月13日（金），7月14日（土） 1～6講目 保健科学研究院　C棟６階 大会議室

101257
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康

社会と健康Ⅴ（ヘルスリサーチ科目）～病院
経営ケーススタディA

冬 1 1月12日（土）、13日（日） 1～４講目 保健科学院　多目的室

101129
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康

環境化学物質と人びとの健康 秋 1 11月29日（木）、30日（金） （集中講義） 医学研究科管理棟　大会議室

101259
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康

社会と健康Ⅴ（ヘルスリサーチ科目）～医療
政策評価学（Health Care Policy）

通年 2 10月頃　未定　別途通知 （集中講義） 未定　医学研究院中棟２F C２ ２０６室

101260
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康

社会と健康Ⅳ（健康増進科目）～Field
Research on Global Health（国際保健フィー
ルド研究演習）

通年 2 未定　別途通知 （集中講義） 未定　スリランカ・ペラデニヤ大学他

101128
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康

社会と健康Ⅲ（環境保健科目）～環境と子ど
もの健康・発達

秋 1 10月3日（水）～11月21日（水） 水4
医学研究科中棟５F　共通セミナー室 ５－
１

101139
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康

社会と健康Ⅳ（健康増進科目）～健康科学
特論

春・夏 2 4月18日（水）～7月25日（水） 水7 保健科学研究院　C棟３階C３０３

101141
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康

社会と健康Ⅰ（概論･倫理学科目）　～パブ
リックヘルス総論-研究と活動の最前線

秋・冬 2 10月3日（水）～1月30日（水） 水3
医学研究科中棟５F　共通セミナー室 ５－
１

101142
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康

社会と健康Ⅱ（研究方法科目）～疫学研究
のデザインと実際

秋・冬 2 10月3日（水）～1月23日（水） 水2
医学研究科中棟５F　共通セミナー室 ５－
１

101258
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：社会と健康

社会と健康Ⅱ(研究方法科目）～Survey
Research Methods （研究調査法)

春・夏 2 未定　ガイダンス：4/16（月）6限 6講目　月6 未定　医学研究院中棟２F C２ ２０６室

社会と健康
環境健康科学研究教育センターの教員が開講するプログラム。
「社会と健康」ディプロマプログラムは、自然環境や社会環境の変化に伴う、健康問題の増加や新しい健康問題について広い視野から総合的に学び、
問題解決に向けて必要な理論と手法を体系的に修得することを目的としている。
これらの科目を含む講義を履修し、認定要件を満たした学生にはディプロマが授与される。
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時間割
コード

授業科目名 講義題目 開講期 単位数 開講日程 曜日・講時 開講教室

101145
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：南極学

南極学特別講義Ⅰ 夏 2 8月8日（水）～8月10日（金）
（集中講義）

8月頃
低温科学研究所講堂（予定）

101146
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：南極学

南極学特別講義Ⅱ 秋・冬 2
10／4，5，9，10，12，17，18，
19，24，25，26の各日は５講時
10/11のみ15：00～18：00

（集中講義）
10月頃

低温科学研究所 2階 会義室

101147
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：南極学

南極学特別実習Ⅰ　（スイス氷河実習） 夏 2
8月26日（日）～9月8日（土）
（予定）

（集中講義）
8～9月頃

スイス連邦工科大学、ローヌ氷河　他

101148
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：南極学

南極学特別実習Ⅲ　（野外行動技術実
習）

春・夏 2
4月18日（水）～6月9日（土）
（予定）

水5 環境科学院 D１０１室

101149
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：南極学

南極学特別実習Ⅳ　（母子里氷雪学実
習）

秋・冬 2
1月22日（火）～1月25日（金）
（予定）

（集中講義）
1月頃

雨龍研究林（母子里）

詳細： http://foodsafety-renkei.jp/blog/

時間割
コード

授業科目名 講義題目 開講期 単位数 開講日程 曜日・講時 開講教室

101150
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：食の安全・安心基盤学

食の安全・安心基盤学Ⅰ 春・夏 2 4月11日（水）〜7月25日（水） 水5 農学院 S３１講義室

101151
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：食の安全・安心基盤学

食の安全・安心基盤学Ⅱ 秋・冬 2 9月26日（水）〜1月16日（水） 水5 農学院 S３１講義室

101152
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：食の安全・安心基盤学

食の安全・安心基盤学Ⅲ 春・夏 2
4月11日（水）16時30分より農学
部S31にてオリエンテーション

（集中講義）
5-8月頃

未定

101153
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：食の安全・安心基盤学

食の安全・安心基盤学Ⅳ 春・夏 2
4月11日（水）16時30分より農学
部S31にてオリエンテーション

（集中講義）
5-8月頃

未定

詳細： https://www.museum.hokudai.ac.jp/education/subject/

時間割
コード

授業科目名 講義題目 開講期 単位数 開講日程 曜日・講時 開講教室

101171
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：博物館学

博物館学特別講義Ⅰ（学術標本・資料
学）

秋・冬 2 9月28日（金）～2月1日（金） 金5 総合博物館共同研究室

101169
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：博物館学

博物館コミュニケーション特論Ⅰ～学生
発案型プロジェクトの企画・実施・評価

春・夏 2 4月12日（木）～8月2日（木） 木4
総合博物館共同研究室１
（総合博物館３階北棟N３０９）

101170
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：博物館学

博物館コミュニケーション特論Ⅲ～
ミュージアムグッズの開発と評価

秋・冬 2 10月3日（水）～1月30日（水） 水4
総合博物館共同研究室１
（総合博物館３階北棟N３０９）

詳細： https://pare.oia.hokudai.ac.jp/

時間割
コード

授業科目名 講義題目 開講期 単位数 開講日程 曜日・講時 開講教室

101281
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：PARE

ＰＡＲＥ 演習Ⅱ－人口・活動・資源・環
境の連環

冬 1 未定
（集中講義）

２月頃
インドネシアまたはタイ協定校

101282
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：PARE

ＰＡＲＥ 実習Ⅱ－人口・活動・資源・環
境の連環

冬 2 未定
（集中講義）

２月頃
インドネシアまたはタイ協定校

101283
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：PARE

PAREインターンシップ－人口・活動・資
源・環境の連環

通年 2 2018年4月～2019年3月 （集中講義） 本学または海外協定校等

101555
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：PARE

PARE基礎論I－人口・活動・資源・環境
の連環

夏 1 未定
（集中講義）

６月頃
未定

101556
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：PARE

PARE基礎論II－人口・活動・資源・環境
の連環

夏 1 未定
（集中講義）

６月頃
未定

101557
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：PARE

PARE基礎論III－人口・活動・資源・環
境の連環

夏 1 未定
（集中講義）

７月頃
未定

101558
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：PARE

PARE基礎論IV－人口・活動・資源・環
境の連環

夏 1 未定
（集中講義）

７月頃
未定

101559
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：PARE

PARE実習I－人口・活動・資源・環境の
連環

夏 2 未定
（集中講義）
７～８月頃

未定

101561
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：PARE

PARE演習I－人口・活動・資源・環境の
連環

夏 1 未定
（集中講義）
７～８月頃

未定

北大総合博物館の教員が開設する科目群。
ミュージアムマイスター認定コースの一部を構成する講義が多く、これらの講義を含む認定要件を満たせば、総合博物館からミュージアムマイスターとして認定される。

南極学
環境科学院が開設する「南極学カリキュラム」の一環として開講する科目群。
これらの講義に加えて「南極学カリキュラム」を構成する科目を履修し、同カリキュラムの修了要件を満たした学生には南極学修了証書（Diploma of Antarctic Science）
が授与される。        ※必修科目（南極学特別講義Ⅰ，Ⅱ　計４単位）＋選択科目10単位以上＝合計14単位以上

食の安全・安心基盤学
北海道大学、酪農学園大学、帯広畜産大学の３大学連携（文部科学省戦略的大学連携支援事業）によりスタートした科目群で、全道８ヶ所の農村サテライトを結び、
農村・農業現場の最新情報・実態を取り入れた講義や実習（農作業実習、「北大マルシェ」の企画・運営等）を行う。
この科目群を含む、北の３大学連携事業「食の安全・安心基盤学」コースの修了要件を満たした学生にはディプロマが授与される。

博物館学

PARE
PAREプログラムとは、「人口」「活動」「資源」「環境」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を目指し、
北海道大学とインドネシア・タイのパートナー校が共同して実施している取り組み。
この科目群を含む同プログラムの修了要件を満たした学生には「ショートプログラム修了証」もしくは「共同修了証」が授与される。
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詳細： https://rje3.oia.hokudai.ac.jp/

時間割
コード

授業科目名 講義題目 開講期 単位数 開講日程 曜日・講時 開講教室

101284
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：RJE3

極東・北極圏研究特別演習 通年 2 未定 未定 未定

101285
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：RJE3

シベリア学実習：歴史・文化・民族 夏 2 未定（6 or 7月頃） （集中講義） 未定

101080
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：RJE3

ヤクーツク実習：北極域永久凍土生態
系実習

夏 2 未定（8月頃） （集中講義） 未定

101564
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：RJE3

礼文島国際フィールドスクール 夏 2 未定（8月頃） （集中講義） 未定

101565
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：RJE3

RJE3概論：極東・北極圏の環境・文化・
開発

夏 2 未定（8月末） （集中講義） 未定

101635
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：RJE3

北海道の過去と現在－石狩・空知の歴
史－

夏 2 未定（8　or　9月） （集中講義） 未定

101640
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：RJE3

寒冷地建設技術フィールドスクール 夏 2 未定（8月頃） （集中講義） 未定

詳細： https://labs.eng.hokudai.ac.jp/office/iao/stsi/

時間割
コード

授業科目名 講義題目 開講期 単位数 開講日程 曜日・講時 開講教室

101261
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：STSI

STSIメンバー型インターンシップ-持続可能
な輸送システムと社会インフラ構築

通年 1 未定 未定 未定

101262
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：STSI

STSI基礎論-持続可能な輸送システムと社
会インフラ構築

夏 2 未定
（集中講義）

6-7月頃
未定

101263
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：STSI

STSIリーダー型インターンシップ-持続可能
な輸送システムと社会インフラ構築

通年 2 未定 未定 未定

時間割
コード

授業科目名 講義題目 開講期 単位数 開講日程 曜日・講時 開講教室

101264
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：JICA開発大学院連携プログラム

日本の近代化とこれからの国土開発 秋・冬 1
11月26日、27日、
12月3日、4日、10日、11日、17
日、18日

５限 工学院C310

101265
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：JICA開発大学院連携プログラム

資源開発と環境対策の歴史と未来 冬 1 12月5日（水）～1月30日（水） 水５ 工学院C207

101266
大学院共通授業科目（教育プログラ
ム）：JICA開発大学院連携プログラム

日本の農業近代化 秋・冬 1 未定
（集中講義）

11月頃
未定

101267
大学院共通授業科目（教育プログラ
ム）：JICA開発大学院連携プログラム

日本の近代化とこれからの保健科学 秋・冬 1 10月10日（水）〜12月19日（水） 水6 保健科学研究院　C棟５階C501

101268
大学院共通授業科目（教育プログラム）
：JICA開発大学院連携プログラム 日本の近代化とこれからの防災 秋・冬 1

11月1，8，15，22日，12月6日，
13日，20日，1月10日又は17日

５限 工学院C206

JICA開発大学院連携プログラム
日本の近代化の開発経験と、戦後の援助実施国（ドナー）としての知見の習得を目的として、工学院、農学院、保健科学院の教員が開設する科目群。
同プログラムは、日本政府が推進する「明治150年」関連施策の一環として実施される。

RJE３

STSIプログラム（持続可能な輸送システムと社会インフラ構築のための国際共同研究力育成プログラム）とは、平成29年度の世界展開力強化事業（タイプAインド）として、
文部科学省より採択された北海道大学の取り組み。インド側の参加大学であるインド工科大学（I I T）ハイデラバード校、ボンベイ校、マドラス校とともに、
インドにおける輸送システムと社会インフラ構築に関わる種々の課題について、日印でチームを作りこれに取り組む際、その成果を最大化できるような能力を有する人材を育成す
る。
この科目群を含む同プログラムの修了要件を満たした学生には修了証が授与される。

The STSI Program（officially the International Research Skills Program for Developing Sustainable Transportation System and Infrastructure）is a Hokkaido University initiative
that has been selected by the Ministry of Education,Culture,Sports,Science and Technology as a FY2017 Inter-University Exchange Project（Type A,India）．The program aims for
Hokkaido University and its Indian Institutes of Technology（I I T） counterparts - I I T Hyderabad, I I T Bombay and I I T Madras - to foster professionals with the ability to
maximaize results in endeavors that address various issues related to transport systems and infrastructure development in India through Japanese/Indian teamwork.
Upon completion of requirements for this program including the following courses, students will receive certificates of completion.

STSI

RJE３プログラムとは、極東・北極圏を対象として、北海道大学とロシアの大学・研究機関において蓄積された環境、自然災害、民族・言語・文化等のフィールド研究による実績と
そのネットワークに基づき、極東ロシアの基幹５大学と北海道大学の複数大学院、北海道や極東ロシアの自治体、産業界の代表などで構成されるコンソーシアムを構築し、
極東・北極圏の持続可能な環境・文化・開発を牽引する専門家集団を育成する取り組み。
この科目群を含む同プログラムの修了要件を満たした学生には、「基礎科目修了証」もしくは「共同修了証」が授与される。
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