◆留学生受入実績は道内私立大学トップクラス ◆留学生を一番大切にする大学
《お問い合わせ先》
札幌大学国際交流センター（SUICC：スイック）
〒062-8520
電話

北海道札幌市豊平区西岡3条7丁目3-1

011-852-9138

ホームページ

Eメール

suicc@ofc.sapporo-u.ac.jp

https://intl.sapporo-u.ac.jp/ja/

留学生の声
経営学専攻2年
林 濬浩
留学生サイト

suicc Instagram

概 要
▶多彩な9つの専攻を横断的に学習できる「学群制」
▶日本語クラスでは初級～上級まできめ細かく指導
▶札幌中心部から20分。緑豊かで広大なキャンパス
専攻紹介
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留学生サポート
▶授業料を20％減免＋10％の留学生学業奨学金新設
▶日本人学生や他の留学生との異文化交流会を開催
▶来日後入居できるアパートを希望に応じて紹介
▶すぐに相談できるSNS有り
▶各国言語に堪能な先生やSUICCスタッフが支援

（出身：韓国）

札幌大学の魅力は、日本人学生に近い教育環境、
留学生同士の団結力、さらに韓中英はもちろん、
ロシア語まで対応できる国際交流スタッフのサ
ポートなどが挙げられます。夢みたいな雪国での
４年間の大学生活を考えるなら、札幌大学で間違
いないと思います。
経営学専攻3年
張 雨楼

（出身：中国）

札幌大学は国際交流を重視しており、国際交流や
生協のスタッフさんなど私達留学生の勉強や生活
などの様々な面をサポートしてくれました。心か
ら感謝しています。この大学４年間はきっと良い
思い出になります。

主な就職先・進学先（2015年～2020年度）
▶就職先
・ビックカメラ
・ANA新千歳空港
・石屋製菓
・富良野市役所
・グランビスタホテル＆ホールディングス
▶ 進学先
・北海道大学大学院
・北星学園大学大学院
・東京外国語大学大学院

・大阪大学大学院
・一橋大学大学院
・札幌大学大学院

◆
◆

Sapporo University has accepted the great number of international students from all over the world.
Sapporo University takes care of international students nicely and warmly.
《Contact Information》
Sapporo University International Communication Center
3-1, 3-7, Nishioka, Toyihira-ku, Sapporo 062-8520 JAPAN
Tel. +81-11-852-9138
Website.

E-mail. suicc@ofc.sapporo-u.ac.jp

https://intl.sapporo-u.ac.jp/ja/

Voice of International Students
Sophomore of Business Administration
LIM JOONHO（KOREA）
website for
international students

Instagram of suicc

Overview
▶There is a wide variety of majors to learn.
▶There are Japanese Language classes for
beginner and advanced.
▶SU campus with full of green is close to
downtown.
Introduction of Majors

･･･ Popular majors

Economics

Business
Administration

Law

English

Russian

History
and Culture

Japanese Language
and Culture

Sports

Liberal Arts

Sapporo University offers similar education as
Japanese students, and there are stuff who can
speak English, Chinese, Korean and Russian.
And I think one of the attraction is unity with
international students. I recommend Sapporo
University, if you want to spent four years of
college life in a dreamy snow country.
Junior of Business Administration
ZHANG YULOU（CHINA）
Sapporo University is putting importance on
international exchange. I am truly grateful for
the support of studies and life by teachers and
stuff. I think four years of this university will be
a good memory.

Career path after graduation（2015～2020）

▶Employment
・BIC CAMERA INC.
・ISHIYA CO., LTD.
▶Waving tuition fees (20%) + Scholarship system(10%) ・ANA New Chitose Airport CO., LTD.
・GRANVISTA Hotels&Resorts co.,Ltd.
▶International events with Japanese students
▶ Graduate School (GS)
▶Apartments where you live after arriving Sapporo
・GS of Hokkaido University
▶Official SNS that you can contact us anytime
・GS of Osaka University
・GS of Hokusei Gakuen University
▶Teachers and staff with international languages
・GS of Hitotsubashi University
Support System

