English Camp in 北星 Online 2021 実施要項
１.開催趣旨
「English Camp in 北星」は本学が 2016 年度に開始したイベントです。例年であれば、高校生と本学
の学生、留学生が、2 日間、英語を使って生活を共にしながら、グループワークやスキットの発表を通
して他者理解の重要性と実践的コミュニケーションに必要な英語を学ぶイベントとなっていますが、新
型コロナウィルス感染症の感染拡大を受け昨年度よりオンラインで実施しております。
今年度は、多言語・多文化の現象に関心をもつ高校生が、3～5 名程度のグループ毎にテーマに沿って
英語のプレゼンテーション動画を作成し、本イベント実行委員が審査を行う形式で実施します。作成期
間中には北星学園大学・短期大学部で英語を専攻している在学生との遠隔によるフィードバック・ミー
ティングを設けます。
参加者は、動画作成を通して、実践的コミュニケーションに必要な英語を学びます。自らとは異なる
言語の学習を通して参加者の皆さんの学びを深め、国際的視野を広げることを目指します。
２．名称
English Camp in 北星 Online 2021
３．主催
北星学園大学国際教育センター
４．共催
北星学園大学文学部英文学科、言語教育部門
北星学園大学短期大学部英文学科
５．テーマ
Student Life in Japan
Student life differs from country to country throughout the world. Explain one or more aspects of
student life in Japan that you think would be interesting for people in foreign countries to know and
understand. You can choose topics from any time period of Japanese school life from kindergarten to
college.
６．プログラムの概要
参加者は、3～5 名程度のグループ毎にテーマと指定の形式に沿った英語のプレゼンテーション動画
を作成していただきます。参加決定後、動画の本提出前に本学在学生との遠隔によるフィードバック・
ミーティングに参加していただきます。動画作成、ミーティング等にはすべて web 会議ツール「Zoom」
を利用します。本イベントの実行委員が動画の内容を審査し、各賞の受賞者を決定し後日受賞者の紹介・
講評動画を本学のホームページ上で公開します。
作成する動画の長さは 2 分 00 秒～3 分 00 秒とします。
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７．参加資格
(1) 北海道内の高等学校に在籍する 1～2 年生
(2) 英語を含む多様な言語に興味・関心を持ち、意欲的に学習に取り組んでいる方
※実用英語技能検定準 2 級～2 級程度の英語力であることが望ましいです。
（証明書等の提出は不要です）
。
(3) 本プログラムの内容に興味を持ち、自主的に参加を希望される方
※前回参加者のお申し込みはお控えください。
※選考されるのは 1 つの高校から 2 グループまでとします。
8．参加の流れ
(1) エントリー
参加者には、事前にエントリーした上で、指定された方法で動画作成～提出までの流れに進んでいた
だきます。
エントリーは本学公式 HP からお申込みください。
アドレス：http://www.hokusei.ac.jp/
エントリー期間：2021 年 10 月 11 日（月）13 時～10 月 21 日（木）23 時 59 分
(2) 動画提出方法の案内
上記期間内にエントリーをした方にのみ、メールで動画提出の方法を案内します。
(3) Zoom 操作の基本説明動画の視聴
「6. プログラムの概要」記載の通り、本プログラムにおける動画作成、遠隔ミーティング等には Zoom
を利用するため、操作方法等の説明動画を用意します。上記期間内にエントリーをした方にのみ、メ
ールで視聴方法を案内いたしますので、必ず視聴してください。
また、操作に不安のある方向けに、遠隔説明会を行います。参加は任意ですが、気になるグループは
ぜひご参加ください。参加方法は追ってエントリーしたグループ全員に案内します。
日程：10 月 23 日（土）10：00～11：00
(4) 動画作成①
＊最終的な動画完成までに、以降の段階を踏んで作成をしていただきます。
テーマに基づき、まずプレゼンテーションのデータ・原稿を作成します。
作成に当たって、必ず別紙「English Camp in 北星 Online 2021 動画作成の流れ・詳細」
（本学 HP に
も掲載中）をご確認ください。
(5) Meeting Day への参加
本学の在学生（大学・短期大学部在籍の学生）とエントリー者の遠隔ミーティングにより、在学生か
らの動画へのフィードバックを受ける時間（Meeting Day）を設けます。
日程：2021 年 11 月 14 日（日）
この Meeting Day には、必ず参加してください。
日程について、別紙「English Camp in 北星 2021 “Meeting Day” について」
（本学 HP にも掲載中）
をご確認ください。
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(6)動画作成②
Meeting Day でのフィードバックを元に、動画の収録・最終調整をします。
(7) 動画の最終提出
案内に従って動画をオンラインで提出してください。
受付期間：2021 年 11 月 22 日（月）8 時 30 分～11 月 28 日（日）23 時 59 分

9．参加費
無料（ただし、作品の制作や提出に係る費用は全て応募者負担とします）
10．賞・賞品
HOKUSEI Prize（1 組）
、English Language Prize（1 組）
、Humor Prize（1 組）、
Technical Prize（1 組）
、Originality Prize（1 組）
・受賞者の発表は 12 月中旬～下旬頃に本学公式ホームページ上で行います。
・入賞グループのメンバー全員にそれぞれ賞状と賞品（図書カード 1,000 円）を贈呈します。
・受賞者発表後に参加者全員に対し、参加証と記念品を郵送で贈呈します。
11．応募規定・個人情報の取り扱いについて
別紙「English Camp in 北星 Online 2021 応募規定・個人情報の取り扱いについて」をよく読んだ上
で応募してください。
応募にあたり、応募者は本イベントにおける応募規定等及び個人情報の取り扱いについて理解し、全
て承諾したものとみなします。
12．事務局（お問い合わせ先）
北星学園大学 国際教育センター
札幌市厚別区大谷地西 2 丁目 3 番 1 号
TEL： 011-895-1000（直通）

E-mail: intlcenter@hokusei.ac.jp

13．その他
本イベントに応募された動画や写真を本学公式ホームページや本学が運営するウェブコンテンツ
（Twitter、Facebook、YouTube 等）
、広報誌等に掲載する場合がありますので、あらかじめご了承の
上、お申し込みください。
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