
入校説明会

基礎プログラム大学院教育コース



応募方法
新渡戸カレッジ担当

高等教育推進機構1階、⑥番窓口
Tel: 011-706-5596

nitobe-school-office@academic.hokudai.ac.jp

Nitobe College
基礎プログラム

大学院教育コース



秋入校までのながれ
履修の手引き> P. 4

手続き等 日 程 備 考

入校申請（プレイスメント
テスト）受付期間

9月16日（水）～
10月7日（水）17時

オンラインの応募フォームから
申し込むこと。（※）

入校説明会

日本語 9月28日（月）17時～18時
【変更】オンライン開催

（ライブ及びオンデマンド配信）
※資料はWebサイトからダウンロード
可能な他、9月28日（月）以降、
新渡戸カレッジ担当（高等教育推進
機構⑥番窓口）で配布しますので、
希望者はお受け取りください。

英語 10月1日（木）17時～18時

プレイスメントテスト
(TOEIC-IP)実施

10月17日（土）
9：30～12：40

（札幌キャンパス）
高等教育推進機構E棟3階

合格発表 10月28日（水）正午 電子メールで通知

入校オリエンテーション
大学院基礎科目Ⅰ初回授業

11月7日（土）
【変更】オンライン開催

（リアルタイム授業）



秋入校までのながれ

1.対象
北海道大学のすべての
(1)修士課程、及び(2)専門職学位課程に

在籍する学生

2.定員：６０名程度

3.受付期間
2020年９月１６日(水) ～ 2020年１０月７日(水)

17時まで （日本時間）



応 募 方 法

応募フォームに
必要事項を記入の上
送信すること。

QRコード:

URL：https://ws.formzu.net/dist/S18835011/

[参考]
Webサイト＞2020年度秋入校基礎プログラム大学院教育コース入校方法

https://nitobe-college.academic.hokudai.ac.jp/g/event/2985

https://ws.formzu.net/dist/S18835011/
https://nitobe-college.academic.hokudai.ac.jp/g/event/2985


応募要件

(１) 志望動機の提出

(２) プレイスメントテスト（TOEIC-IP）受験

応募に必要なもの

履修の手引き> P.5> 
1-3. 基礎プログラムの入校と修了
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応募要件 （１）

(１) 志望動機

基礎プログラム大学院教育コースへの参加を希望した動機に
ついて、以下の項目と関連づけて800字以内で記述すること。

1. 知的関心

2. 本プログラムで修得したい（あるいは，向上させたい）知識や能力

3. 将来の目標

なお，本プログラムの基本的な理念や教育目標について，

しっかり理解した上で応募すること。

※理念・教育目標
https://nitobe-college.academic.hokudai.ac.jp/g/foundation-program
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https://nitobe-school.academic.hokudai.ac.jp/basic-program
https://nitobe-college.academic.hokudai.ac.jp/g/foundation-program


(2-1) プレイスメントテスト（TOEIC-IP）の受験

受験日： 10月17日（土） 9：30～：集合・受付
10:00 ～ 12:40：解答時間

場 所： （札幌キャンパス）高等教育推進機構E棟３階教室

持ち物：マスク、腕時計、筆記用具、学生証※

※当日の受付で受験票を配布しますので、受付に学生証を提示すること。

応募要件 （2）
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(2-2) プレイスメントテスト（TOEIC-IP）受験の代替

＜スコアレポート等の提出による代替について＞
下記の条件を満たす本プログラム指定のスコアレポート等を提出する

ことにより、プレイスメントテスト受験の代替とすることができる。

指定スコアレポート：TOEIC-IP, TOEIC L&R公開テスト, TOEFL-iBT, TOEFL-ITP, IELTS

条 件： ①2020年10月17日を基準として，過去2年以内に受験したもの。
②必ず名前とスコアが確認できるものであること。
（郵送されたスコアレポートや公式認定書等の電子ファイル。）

提出方法：①応募フォーム添付
②添付が困難な場合のみ、高等教育推進機構１階⑥番窓口へ提出。

応募要件 （2）
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(2-3) プレイスメントテスト（TOEIC-IP）の受験の免除

＜その他の方法による免除について＞
下記のいずれかの条件を満たす応募者について、プレイスメントテストの受験

を免除する場合がある。

条件：①国籍国の公用語が英語である場合

②新渡戸カレッジ修了生で、「Cum Laude」以上の称号を授与された学生

注意：①応募フォーム上の自己申告に不明な点がある場合、及び免除が
適用されないと判断された場合のみ該当者に連絡するので、
必ず応答すること。

②免除が適用されない場合は、受験又はスコアレポート提出に変更する。

応募要件 （2）
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プレイスメントテスト
（TOEIC-IP）の受験を選択

プレイスメントテストの受験、及び代替・免除は応募フォームで選択

１．WEBサイト＞「入校方法」を参照すること

２．応募フォーム記載事項を参照すること

応募フォームでいずれかを選択する

応募フォームで受験申込

受験日：10月17日（土）9：30
受付開始

申込者は全員受験必須です！

【受験の代替】

スコアレポートの提出を選択
代替可：TOEIC, TOEFL, IELTS

受験から2年以内

スコアレポートの電子ファイルを作成

応募フォームにファイルを添付し提出

【受験の免除】

その他を選択

免除非適用の
場合のみ通知

いずれかの
方法を選択
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入校要件と選考

(１) 志望動機に基づく入校審査に合格

(２) プレイスメントテスト（TOEIC-IP）スコア700以上

英語で実施する授業への主体的な参加が可能な
英語コミュニケーション能力の基準：

TOEIC-IPでスコア 700

参考スコア
・ TOEIC-IP・TOEIC L&R公開テスト 700
・ TOEFL-iBT 76, TOEFL-ITP 540
・ IELTS 5.0

履修の手引き> P.5> 
1-3. 基礎プログラムの入校と修了
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選考結果発表

10月28日（水）正午に

電子メールで通知します。

入校許可者には，入校手続き方法及び入校後の日程等について連絡します。

各学院等の履修登録期間終了後となるため、所属学院等における履修登録
単位数及び取り消し方法等について、十分考慮した上で履修登録を行うこと。

不明な点等あれば、新渡戸カレッジ担当に問い合わせること。
（高等教育推進機構1階、⑥番窓口、nitobe-school-office@academic.hokudai.ac.jp）
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入校オリエンテーション・初回授業

１１月
７日
（土）

To Do：
入校オリエンテーション
初回授業

オンライン開催（リアルタイム授業）
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新渡戸カレッジ授業科目の履修登録方法

1. 履修登録は新渡戸カレッジ担当で一括して行うため，

各自による履修登録は行わないこと。

2. 大学院共通授業科目： 大学院基礎科目Ⅰ及びⅡ

応募フォームで履修を希望する科目を選択することにより，

履修の申請を行うこと。

履修の手引き> P.10> 
3-4. 履修登録
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履修登録方法

＜その他の授業科目＞ ※プログラムの修了要件には含まれない。

3. 専門横断科目： 実践英語（上級） ※オンライン開催（リアルタイム授業）

履修希望者は、新渡戸カレッジ担当にメールでお問い合わせ

ください。返信メールで、要項及び履修希望調書を送付します。

問合せ：nitobe-school-office@academic.hokudai.ac.jp

申請受付期間：9月18日（金）～9月24 日（木）

初回授業：10月1日（木）４講時

履修の手引き> P.14> 
5-3. その他の授業科目
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履修クラス

「大学院基礎科目Ⅰ及びⅡ」は、
各タームの木曜の５-６講時に開講する。

月 火 水 木 金

５講時

16：30-
18：00

木曜クラス

秋ターム：大学院基礎科目Ⅰ

冬ターム：大学院基礎科目Ⅱ

初回：11/7（土）、 2回目：11/12（木）

オンライン開催（リアルタイム授業）

授業担当教員：マズル、王、繁富、島田

６講時

18：15-
19：45

履修の手引き> P.13> 
5-1. 基礎プログラム
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新渡戸カレッジへの参加をお待ちしています
We are looking forward to your participation in Nitobe College Program.
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