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平成 29 年度 新渡戸スクール基礎プログラム募集要項 

 
 北海道大学では，グローバル社会で活躍する人材を養成することを目的として，大学院生を対象と

する特別教育プログラム「新渡戸スクール」を 2015 年に開校しましたi。 
 新渡戸スクールは，総合大学である北海道大学の特長を活かして，専門分野だけでなく，文化的背景

や価値観の異なる学生が集う「国際社会の縮図」を創り出し，英語を共通言語とする徹底したチーム学

習を通じて，創造的な共有知の形成に取り組みます。その結果，スクール生は，各研究科等で修得する

専門的知識や技能を実社会で活かすための力（具体的には，コミュニケーション能力，問題発見能力，

課題解決能力など）を身につけ，グローバル化など，目まぐるしく変化，多様化する時代に対応する人

材に成長します。 

Be the Architect of Your Own Future ! 
新渡戸スクールで，自ら未来を創る能力と自信を身につけませんか？ 

 
1．新渡戸スクールの特徴 

【国際社会の縮図】 

 新渡戸スクールは，北海道大学大学院の全ての研究科等(21 研究科等 55 専攻)から文化的背景や価

値観の異なる学生を受け入れ，１つの教室の中で共に学ぶ環境を創り出し，日本国内にいながらにし

て，「世界」を体験できる環境を提供します。 

【メンター・アドバイザー制度】 

 メンターには，原則 40 歳までの国際社会で活躍する北大大学院の OB･OG が就任し，スクール生は

自身の卒業後のキャリアについてのロールモデルを得，助言を受けることができます。平成 29 年度に

ついては，11 月末にメンター講演会・交流会を開催しますので，積極的に参加してください。 

 アドバイザーには，各研究科等に所属する教員がその任にあたり，スクール生は日々の学修や研究

活動に対する助言を得ることができます。 

【NITOBE ポートフォリオ】 

 NITOBE ポートフォリオは，スクール生の日々の学修や研究活動の履歴を記録する Web 上の学修

記録簿です。スクール生はポートフォリオを継続的に作成することで，自身の能力を客観的に把握し，

向上させることができます。 

【新渡戸スクール奨学金】 

 新渡戸スクールでは基礎プログラム受講生の内で，特に学修意欲が高く，優れた成績を残している

者に対し奨学金制度を用意しています。平成 29 年度については，給付額は年 間 30 万円，給付人数

は５名程度を予定しています。 

 

2．募集対象者 

 基礎プログラムの募集対象者は，平成 29 年４月の時点で，本学大学院の修士課程ならびに専門職学

位課程に在籍しii，新渡戸スクール科目を高い意欲を持って履修できる学生ですiii。基礎プログラムは

修士課程および専門職学位課程を主な対象としていますが，博士後期課程及び４年制博士課程からの

参加も歓迎します。 
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3．募集人数 

 120 名程度 
4．新渡戸スクール授業科目と履修案内 

・新渡戸スクール基礎プログラムは表１に記載の修了要件を満たすことで，1年で修了すること 

 ができます。 

・留学等で休学しても，在学期間内の都合の良い時期に履修を再開することができます。 

・新渡戸スクール授業科目はすべて大学院共通授業科目ivとして開講されます。 

・主要４科目(新渡戸スクールⅠ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ)は各タームの月･火･木･金の各曜日の５-６講時に開講し

ますので，いずれかの曜日で受講してください。 

・新渡戸スクール英語科目は，表２のとおり開講されます。 

・新渡戸スクール英語科目は，最大で３科目まで受講することができます。なお，授業内容の 

 連続性の観点から，新渡戸スクール英語科目Ⅰ，Ⅱはセットで履修することを推奨します。 

・新渡戸スクール英語Ⅰは，入校選考結果発表前の４月７日(金)から開講します。履修希望者はシラ

バスを参照の上，必ず，受講を希望する曜日の初回の授業に出席し，担当教員の指示を 

 受けてください。 

・新渡戸スクール英語科目は習熟度別クラスで開講します。表２の時間割表を確認の上， 

 希望する習熟度のクラスを受講してください。 

 

表 1：新渡戸スクール開講科目と修了要件 

科目名 単位 
開講期 

(平成 29 年度) 
修了要件 

主要 4科目 

新渡戸スクールⅠ 

―チーム学習の基礎― 
2 

春ターム 

5/8～6/17 
2 単位を修得すること 

新渡戸スクールⅡ 

―チーム学習の実践― 
2 

夏ターム 

6/17～8/7 

新渡戸スクールⅡ，Ⅲ，Ⅳのうちから

4単位以上を含み，合計 6単位を修得

すること 

新渡戸スクールⅢ 

―課題解決― 
2 

秋ターム 

9/28～11/25 

新渡戸スクールⅣ 

―問題発見― 
2 

冬ターム 

11/27～2/2 

新渡戸 

スクール 

英語科目 

新渡戸スクール英語Ⅰ 1 
春ターム 

4/7～6/9 

新渡戸スクール英語Ⅱ 1 
夏ターム 

6/5～8/4 

新渡戸スクール英語Ⅲ 1 
秋ターム 

9/27～11/27 

新渡戸スクール英語Ⅳ 1 
冬ターム 

11/22～2/5 
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表 2：時間割表 

 

 

5．修了要件 

 基礎プログラムを修了するためには，次の２つの要件を満たす必要があります。 
・新渡戸スクール授業科目を８単位以上修得すること(表１参照) 
・自己評価書及び新渡戸スクールが指定する要件に基づく修了審査に合格すること 

 
6．応募方法 

 以下の URL から応募フォームに必要事項を記入の上，応募締切日までに送信してください。 
 URL：nitobe-school.academic.hokudai.ac.jp 
 
7．応募受付期間 

 平成 29 年３月 15 日(水)～平成 29 年４月 14 日(金)17 時まで(日本時間) 
 
8．選考方法・選考結果の発表 

 期日までに提出された全ての応募について，厳正に審査します。志望動機など，応募フォームの必要

記入事項を総合的に評価して合格者を選考します。 
 選考結果については，平成 29 年４月 26 日(水)17 時以降に電子メールでお知らせします。 
合格者には，入校手続き及び入校後の日程等，スクールの詳細について連絡します。 
 
9．入校手続き 

 入校確認書を後日提出いただきます。入校確認書には指導教員の署名が必要となります。 

月 火 水 木 金

１講目(8:45~) 新渡戸スクール英語
水曜クラス①(中級)

新渡戸スクール英語
木曜クラス①(上級)

２講目(10:30~)

３講目(13:00~)

４講目(14:45~) 新渡戸スクール英語
月曜クラス(中級)

新渡戸スクール英語
火曜クラス(準中級)

新渡戸スクール英語
木曜クラス②(中級)

新渡戸スクール英語
金曜クラス(準中級)

５講目(16:30~) 新渡戸スクール英語
水曜クラス②(上級)

６講目(18:15~)

月 火 水 木 金

１講目(8:45~)

２講目(10:30~)

３講目(13:00~)

４講目(14:45~) 新渡戸スクール英語
月曜クラス(中級)

新渡戸スクール英語
火曜クラス(準中級)

新渡戸スクール英語
木曜クラス(中級)

新渡戸スクール英語
金曜クラス(上級)

５講目(16:30~) 新渡戸スクール英語
水曜クラス(上級)

６講目(18:15~)

新渡戸スクール主要科目
月曜クラス

新渡戸スクール主要科目
火曜クラス

新渡戸スクール主要科目
木曜クラス

新渡戸スクール主要科目
金曜クラス

秋・冬ターム時間割
(新渡戸スクールⅢ・Ⅳ，新渡戸スクール英語Ⅲ・Ⅳ)

春・夏ターム時間割
(新渡戸スクールⅠ・Ⅱ，新渡戸スクール英語Ⅰ・Ⅱ)

新渡戸スクール主要科目
月曜クラス

新渡戸スクール主要科目
火曜クラス

新渡戸スクール主要科目
木曜クラス

新渡戸スクール主要科目
金曜クラス
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10．募集説明会 

 

 会場 

第 1回 3/15(水)17：00～18：30 
北海道大学札幌キャンパス内 

フロンティア応用科学研究棟 1F セミナー室 

(札幌市北区北 17 条西 8丁目) 

第 2回 4/3(月)17：00～18：30 

第 3 回 4/10(月)17：00～18：30 

第 4 回 4/11(火)17：00～18：30 

※函館キャンパス所属の学生は遠隔通信システムを利用して，説明会に参加できます。 

 

11．主要日程 

 
授業開始：新渡戸スクール英語科目Ⅰ(選択科目)：４月７日(金)から ※ 受講希望者のみ 
     新渡戸スクールⅠ「チーム学習の基礎」(必修科目)：５月８日(月)から 
新渡戸スクール入校式：５月 13 日(土) 

プレイスメントテスト： 

 入校許可者には，５月 13 日(土)に高等教育推進機構で TOEFL-ITP もしくは TOEIC-IP のテストを

受験していただきます。また，スチューデント EQvテストを入校後に受験していただきます。いずれ

のテストも受験料はかかりません。 
 詳細については入校許可者に対して選考結果発表時にお知らせします。 
 
12．問い合わせ先 

  
 〒060-0817 札幌市北区北 17 条西 8 丁目 
 北海道大学学務部学務企画課 新渡戸スクールオフィス 
  T E L ：011-706-5596 
 E-mail：nitobe-school-office@academic.hokudai.ac.jp 
 

i 新渡戸スクールの詳しい情報については，HP(http://nitobe-school.academic.hokudai.ac.jp)を参照ください。 
ii 平成 29 年度 4月入学者を含む。 
iii 本学大学院の修士課程(博士前期課程を含む)、専門職学位課程、博士後期課程及び 4年生博士課程を指します。 
iv 大学院共通授業科目については、「大学院共通授業科目履修案内」 
 (http://www.hokudai.ac.jp/gakusei/instruction-info/gclass/)を参照してください。 
v スチューデント EQ テストについては、大学生協 HP(http://seq.univcoop.or.jp/)を参照してください。 

                                                   


