北海道大学「新渡戸カレッジ」とは
各学部での教育にプラスして、グローバル
社会で活躍するために必要なスキルを学ぶ
プログラムです

新渡戸カレッジ

学部教育

グローバル社会の
リーダーとして
必要なスキル

北海道大学 12 学部の全ての学生を対象とした横断的教育
プログラムです（募集人数：1 年次 200 名・2 年次 50 名）

募集

平成 2 9 年度新入生対象

新渡戸カレッジ生

目指せ！北大発グローバルリーダー
北海道大学新渡戸カレッジは、豊かな人間性と国際性を育むために取り入れられた
各種教育を、学部教育と並行して実践する特別教育プログラムです。本カレッジの
名称は、本学の前身である札幌農学校 2 期生で、国際連盟事務次長を務めた新渡
戸稲造に由来します。
【新渡戸カレッジの特長】
●

グローバル・リーダーを育成する 2 段階の教育プログラム

● 自律的な個人の確立と専門能力を高める留学制度
●

リーダーシップに必要なスキルとマインドを育む
独自のカリキュラム

●

国際経験の豊かな同窓生からなるフェローによる
キャリア支援

2年目以降

オナーズ
プログラム
1年目

基 礎プログラム

募集日程等
入校申し込み（プレイスメントテスト）受付
プレイスメントテスト）受付
3 月 10 日（金）
〜 3 月 31 日（金） 応募フォーム：QR コードか下記 URLでアクセスしてください。
（新渡戸カレッジ入校の志望 動機を

400 字程度入力する項目があります）
https://qooker.jp/Q/auto/ja/
nitobecollege2017FR/form/

新渡戸カレッジ入校説明会
3 月 30 日（木）
）
（入校手続き、
履修方法等の説明。2 回とも同じ内容です。
〜 3 月 31 日（金）
【時間】3 月 30 日（木）14:00 〜15:30

3 月 31 日（金）14:00 〜15:30

【場所】高等教育推進機構 大講堂（札幌市北区北17 西8）

4 月 2 日（日） プレイスメントテスト（TOEFL-ITP）
9:30〜14:00
14:00（予定） TOEFL についてはこちらをご覧ください。
http://www.cieej.or.jp/toefl/itp/

【場所】人文・社会科学総合教育研究棟（札幌市北区北10西7）

新渡戸カレッジへの入校要件
平成 29 年度に入学した学部学生
一定レベルの英語能力（TOEFL-iBT 61点 = TOEFL-ITP 500 点以上相当）
一定レベルの

1 年次入校
カレッジ仮入校のための
プレイスメントテスト
（平成 29 年 4 月 2 日）

カレッジ入 校【 200 名】
1 年次 1 学期に「グローバル基
礎科目」
礎科目 （2 科目）を履修し単位

2 年次入校
カレッジ仮入校のための
プレイスメントテスト
（平成 30 年 4 月）

カレッジ入 校【 50 名】
2 年次 1 学期に「グローバル基
礎科目」
（2 科目）を履修し単位

4 月 11 日（火）

合格発表（仮入校生）

を取得すること及び所定の行事

を取得すること及び所定の行事

5 月 13 日（土）

新渡戸カレッジ入校式

に参加しポイントを得ること

に参加しポイントを得ること

特別教育プログラム「新渡戸カレッジ」
基礎プログラムの必修科目

基礎プログラム

グローバル基礎科目
・リーダーシップ力に関する気づき、また海外留学の意義、
目的及び実態について学問の世界、現代社会の課題、
キャリアデザインの視点から学び、自らの考えを深める

授業科目

対象
学年

単位

修了
要件

留学支援英語

1・2

2

必修

海外短期語学研修

1・2

2

選択

国際交流科目

1・2

2

2 単位以上
選択 【留学支援英語

日本文化・社会に関する理解増進科目 1・2 1、2 選択

留学支援英語
・英語を母語とする講師による少人数クラスによる実践英語
・英語によるコミュニケーション能力の向上
・留学時に必要なアカデミックスキルの修得

修了に必要
な単位数

2単位は必修】

英語による学部専門科目

2

グローバル基礎科目
（リーダーシップを考える）

1・2

1

必修

グローバル基礎科目（留学を考える）1・2

1

必修

新渡戸学（フェローゼミ）

1・2

1

3単位以上
必修 【グローバル

フィールド型演習

1・2

2

選択

多文化交流科目

1・2

2

選択

グローバル・キャリア・デザイン

1・2

2

選択

1、2 選択

基礎科目、
フェローゼミ
の合計
3単位は必修】

新渡戸学（フェローゼミ）
・フェローの主導により現地視察の中から課題を発見し
グループワークにより課題解決方法を探る演習

海外留学
・協定校等への原則1セメスター以上の留学
・２〜４週間の短期留学プログラム
（短期留学スペシャルプログラム、各学部の派遣プログラム）

修了要件
基礎プログラム (1年間）

オナーズプログラム（2年目以降）※2018年度開設

・正式入校生となり、必修科目の単位を修得したうえで5単位以上修得
していること

・卒業時に海外留学を含む新渡戸カレッジ所定の科目を修得し、
TOEFL-iBT80 点相当以上、成績上位 50% 以内の全て満たすこと

・基礎プログラムを修了した者には「新渡戸カレッジ・アソシエイト」の
称号を授与する

・オナーズプログラム修了者には成績その他の履修状況に応じた称号を
授与する
新渡戸カレッジ
新渡戸カレッジ
Summa cum Laude Magna cum Laude

新渡戸カレッジ・アソシエイト

新渡戸カレッジ
Cum Laude

新渡戸カレッジのフェロー制度《同窓生によるキャリア形成支援》
北海道大学は、
「フロンティア精神」
「国際性の涵養」
「全人教育」
「実
学の重視」を基本理念に掲げ、国内外の様々な分野にパイオニアやリー
ダーを輩出してきました。企業 等で活躍するこうした同窓生のうち、
推薦を受けた方々が「新渡戸カレッジフェロー」となっています。フェ
ローは、グループ・ミーティングやフェローゼミ、対話プログラム等の
プログラムを担当します。みなさんは、フェローの社会での経験や知
見に直に触れることができる、これらのプログラムを活用することで、
グローバル社会で活躍していくためのヒントが得られるでしょう。

【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

新渡戸カレッジオフィス

TEL：011-706 - 5414
Email：nitobe-college@academic.hokudai.ac.jp URL：http://nitobe-college.academic.hokudai.ac.jp/

