
各分野における高度な専門性に立脚し、その専門性を活用
する能力、すなわち〈能力更新力〉、〈組織形成力〉、〈社会還
元力〉、〈専門職倫理〉を高めることにより、国際社会におけ
る創造的な課題解決及び社会的価値の創出を実現できる
専門家を育成するための各種教育を、大学院教育と並行し
て実践する特別教育プログラムです。

対象

構成

北海道大学のすべての修士課程及び専門職学位
課程に在籍する学生

基礎プログラム及びオナーズプログラムから構成され
ます。主要科目は大学院共通授業科目として開講さ
れ、基礎プログラムは半年で修了し、オナーズプログラ
ムは最短半年で修了することが可能です。

募集日程と応募方法

受付期間

応募要件

2022年9月14日（水）～10月4日（火）
応募フォーム ： 下記URLか右のQRコードからアクセスしてください。
https://ws.formzu.net/dist/S81125777/

志望動機の提出

TOEIC- IP
テスト

（1）知的関心 （2）修得したい知識や能力
（3）将来の目標に関連づけて記述してください。（800字程度）

TOEIC-IPテスト（オンライン）を受験すること。
（基準点:TOEIC-IPスコア700）
受験日：10月14日（金）～16日（日）
※スコアレポート等の提出による代替、その他免除制度あり。

要事前オンライン登録

入校説明会

日本語 英語
日時

場所

9月30日（金）
17:00 -18:00 17:00 -18:00

10月3日（月）

北海道大学高等教育推進機構 1F 
新渡戸カレッジ学生交流室（大塚ルーム）  
（札幌市北区北17西8）

いずれかの日程で必ず出席してください。

入校説明会に出席できない場合は、新渡戸
カレッジ担当に配布資料を取りに来るか、
ウェブサイトからダウンロードしてくだ
さい。

開催内容は変更する場合があるので、同
ウェブサイトを確認すること。

10月26日（水）　合格発表 11月5日（土） 入校式、オリエンテーション、初回授業
応募後の流れ

基礎プログラム大学院教育コース応募
9月14日（水）～10月4日（火）

TOEIC-IPテスト受験
10月14日（金）～16日（日）

基礎プログラム大学院教育コース
11月～2月 履修、修了証書授与

オナーズプログラム大学院教育コース応募
3月下旬～4月上旬（予定）

オナーズプログラム大学院教育コース
5月～9月 履修、修了証書・称号授与

https: //nitobe-college.
academic.hokudai.ac.jp

プログラムや募集の詳細については、
下記ウェブサイトでご確認ください。

新渡戸カレッジ

E-mail： nitobe-school-office@academic.hokudai.ac.jp
URL： https://nitobe-college.academic.hokudai.ac.jp

新渡戸カレッジ担当（高等教育推進機構1F，⑥番窓口）
〒060 - 0817 札幌市北区北17条西8丁目　TEL： 011-706-5596

新渡戸カレッジ基礎プログラム
大学院教育コース

専門性をいかせ 可能性をひらけ

2022年度 秋入校生募集
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Application Period

September 30 (Fri), 5 pm - 6 pm
October 3 (Mon), 5 pm - 6 pm

October 26 (Wed): Announcement of results
November 　5 (Sat) : Enrollment ceremony, orientation and the first day of class

This is an interdisciplinary education program designed for 
graduate students to develop their abilities and skills for 
embracing their expertise. 
By completing the program, students will have built their 
competency for sustainable personal development, team 
organization and management skill, knowledge application 
capacity, and awareness of professional ethics.

Eligibility

Structure
The program consists of Foundation Program and Honors 
Program. Their core courses are offered as Inter-Graduate 
School Classes (postgraduate common subjects) and each 
program can be completed in six months.

Students who are enrolled in Hokkaido University’s master’s 
or professional degree programs.

How to Apply
Application Period

September 14 (Wed) to October 4 (Tue), 2022

Access the following URL or scan the QR code. 
https://ws.formzu.net/dist/S81125777/

Application Form

Requirements
When submitting a statement of purpose, make sure to include: 
(1) your intellectual interests; (2) knowledge and skills that you wish to develop;
and (3) your future vision (about 400 words).

1F, Nitobe College Student Room (Ohtsuka Room)
Institute for the Advancement of Higher Education Hokkaido University 
(Kita 17 Nishi 8, Kita-ku, Sapporo)

You must take the TOEIC-IP Test (Online). (reference score: 700 of TOEIC-IP)

Exam date: October 14(Fri) -16(Sun) / Prior online registration required
*Available exemption: submission of official score report or equivalent and so on.

Dates

English

Japanese

Students who intend to apply must attend the session either of the above dates.

Students who are unable to attend the session must collect handouts at the Nitobe College 
Section or download from Nitobe College’s website.

Please check the website since the event is subject to change.

Information Session for Prospective Students

Place

Important Dates

Please refer to the following 
website about program and 

application details.

https://nitobe-college.
academic.hokudai.ac.jp/en

Nitobe College

Application period of Foundation Program
September 14 (Wed) to October 4 (Tue)

TOEIC-IP Test
October 14 (Fri)  to 16 (Sun)

Foundation Program for Graduate Students
November to February, 

Awarding certificates of completion

Application period of Honors Program
Late March to early April (TBA)

Honors Program for Graduate Students
May to September, 

Awarding certificates of completion and titles

Utilize Your Expertise, Unleash Your Potential 

Nitobe College Section  (Window No. 6, 1F, Institute for the Advancement of Higher Education)
Address: Kita 17 Nishi 8, Kita-ku, Sapporo 060-0817  TEL : 011-706-5596
Email: nitobe-school-office@academic.hokudai.ac.jp 
URL: https://nitobe-college.academic.hokudai.ac.jp/en

Nitobe College Foundation Program  for Graduate Students 
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