
アスクル整骨院では、
患者さまの健康的な生活を
サポートすることを目指し、

スタッフ一同
「ていねいに誠実に」
を第一にしています。

Hokkaido University Institute for International Collaboration(IIC)                                  

Center for International Education and Research

General Japanese Language Course 

First Semester 2017

Center for International Education and Research offers the “General 

Japanese Language Course” for overseas students and teaching/research 

staff starting on Tuesday, April 11, 2017. Classes are offered at 8 levels: 

Introductory 1-4, Intermediate 1-3 and Advanced. Introductory level 

includes Grammar, Communication and Kanji/Vocabulary. Intermediate and 

Advanced level include Interaction, Expression, Comprehension, Business 

Japanese (Adv. level only) 

For more information on the courses and application procedures, please 

refer to the “Course Guide First Semester 2017”. Your class levels will be 

determined on the basis of a placement test and on the previous 

semester’s level.

◆ Online application & placement test period:
From 3:00PM, Thursday, March 16th

To 3:00PM, Thursday, March 30th (Japan Standard Time)

*  It will take about 2 hours for online application and the placement test.
*  You can take the placement test online from anywhere in the world. Please 

take the placement test individually at a place with internet connection. You 
will be informed about exam procedures via e-mail after completing the 
online application.

Notes:
(1) All applicants (new and continuing) must complete an online application.
※ Individuals who did not apply during the application period will not be able 

to take the Japanese courses. As the number of student intake in each class 
is limited, an early application is recommended.

(2) All new applicants must take a placement test with some exceptions.
Continuing applicants can decide whether to take a placement test or not.

・For more details, please refer to the “Course Guide First Semester 2017”   
(due to be distributed at the beginning of Feb. Also available at our website) 
and  “Contact Form” (http://www.hokudai.ac.jp/php/jc/faq/).

◆ Online application URL:http://jpncourse.oia.hokudai.ac.jp/entry/

(You can also access it from our website)

http://www.hokudai.ac.jp/php/jc/faq/
http://jpncourse.oia.hokudai.ac.jp/entry/
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2017年度 第1学期“普通日语讲座”
招生通知

面向外国留学生，研究员和教师开讲的一般日语课程将于4月11日(星期二)
开始授课。开讲课程从初级到高级水平，包括初级1～4，中级1～3，高级，
共8个等级。初级有【语法】【口语】【汉字与词汇】3个科目。中上级有
【会话】【表达】【理解】3个科目，以及【商务日语】(均仅限高级)。可针
对各自需要选择相应的课程。

各课程的内容在《日语课程概要》(预计2月上旬发行)中有详细介绍，请根
据自己的水平选择和申请相应课程。但是，最终科目的等级将根据该生以往
所修课程履历以及评估测试的结果来决定，因此有可能无法登陆自己想要听

讲的课程。

◆ 在线申请及评估测试时间安排：
2017年3月16日(星期四) 下午3:00 ～ 3月30日(星期四)下午3:00

【日本时间】

◆ 在线申请报名网址: http://jpncourse.oia.hokudai.ac.jp/entry/

（也可通过本中心的主页进行链接）

・在线申请及评估测试大约需要两个小时。
・评估测试可在网上进行，请在可使用互联网的环境下自主接受测试。关于评

估测试的实施方法，本中心将在申请者完成网上申请后用电子邮件进行通知。

【注意事项】
（1）所有学生，无论是新注册者还是继续选修者，都必须进行在线申请。

※申请期限内未能完成报名的学生将失去听讲资格。此外，各课程有人数
限制，建议尽早完成申请。

（2）请新注册的学生务必参加评估测试(一部分学生除外)。继续选修的学生可

自行决定是否参加评估测试。

・详情请见本中心的“日语课程概要”手册（预计2月上旬发行，本中心主页
亦可阅览）以及“咨询事项”(http://www.hokudai.ac.jp/php/jc/faq/)。

北海道大学国际连携机关国际教育研究中心

http://jpncourse.oia.hokudai.ac.jp/entry/
http://www.hokudai.ac.jp/php/jc/faq/
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北海道大学国際連携機構国際教育研究センター

2017年度 第1学期「一般日本語コース」
受講生募集のご案内

外国人留学生・研究員・教員のための一般日本語コースを４月11日（火）
から開講します。開講レベルは初学者から上級者までの、初級１～４、中級
１～３、上級のあわせて８レベルがあります。初級では「文法」「口頭表
現」「漢字・語彙」の３科目、中上級では「やりとり」「表現」「理解」の
３科目と「ビジネス日本語（上級のみ）」があり、それぞれの学生のニーズ
に応じて必要な科目を履修するシステムです。
それぞれのクラスの内容は『日本語授業概要』冊子（２月上旬配布予定）

に記載されていますので、自分のレベルに合ったクラスを選んで申し込んで
ください。なお、受講レベルは受講歴やプレースメントテストの結果によっ
て決定されますので、希望のクラスを受講できない場合があります。

◆ オンライン申請・プレースメントテスト受験期間：

2017年3月16日(木) PM3:00～3月30日(木) PM3:00【日本時間】

◆オンライン申請 URL：http://jpncourse.oia.hokudai.ac.jp/entry/
（当センターHPからもアクセスできます）

・ オンライン申請とプレースメントテストで約２時間かかります。
・ プレースメントテストは Web 上で受験できます。ネットが使える場所で、個別

に受験してください。テストの受験方法は、オンライン申請の後、メールでお知
らせします。

＜留意事項＞
(1) 新規･継続を問わず、すべての受講希望者はオンライン申請をする必要があります。

※申込期間に申込みをしなかった人は、日本語の授業を受講できません。なお、
各クラスには定員の制限があるので、できるだけ早いうちに申込みを済ませてく
ださい。

(2) 新規学生は、必ずプレースメントテストを受験してください（一部の学生を除
く）。継続学生は、プレースメントテストを受験するかどうか、自分で決めて

ください。

・ 詳しい内容については、当センターにある『日本語授業概要』の冊子（２月上旬配
布予定。当センターHP でも入手可）と「問い合わせフォーム」

（http://www.hokudai.ac.jp/php/jc/faq/）をよく読んでください。

http://jpncourse.oia.hokudai.ac.jp/entry/
http://www.hokudai.ac.jp/php/jc/faq/

