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【重要なお知らせ】

新型コロナウイルスに関する対応
　今学期の授業はオンライン（同時配信型・オンデマンド型・対面とのハイブリッド型）で行われる可能性があ
ります。オンライン授業では、北海道大学のオンライン授業システムを使います。そのため、オンライン申請のとき
にELMSメールアドレス（「@elms.hokudai.ac.jp」または「@eis.hokudai.ac.jp」）を登録してください。ELMS
メールアドレスを持っていない場合、所属部局に問い合わせてください。

(1)オンライン申請とプレースメントテストの日時をかならず守ってください。
【オンライン申し込み・プレースメントテスト受験期間】
　第１学期：３月16日（火）午後３時～３月30日（火）午後３時（日本時間）
　第２学期：９月７日（火）午後３時～９月21日（火）午後３時（日本時間）

　ただし、初級文法と初級口頭表現のみ
　春学期：３月16日（火）午後３時～３月30日（火）午後３時（日本時間）
　夏学期：５月31日（月）午後３時～６月８日（火）午後３時（日本時間）
　秋学期：９月７日（火）午後３時～９月21日（火）午後３時（日本時間）
　冬学期：11月16日（火）午後３時～11月22日（月）午後３時（日本時間）

【オンライン申し込みURL】https://jpncourse.oia.hokudai.ac.jp/entry/

新規学生も継続学生も、全員がオンライン申請をしなければなりません。申請のあと、新規学生はかならずプ
レースメントテストを受験してください。ただし、日本語の初習者は自動的に初級１レベルに配置されるので受
けないでください。
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。なお、各クラスには定員の制限があるので、できる
だけ早いうちに申し込みを済ませてください。

(2)継続学生は、つぎの選択肢からどちらかを自分で選んでください。
　A) プレースメントテストを受験して、その点数でクラスを決めてもらう。
　B) プレースメントテストを受験しないで、つぎのレベルに自動的に進む。
　どちらの場合も、最終的には人数によって調整されますので、かならずしも希望するクラスに入れるわけで
はありません。

(3)プレースメントテストは、ネットが使える場所で、個別に受験してください。
　プレースメントテストを受けるために、大学に来る必要はありません。世界中のどこからでも、Web上で受け
ることができます。プレースメントテストの受験方法については、オンライン申請のあと、メールでお知らせします。

(4)配置されたクラスに出席できない場合、Web上でキャンセルしてください。
　出席できないクラスは、下記のサイトから自分でキャンセルしてください（学内ネットワークのみアクセス可能）。
また、配置クラスの科目担当者に連絡無しで３回連続欠席した場合、そのクラスは自動的に「キャンセル」とな
りますのでご注意ください。
https://jpncourse2.oia.hokudai.ac.jp:22443/student/login.php

(5)プレースメントテストの結果が希望科目と合わなかった場合は、クラスに配置されないことがあります。

※もっと詳しい内容が知りたい人は、以下の「問い合わせフォーム」をよく読んでください。
https://www.hokudai.ac.jp/php/jc/faq/
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【Important Notice】

COVID-19 Response: Japanese Courses offered online
　Classes this semester may be conducted online (live, on-demand and hybrid with face-to-face). 
We will use Hokkaido University’s online class system. In order to join the classes, students 
must use an ELMS email address (‘@elms.hokudai.ac.jp’ or ‘@eis.hokudai.ac.jp’). Please use 
your ELMS address when registering for the course. If you do not have an ELMS email 
address, please contact your department.

(1) Please strictly observe the date and time of your application and placement test.
【Online Application and Placement Test Period】
　First semester: Tuesday, March 16, 3pm ‒ Tuesday, March 30, 3pm (JST)
　Second semester: Tuesday, September 7, 3pm ‒ Tuesday, September 21, 3pm (JST)

　Introductory Grammar and Introductory Communication only
　Spring quarter: Tuesday, March 16, 3pm ‒ Tuesday, March 30, 3pm (JST)
　Summer quarter: Monday, May 31, 3pm ‒ Tuesday, June 8, 3pm (JST)
　Fall quarter: Tuesday, September 7, 3pm ‒ Tuesday, September 21, 3pm (JST)
　Winter quarter: Tuesday, November 16, 3pm ‒ Monday, November 22, 3pm (JST)

【Online Application URL】https://jpncourse.oia.hokudai.ac.jp/entry/

　Both new and continuing students: everyone has to fill out the application form online. After 
filling out the application form, new students have to take a placement test. However, students 
who have not previously studied Japanese DO NOT need to take the placement test as you 
will be automatically placed in Introductory 1. 
　It will take about 2 hours for the online application and the placement test. As the number 
of students allowed in each class is limited, an early application is recommended.

(2) Continuing students must select one of the two options given below.
　A) Taking a placement test →　your classes will be decided based on the test scores.
　B) Not taking a placement test →　you will be automatically assigned to the next level 
of classes.
　In either case, admission is ultimately regulated on the basis of the number of students. 
Please understand that you might not be admitted to your desired class. 

(3) Please personally take the placement test at a place with internet access.
　It is not necessary to come to Hokkaido University to take the placement test. You can take 
the placement test online from anywhere in the world. You will be informed about exam 
procedures via email after making the online application.

(4) If you cannot attend assigned classes, please cancel them online. 
　If you cannot attend the class, please cancel the class/classes at the website below 
(accessible only from on campus network). Please note that if you fail to show up for class 
three times in a row without contacting the instructor the class will be automatically cancelled. 
https://jpncourse2.oia.hokudai.ac.jp:22443/student/login.php

(5) You may not be placed in your desired class if your placement test score doesn't meet the 
requirement.

*For more information, please refer to the “Contact Form” on our website. 
https://www.hokudai.ac.jp/php/jc/faq

【重要通知】

关于新型冠状病毒的对应

　这学期的课程有可能要在网上进行（直播·录播·与面授混合）。网课使用北海道大学的平台。因

此，在申请日语课程时，请登录你的ELMS电子邮件（「@elms.hokudai.ac.jp」或「@eis.hokudai.ac.jp」）。

没有ELMS电子邮件的学生，请与你的所属部门联系取得。

（1）请务必遵守网上申请和评估测试的日期和时间。

【在线申请时间（注：申请时有语言能力测评）】

　第１学期：３月16日（星期二）下午３点～３月30日（星期二）下午３点（日本时间）

　第２学期：９月７日（星期二）下午３点～９月21日（星期二）下午３点（日本时间）

  初级班 语法课, 口语课

　春学期：３月16日（星期二）下午３点～３月30日（星期二）下午３点（日本时间）

　夏学期：５月31日（星期一）下午３点～６月８日（星期二）下午３点（日本时间）

　秋学期：９月７日（星期二）下午３点～９月21日（星期二）下午３点（日本时间）

　冬学期：11月16日（星期二）下午３点～11月22日（星期一）下午３点（日本时间）

【网上申请URL】https://jpncourse.oia.hokudai.ac.jp/entry/

　无论是第一次选课的学生还是接着上学期继续选课的学生，都必须进行网上申请。申请之后，新

生必须要接受评估测试。但是，从未学习过日语的学生不需要接受评估测试，会自动分配到初级1。

　网上申请以及评估测试需要花费约2小时。此外，各课程均人数限制，建议及早完成申请。

（2）接着上学期继续选课的学生，可从下面几项当中任选其一。

　　A) 参加评估测试考试，根据成绩被安排到相对应的班级。

　　B) 不参加评估测试考试，自动进入下一个级别。

　无论哪种情况，最终都会根据选择该课程的人数进行调整，所以结果可能会与最初意愿有出入。

（3）关于评估测试，请在网络环境下独自进行。

　接受评估测试考试的学生，不需要到北海道大学参加考试，可以在任何有网络环境的地方进行。

在网上申请课程之后，您会收到有关如何进行评估测试的邮件。

（4）若无法按时出席被安排的课程，请在网上取消该课程。

　请务必在下面的网站主动取消不能出席的课程（只能通过学校内网络登录）。请注意，如果没有

向任课教师说明原因，而连续缺席3次，则自动取消该课。

https://jpncourse2.oia.hokudai.ac.jp:22443/student/login.php

（5）如果你的评估测试结果与所选科目不相符合的情况，有可能无法分配到班级。

※更详细内容，请浏览本中心主页的咨询栏。

https://www.hokudai.ac.jp/php/jc/faq/
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