
2021年度
高等教育推進機構国際教育研究部
「一般日本語コース」概要

1.授業のレベルと科目

　高等教育推進機構 国際教育研究部では、外国人留学生・研究員・教職員のための「一般日本語コー
ス」を、下に書いてあるとおりに行います。

　学生それぞれが必要な科目を履修するシステムです。ただし、プレースメントテストの結果によって
は、受けたい科目を受けられないこともあります。

２．授業が行われる期間
第１学期：2021年４月12日（月）～2021年８月12日（木）
第２学期：2021年10月４日（月）～2022年２月８日（火）

ただし、初級文法と初級口頭表現のみ　　
　春学期：2021年４月12日（月）～2021年６月11日（金）
　夏学期：2021年６月14日（月）～2021年８月12日（木）
　秋学期：2021年10月４日（月）～2021年11月26日（金）
　冬学期：2021年11月29日（月）～2022年２月８日（火）
（土、日、国民の祝日は授業を行いません）

３．時 間 割
　それぞれ次のページをご見てください。
　　　「初級レベル」 28－69ページ
　　　「中・上級レベル」 70－129ページ

４．教　　室

　授業は主に学生交流ステーション（北15条西8丁目）で行われます。教室はコース
がはじまる時に知らせます。なお、新型コロナウイルスへの対応のため、この学期の
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。
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Institute for the Advancement of Higher Education

General Japanese Course Information
  2021

The institute for the Advancement of Higher Education will offer General Japanese classes for 
overseas students, teaching and research staff, and office workers in 2021, as outlined below.

Comprehension
(Basic)

Comprehension
(Practical)

Levels
Introductory

Intermediate

Advanced

Subjects
1. Levels and subjects

Students are free to choose from these according to their needs. However, the class level will be 
determined on the basis of a placement test and on the amount of previous study of Japanese.

First semester: Monday, April 12, 2021 - Thursday, August 12, 2021
Second semester: Monday, October 4, 2021 - Tuesday, February 8, 2022

    Introductory Grammar and Introductory Communication only
    Spring quarter: Monday, April 12, 2021 to Friday, June 11, 2021
    Summer quarter: Monday, June 14, 2021 to Thursday, August 12, 2021
    Fall quarter: Monday, October 4, 2021 to Friday, November 26, 2021. 
    Winter quarter: Monday, November 29 to Tuesday, February 8, 2022 
(No classes on Saturdays, Sundays, and national holidays.)

2. Course dates

Please see the following pages: 
Introductory level, pages 28-69
Intermediate and Advanced levels, pages 70-129

3. Timetable

Classes will be taught in the Student Communication Station building (Kita 15, Nishi 8). Classrooms 
will be announced at the beginning of the semester. In response to the COVID-19 pandemic, 
classes this semester may be conducted online (live, on-demand, and hybrid with face-to-face).

4. Classrooms

Grammar

Survival Japanese
Interaction

(Basic)
Interaction
(Practical)

Interaction

Japanese Seminar

Communication

Expression

Business Japanese

Kanji & Vocabulary

Comprehension

Expression
(Basic)

Expression
(Practical)
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５．授業時間

時　　間

1時限
08：45～10：15

2時限
10：30～12：00

3時限 4時限 5時限
13：00～14：30 14:45～16：15 16：30～18：00

【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）

　一般日本語コースの授業を受けたい人は、全員、かならず申し込みをしてください。ホームページ
（https://jpncourse.oia.hokudai.ac.jp/entry/）から申し込んでください。上に書いてあるオンライン申
し込みの期間の間に、申し込みを終わらせてください。なお、どんな理由があっても、オンライン申し込み
の期間が終わった後の申し込みはできません。
　オンラインで申請するときにELMSメールアドレス（「@elms . h okuda i . a c . j p」または

「@eis.hokudai.ac.jp」）を入力して、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、自分
が所属している部局に問いあわせてください。
　ホームページからの申し込みがうまくいかない場合は、このメールアドレス
（japanese_courses@oia.hokudai.ac.jp）までお知らせください。

６．授業を受ける資格
北海道大学に所属する「外国人留学生」（留学ビザを持つ「学部学生」「研究生」「大学院生」「特
別聴講学生」「特別研究学生」）または、「外国人教職員」「外国人研究員」であること。「聴講学
生」「科目等履修生」は一般日本語コースを受けられません。

７．定　　員
　それぞれのクラスの定員を最大25名とします。

８．授業の申し込み方法と申し込み期間
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5. Class times

6. Student eligibility
The course is open to overseas students enrolled at Hokkaido University with a student visa 
(bachelor’s degree program students, research students {kenkyusei}, graduate students, special 
auditors, and special research students), also overseas teaching and research staff, and office 
workers who work in Hokkaido University. Auditors and credited auditors cannot apply for the 
course. 

25 students per class

【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)

All applicants for the General Japanese Course should submit an application through the 
homepage (https://jpncourse.oia.hokudai.ac.jp/entry/) . Please complete and submit the 
application during the application period noted above. No applications are accepted after the 
designated application period. To join the classes, students must use an ELMS e-mail 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 e-mail address, please contact your department. 
If you have any problems with the online application, please contact
 japanese_courses@oia.hokudai.ac.jp.

7. Maximum enrollment

8. Applications

Period 1　　08:45-10:15　　　　Period 2　　10:30-12:00　　　　Period 3　　13:00-14:30
Period 4　　14:45-16:15　　　　Period 5　　16:30-18:00
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　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）

　一般日本語コースの授業を受けたい人は、全員、かならず申し込みをしてください。ホームページ
（https://jpncourse.oia.hokudai.ac.jp/entry/）から申し込んでください。上に書いてあるオンライン申
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（japanese_courses@oia.hokudai.ac.jp）までお知らせください。

６．授業を受ける資格
北海道大学に所属する「外国人留学生」（留学ビザを持つ「学部学生」「研究生」「大学院生」「特
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生」「科目等履修生」は一般日本語コースを受けられません。
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じょうい

う

さい

に ほんご はじ まな ひと しょきゅう はい う

う ばあ い もう こ ひつよう もう こ じゅぎょう う

いばあはじうじゅぎょうごほんにいっぱんがくせいしゅうりょうけんしゅうご

う
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がくせい ごほんに こ はいちから はか こたせいふ ほうほう ぶんじ りょくじつ

注意
（1）どのクラスに入るかは、これまで受けた授業かプレースメントテストの結果によって決めます。自分が受けたい曜日やレ
ベルのクラスに入れないこともあります。

（2）一部の学生のほかは、一般日本語コースの科目は「単位」になりません。
（3）授業に合格するためには、基本的に出席が70％以上、成績が60％以上でなければなりません。

10．授業を受けるクラス
　授業を受けるクラス、時間、教室は、授業開始の前日までにメールでお知らせします。

一般日本語コースについての質問は、下に書いてあるよくある質問のページを見てください。
https://www.hokudai.ac.jp/php/jc/faq/

いっぱん に ほん ご しつもん した か しつもん み
11．問い合わせ先

と あ さき

じゅぎょう う

うじゅぎょう

じ かん きょうしつ かい し ぜんじつ しじゅぎょう

ちゅうい

はい

はい

いちぶ がくせい

じゅぎょう ごうかく きほんてき しゅっせき いじょう せいせき いじょう

いっぱんにほんごう か もく たんい

う じゅぎょう けっか き じぶん う ようび

注意
(1)このテストはテストを受けた学生の日本語の力を測るものです。不正な方法で答えて、自分の実力を超えたクラスに入
れたとしても、最後に不合格になる場合もあります。
(2)日本語を初めて学ぶ人はかならず初級１レベルのクラスに入るので、テストを受けないでください。
(3)プレースメントテストを受けない場合でも、オンライン申し込みは必要です。申し込みをしないと授業を受けられません。
(4)日本語研修コースを修了した学生も、一般日本語コースの授業を受けるのが初めての場合は、かならずプレースメントテ
ストを受けてください。

（5）以前に「実用日本語」を受講して今学期(初級文法、または中級科目を申請する学生は、かならずプレースメントテストを
受けてください。また、初級文法から「実用日本語」に科目を変更する学生もプレースメントテストが必要です。

９．プレースメントテスト
あたら いっぱん に ほん ご じゅぎょう う ひと う

うがくせいうじゅぎょうがっきまえひつよう

もう こ き かん おな き かん おこな

もう こごほんにいっぱん

ご もう こ かんりょう おく ない よう せ かいじゅう じゅ けん

いばあいか ちゅう

した

　新しく一般日本語コースの授業を受けたい人は、かならずプレースメントテストを受けてください（下に
書いてある注意(2)の場合は必要ありません）。前の学期も授業を受けていた学生は受けなくてもかまい
ません。プレースメントテストは、申し込みの期間と同じ期間にオンラインで行います。まずはホームページ

（https://jpncourse.oia.hokudai.ac.jp/entry/）から一般日本語コースへの申し込みをしてください。そ
の後、申し込み完了のメールが送られます。その内容にしたがってください。世界中どこからでも受験で
きます。
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New applicants who have never taken the General Japanese Course must take a placement test 
(except those mentioned in Note (2) below). If you took classes in the previous semester/quarter, 
you may take a placement test this time, but you do not have to. The placement test is conducted 
online during the same period as application. First, submit an application through the homepage 
(https://jpncourse.oia.hokudai.ac.jp/entry/). After that, take the test following the e-mail instructions 
you will get from us. You can take the test from anywhere in the world.

Notes：
(1) The purpose of this test is to check the applicants’ Japanese level. If you cheat on the test and are placed in a 

higher class than your level, this may result in your failing the class.
(2) If you have not previously studied Japanese, please DO NOT take the placement test as you will be 

automatically placed in Introductory 1.
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https://www.hokudai.ac.jp/php/jc/faq/
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