
2020春夏ターム Brush-Up英語講座 受講申請書 

Application for Brush-Up English Courses Spring & Summer 2020 

 

希望するコースにチェック✔してください。Please check the lecture which you prefer to take. 

 受講希望コース Classes you wish to take 曜日 Day 時間 Time 

 English Discussion (Instructor: Mr. Burrow) 水 Wed. 16:30–18:00 

 Academic Writing (Instructor: Mr. Burrow) 水 Wed. 18:15–19:45 

 English Communication (Instructor: Ms. Lin) 月 Mon. 17:00–18:30 

 Talk & Talk (Instructor: Mr. Sullivan) 木 Thu. 8:45–10:15 

 Chat for Work (Instructor: Mr. Sullivan) 木 Thu. 16:30–18:00 

＊定員に達した場合は原則的に先着順といたします。Applications are received in the order that they arrive. 

＊複数コースの受講申し込みも可能ですが、申込人数によってはコース数を調整する可能性があります。Students 

can apply more than two courses but may not be able to take them all depending on the number of applications. 

 

氏名  Name  

研究科名 
School 

School of Engineering / Graduate School of 
 

部・院 

専攻・コース 
Division 

 

課程・年次 
Year 

学部(U) ・ 修士(M) ・ 博士(D) 

 
年 

学生番号 
Student ID # 

 

連絡先電話 
Phone # 

 
研 究 室
内 線 
Ext. 

 e-mail  

 

英語力： 
English 
Proficiency 

今現在、英語を使って何をどのくらいできますか？What can you do with the English language? 
 
 
 
TOEIC（         ） TOEFL-ITP（         ）, TOEFL-iBT（         ）， 
英検（         ）級, その他（         ） 

＊頂いた個人情報は連絡を取る為のものであり、その他の目的には使用しません。 

The personal information obtained shall not be used for purposes other than contacting the students and managing attendance. 

 

■ 受講条件 

1. 工学院、情報科学院及び総合化学院（工学研究院所属の教員が指導する学生）の大学院生、学部 2 年生・3 年生・4 年

生を対象とする。The program is open to graduate students, sophomores, juniors and seniors enrolled in students enrolled in 

the Graduate School of Engineering, Graduate School of Information Science and Technology and Graduate School of Chemical 

Sciences and Engineering (students taught by instructors of the Faculty of Engineering) and School of Engineering. 

2. レッスンには遅刻や欠席がないように努めること。また、宿題の履行、予習、復習に努めること。Students should avoid 

being late and absent, finish all assignments and prepare/review for lessons. 

3. 受講者はインターンシップに積極的に応募・参加すること。Students enrolled in the program are asked if they would like to 

apply for and participate in an internship program. 

4. 講座の効果測定や今後の講座企画等に関するCEEDからの照会、アンケート回答依頼があった場合は速やかに回答す

ること。Students should answer any surveys to help the CEED program enhance.  

e メールにて提出ください。Submit this application to: ceed-int@eng.hokudai.ac.jp 

担当 Contact：工学系教育研究センター（CEED）矢花 Ms. Yabana at CEED Office 

申込締切：5月 15日（金）正午 Application Due at noon on Friday, May 15 

＊定員に達し次第受け付けを終了いたします。Application will be closed upon reaching its capacity. 

ceed-int@eng.hokudai.ac.jp

