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北大キャンパスビジットプロジェクト
「秋のキャンパスツアー２０１３」の開催について（お知らせ）

開催概要：
色彩豊かに彩られた秋の北大キャンパスを現役北大生が無料でガイドします。
ツアーは，第 1 弾，第 2 弾と異なる日付で 2 度開催，各 2 コースずつを準備しています。（コース
詳細はホームページをご確認ください。）

開催趣旨：
日程： 第 1 弾：平成 25 年 10 月 20 日（日）

開始時刻/終了時刻 コースにより異なる

第 2 弾：平成 25 年 11 月 4 日（月・振休）開始時刻/終了時刻 14：00 ～

15：30

場所：北海道大学札幌キャンパス（札幌市北区）
主催：北大キャンパスビジットプロジェクト
参加対象・募集人数：第 1 弾 35 名・第 2 弾 80 名（各コース毎に定員あり）
参加費： 無料
プログラム：http://www.hokudai.ac.jp/bureau/nyu/campus/cam-tour.html
申し込み期間・方法：
申し込み期間
第 1 弾：《メール》平成 25 年 10 月 16 日（水）《はがき》平成 25 年 10 月 15 日（火）（必着）
第 2 弾：《メール》平成 25 年 10 月 31 日（木）《はがき》平成 25 年 10 月 29 日（火）（必着）
お名前・ご希望コース・参加人数・電話番号を明記の上，下記宛てメールまたは往復はがきにて
お申込みください。
E-mail:h-cv@academic.hokudai.ac.jp
往復はがき宛先：〒060-0817 札幌市北区北 17 条西 8 丁目 北海道大学学務部入試課宛

お問い合わせ先
国立大学法人北海道大学 学務部入試課入試広報担当 佐藤
TEL: 011-706-7485 FAX: 011-706-7488 E-mail: ac-info@academic.hokudai.ac.jp

北海道大学

～北大が大好きな方に

実施：10
実施：
10月
月 20
20日（日）
日（日） 参加無料／雨天決行
※実施時間帯・集合場所はコース紹介参照

北大キャンパス徹底探検コース
北大札幌キャンパスの全てを徹底的に探検するスペシャルコース (定員15名)
・体力に自信のあるという方のみお申し込み下さい。
・集合：北大正門 (11:50) 解散：北13
解散：北13条門
条門 (16:00)
スタート：12:00／コース総延長
：約10キロ・所要時間：約4時間
スタ
ト：12:00／
ス総延長 ：約10キ
所要時間：約4時間
コース：正門をスタートに各所をめぐります(クラーク像・総合博物館・モデルバーン等)

北大モデルバーン徹底探検コース
気軽に探検気分を味わいましょう！ (定員25名)
・集合：北18
・集合：北
18条門
条門 (13:50) 解散：北18
解散：北18条門
条門 (15:00)
スタート：14:00／コース総延長：約1キロ・所要時間：約1時間
コース：北18条門→モデルバーン→北18条門

・・・お申し込み方法・・・
メールまたは往復はがきに必要事項4点
（お名前・ご希望コース・参加人数・電話番号）
（お名前
ご希望コ ス 参加人数 電話番号）を
明記の上，以下の宛先までお申し込みください。
※先着順です。定員になり次第、締め切ります。

[ 宛先一覧 ]
・メール h-cv@academic.hokudai.ac.jp
※上記アドレスからのメールを受信できるよう、
携帯電話等の受信設定を必ず行ってください。

・はがき
〒060 - 0817 札幌市北区北17条西8丁目
北海道大学学務部入試課

［締め切り］
・メール 10月16日(水) (必着)
・はがき 10月15日(火) (必着)

[その他]
・申込内容を確認後、順次返信をさせて頂きますが、
返信まで数日かかる場合があります。
・また、各コースには定員が設けられているため、
コースのご希望に添えない場合がございますので
あらかじめご了承ください。

[お問い合わせ先]
北海道大学アドミッションセンター
電話 011 -706
電話：
706 - 7485 (平日8:30
(平日
～ 17:00))
メール： ac-info@academic.hokudai.ac.jp

・・・備考・・・
・全て、建物外からの見学となります。
・屋外を散策しますので動きやすい服装および靴
でお越し下さい。
・雨天時には雨具のご用意をお願いします。
・天候等その他事情により、終了時刻が前後する
ことがありますのであらかじめご了承下さい。

北海道大学

～北大が初めての方にも

実施：11
実施：
11月
月 4日（月・振休） 14:00 ～15:30 ［雨天決行］
※集合：
集合：13:50(
13:50(北海道大学正門
北海道大学正門)) / 参加無料

秋の植物コース
北大の秋の植物を詳しく解説！ (定員35名程度)
正門スタート→環境科学院→弓道場→ポプラ並木→
大野池→イチョウ並木→北13条門ゴール
大野池→イチョウ並木→北13条門ゴ ル

秋の定番コース
北大の“名所”と“もみじ”も見たい方におすすめ！ (定員45名程度)
正門スタート→古河講堂・クラーク像→農学部→総合博物館
→弓道場→大野池→イチョウ並木→北13条門ゴール
弓道場 大野池 イチ ウ並木 北 条門ゴ ル

・・・お申し込み方法・・・
メールまたは往復はがきに必要事項4点
（お名前・ご希望コース・参加人数・電話番号）を
明記の上、以下の宛先までお申し込み下さい。
※先着順です。定員になり次第、締め切ります。

[ 宛先一覧 ]
・メール h-cv@academic.hokudai.ac.jp
※上記アドレスからのメールを受信できるよう、
※上記アドレスからのメ
ルを受信できるよう
携帯電話等の受信設定を必ず行ってください。

・はがき
〒060 - 0817 札幌市北区北17条西8丁目
北海道大学学務部入試課
［締め切り］
・メール 10月31日(木) (必着)
・はがき 10月29日(火) (必着)

[その他]
・申込内容を確認後、順次返信をさせて頂きますが、
返信まで数日かかる場合があります。
・また、各コースには定員が設けられているため、
また、各コ スには定員が設けられているため、
コースのご希望に添えない場合がございますので
あらかじめご了承ください。

[お問い合わせ先]
北海道大学アドミッションセンター
電話： 011 -706 - 7485 (平日8:30 ～ 17:00)
メール： ac-info@academic.hokudai.ac.jp

・・・備考・・・
・全て、建物外からの見学となります。
・屋外を散策しますので動きやすい服装および靴
でお越し下さい。
・雨天時には雨具のご用意をお願いします。
・天候等その他事情により、終了時刻が前後する
ことがありますのであらかじめご了承下さい。

