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生協加入手続きをする際はもちろんですが、学生総合
共済に加入をする際にも重要になってくる大学生活
スタートに欠かせない冊子です。
保護者の方とご覧ください。

本を
読む
メリット

加入手続きのご案内

北海学園大・北海商科大生のための 住まいのガイド
生協では、アパート、下宿、学生会館の紹介を行っています。
お部屋探しやその他不安なことについてはこの冊子を見れば
安心です!
同封されていない方で入学後に一人暮らしを考えている方は
G'booKsで受け取れます。G'booKsで受け取れます。

編集長・副編長より

  合格おめでとうございます！
この新入生向け冊子「G'paN」は北海学園生協学生委員会
G'stAffというサークルが制作しています。
入学後の学校生活やサークル、生協、私達G'stAffについての
情報が充実した内容となっています。
不安や楽しみな気持ち、どちらもあると思いますが、この冊子を
見ることで不安を解消できたら嬉しいです！
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❶語彙力がつく
❷思考力がつく
❸文章構成力がつく
❹様々な視点から物事を見られる
ようになる

生協で新入生におすすめしているパソコンについての冊子です！
生協主催のパソコン講習会や保証、付属品についての説明が書かれてい
ます。コロナ禍でオンライン授業が増えているので、大学ではパソコン
が必須です！
どんなパソコンを買えばいいか分からない方は、読んでみてください！

入学までの期間を読書にあててみませんか？
この冊子には、大学の先生中心におすすめする本について書かれて
います。
読書は、レポートを書く時やテストの文章読解に役立ちます！
この機会に是非冊子の中の本を読んでみてください!

本を
読む
メリット

本を
読む
メリット

本を
読む
メリット

本を
読む
メリット

新入生向け おすすめ本

パソコン･教材協同購入ガイド

て

生
生
ま
が
ど

読書を極めれば、
就活で役に立つ
スキルに！！

読書を極めれば、
就活で役に立つ
スキルに！！

この冊子も
G'stAffが
作成!!
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入学編



先輩方はこんな
かんじのスーツ
だったよ～
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入学編｜入学式について

4月の初旬に、ホテル札幌ガーデンパレスにて
入学式が挙行されます。大学生活がより良いも
のとなるように気を引き締めて出席しましょう。
式では、学長の挨拶や学歌斉唱が行われます。

入学式当日はスーツで臨むこと
になります。色の指定は特にあ
りませんが、紺色や黒色などの
落ち着いた色が望ましいです。
また、革靴などのスーツ以外で
着用するものの準備は早めにし
ておくと良いでしょう。北海道
の気温は、入学式の時期でも肌
寒いことがあるので、当日の気
温に合わせてアウターなどを着
用してきても問題ありません。

※新型コロナウイルスの影響で
　入学式が挙行されない可能性があります。
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入学式について｜入学編

❶ファイル
講義によってはたくさんのプリントが配布されるので、
クリアファイルや2穴開けファイルなど、数種類の
ファイルを持っておくとさらにまとめやすいです。

　
❷パソコン
大学の講義では、レポート作成や講義資料のダウンロードを、
パソコンを使って行うので無いよりはあった方が便利です。
パソコンの購入は任意ですが、パソコンをもっている学生が
多い傾向にあります。

　
❸プリンター
講義によっては、パソコン上でアップロードされた
資料を講義前に印刷して準備しなければならないこ
とがあります。プリンターを持っていると、様々な
点での対応がしやすくなるので、購入しておくこと
をおすすめします。
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入学前不安解消

入学編｜入学前不安解消Q&A

大学の入学式って?

詳しい内容についてはP5,6に書かれているので、そちらをご参照
ください。

Q

Q＆A

A

大学の講義ってどうやって取るの?

北海商科大学では、教務システムを使って履修登録をします。
詳しくはオリエンテーションで説明されるのでしっかりと聞きましょう。

Q

A

講義ってどんな感じ?

講義によって、座学や実践型など様々な方式があります。新型コロナ
ウイルスの影響で、パソコンを使ってZoomなどを活用したオンライ
ン授業やオンデマンド授業がたくさんありました。
P15,16に先輩の時間割を語学別に紹介しているので、そちらを参考
にしてみてください。

Q

A

教職課程というものがあります。詳しくは、北海商科大学
のホームページにある「学生生活→キャンパスライフ」の
ところに「STUDENT HAND BOOK」があるので、そち
らをご参照ください。

課程ってどんなものがあるの?Q

A
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入学前不安解消Q&A｜入学編

健康管理を怠らないように、そして、水道・火気・
ガスの取り扱いは十分に気を付けましょう。
健康管理において、万が一の時のために家や学校
付近の病院を調べて場所を把握しておきましょう。
水道・火気・ガスにおいて、トラブルや事故が起きた時のために、共済や保険
に入っておくことをおすすめします。
共済についてはP43,44をご参照ください。

一人暮らしで気を付けることは?Q

A

お昼ご飯ってどうしてるの?

基本的には、学食や購買、持参したお弁当、近くのコンビニで買うなどが一般的
です。講義が始まるまで時間に余裕があるときは、街中に出てお店に行ったり、
一旦お家に戻って食べたりすることも可能です。

Q

A

サークルってどんなのがあるの?

体育系や文化系など様々なサークルがあります。
P39でサークル紹介をしているので、そちらをご参照ください。
また、北海学園大学の一部のサークルにも入ることが出来ます。

Q

A

お友達が出来るか不安…

そのような不安を解消する為に、大学生協では新入生を対象としたティーパー
ティーという企画を行っています!興味がある方はぜひ参加してみてください!!
ティーパーティーについてはP57,58に詳しく書いて
あります。
※新型コロナウイルスの影響で開催できないかもし
　れません。

Q

A



オリエンテーション情報オリエンテーション情報

内容について(前年度参考)

2021年度は､入学式とオリエンテーション
を2日に分けて実施しました｡
左記のハガキはオリエンテーション当日と
入学式で必要になるので、目を通した後は
大切に保管しておくようにしましょう｡
※内容は前年度の実施内容ですので､実際
の内容と異なる可能性があります｡
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入学編｜オリエンテーション情報

2日目1日目
●入学式
　・修礼
　・学歌披露
　・入学許可
　・学部長式辞
　・入学生代表宣誓
　・1年生担当教員紹介
　・閉式の辞
　・修礼
●社会文化ゼミナールについて
●国際交流センター長挨拶
　・国際交流センターの支援体制について 等
●キャリア支援センター長挨拶
　・就職支援体制について 等
●科学の健全な発展のために
●教職課程事前説明
●学生支援センター長挨拶
●学生生活について
　・学生生活における注意事項
　・健康診断について
　・奨学金について 他

●オリエンテーション
●教務センター長挨拶
　・建学の精神／3つのポリシーについて
　・講義の受講時におけるマナー／注意事項について
　・学科選択制度について
●教務センターオリエンテーション①
　・学年暦･行事予定
　・学生生活について（教務事項）
　・学内施設について（教室・コンピュータ教室）
　・カリキュラムについて
●教務センターオリエンテーション②
　・履修について（セメスター／授業・単位 他）
　・履修登録方法／履修登録に係る注意事項
　・学則／各種規程
●外国語(必修科目)オリエンテーション
       ◆英会話（多目的ホール）
       ◆中国語（1号館3階301教室）
       ◆韓国語（1号館3階305教室）
●教職課程オリエンテーション（希望者のみ）
●学園生協からのお知らせ
●北海学園生協組合員証交付（申込者のみ）

実施日:2021年(令和3)年4月5日(月)
【教務事項の説明】

実施日:2021年(令和3)年4月3日(土)
【入学式/各センターオリエンテーション等】
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4月

キャンパスライフ編｜年間行事予定

●入学式
●新入生オリエンテーション
●履修登録
●サークル紹介
●前期講義開始

5月
●学園創立記念日
●総代会
●海外語学留学プログラム
　(中国・韓国)選抜試験

7月
●海外語学留学プログラム
　(中国・韓国)派遣学生研修

8月
●前期成績開示
●夏季休業(～9月中旬)

●海 ム
研修

ション
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年間行事予定｜キャンパスライフ編

9月
●後期オリエンテーション
●履修登録
●北海商科祭
●後期講義開始

12月
●冬季休業(～1月上旬)

2月
●後期成績開示
●学年末休業(～3月下旬)

3月
●次年度オリエンテーション
●卒業生発表
●卒業証書・学位授与式

上旬)

●



動画配信型の授業には、ライブ配信とオンデマンド配信の2種類
があります。
ライブ配信では、Zoom等を利用し教員と学生又は学生同士が互
いにコミュニケーションを取りながら授業が進行します。
オンデマンド配信では、決められた時間にCoursePower(※）や
Google Classroom（※）に動画が公開されるのでこの動画を見
ながら各自で学習を進めます。
授業内容に関する質問はCoursePowerやGoogle Classroom上
のQ&Aやコメント欄、教員へのメールで行います。動画の公開

期間には期限が定められている授業もあるの
で注意が必要です。
また、多くの科目は授業後にCoursePower
やGoogle Classroomで確認テストが行わ
れます。

資料配布型の授業は決められた時間にCoursePower
やGoogle Classroomで資料が公開されるのでこの
資料を見ながら各自で学習を進めます。
オンデマンド配信と同様に授業内容の質問
はCoursePowerやGoogle Classroom
のQ&Aやコメント欄、教員へのメールで
行います。資料の公開期間も期限が定めら
れている物があるので注意が必要です。
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キャンパスライフ編｜オンライン授業について

オンライン授業について

※CoursePower､Google ClassroomについてはP25,26参照



オンラインテスト形式では回答期限内にCoursePowerやGoogle 
Classroomで公開されているテストに回答します。
テストは選択問題や記述式問題があります。選択問題や記述問題
だけの場合や選択問題と記述問題の両方が出題される場合もあり
ます。
テストの形式はテスト前に授業内やCoursePowerや
Google Classroomでお知らせがあるので忘れずに
確認するようにしましょう。
期末テストは回答期限が短いので忘れずに回答する
ようにしましょう。
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オンライン授業について｜キャンパスライフ編

レポート形式では回答期限内にレポートを作成し、CoursePower
やGoogle Classroomで提出します。

課題文は授業内やCoursePowerやGoogle Classroomで
掲載されます。レポートによっては字数が指定されている
ものもあります。
レポートの作成には時間がかかるので計画的に進めるよう
にしましょう。

オンライン授業は生活リズムが崩れてしまう人が多いです。
オンデマンド配信でも時間割の時間通りに授業を受け学習
のリズムを崩さないように気を付けましょう。
また、パソコンや通信環境が整っていないと授業を受ける
ことができません。何かトラブルが発生した場合は一人で
抱え込まず周りの人に相談しましょう。
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キャンパスライフ編｜時間割紹介

：日高町
：徒歩
：なし
：スーパー
：文化心理学A

出　身　地
通 学 手 段
サ ー ク ル
アルバイト
オススメ講義

大学では時間割を自分で作ります｡
北海商科大学は1講義50分です｡
休憩時間は､10分と20分の時があり､
昼休みは1時間となっています｡
右記の時間割を覚えておきましょう｡

高校とは全く違う時間割や生活で不安になるかもしれません｡そこで､少し
でも不安を解消するために先輩方の時間割を参考にしてみましょう。

シラバスをしっかり
読んでから履修登録
をしましょう!
バイトやサークル、
勉強の両立はとても
大変ですが、単位を
落とさないように頑
張ってください!

先輩たちの時間割紹介



時間割紹介｜キャンパスライフ編
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：小樽市
：JRと地下鉄
：なし
：なし
：国際社会と異文化交流A

出　身　地
通 学 手 段
サ ー ク ル
アルバイト
オススメ講義

自分の興味のある
授業を見つけて大学
の講義を楽しみつつ、
色々なことを学べる
ように1年生の頃か
ら勉強を頑張ってく
ださい。

：岩内町
：徒歩
：バスケットボールサークル
：なし
： 異文化と言語A

出　身　地
通 学 手 段
サ ー ク ル
アルバイト
オススメ講義

コロナ禍で交流が
少ないけど、人と
の関わりはめちゃ
めちゃ大事にした
方がいい。
たくさん友達と遊
ぶべき。
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キャンパスライフ編｜1号館施設紹介

B1

1号館1号館1号館1号館1号館1号館

❶
❷

❸
（Met-Coop）
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1号館施設紹介｜キャンパスライフ編

地下鉄学園前駅と地下1階が
繋がっているので、通学の際に
雨が降っていても大丈夫です!

大学内のコンビニです。
大学生活に必要なものが
たくさん揃えられています。
詳細はP45,46へ　

ご飯を食べるスペースです。
また、講義がない時などに集まって話したり、勉強したりもできます。

B1

地下鉄コンコース

Met-Coop

軽食コーナー･自由学習コーナー

❶

❷

❸



キャンパスライフ編｜1号館施設紹介
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各種証明書の発行、
大学生活関連、就職、
留学などについて
対応してくれます!

掲示板には様々な
情報や連絡事項が
掲示されます。
こまめにチェックしましょう!　

1F

事務室

掲示板

❹

❺

❼
❺

❹
❻



1号館施設紹介｜キャンパスライフ編
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事務室の中にあります。
看護師さんもいますよ!
体調不良や怪我をしたときには
ここに行きましょう。

就職についての資料がたくさん
置いてあります。
職種、企業別に細かく分けられて
いるので就活するときに
活用しましょう!　

専門書や外国書籍が多く納められている
ので、ゼミや講義での学習に役立ちます。
雑誌や新聞などもあります!
入館の際には学生証が必要です。

2F

医務室❼

就職情報センター❻

図書館❽

❽
❾
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キャンパスライフ編｜1号館施設紹介

勉強や話し合いをするスペースです。
自由に利用できるパソコンや
プリンターの他、教務システム用の
パソコンも置いてあり、時間割･成績･
出席状況などの確認が出来ます。

自由学習コーナー❾

※3F以上は教室･研究室です。
※各階にアルコール消毒液が設置してあります。
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2号館施設紹介｜キャンパスライフ編

1階正面入り口ホールで
インフォメーション表示も
あります。　

2号館1階の大きなガラスが
取り入れられたスペースで、
明るい空間になっています。

エントランス
ホール

エレベーター
ロビー

2号館2号館2号館2号館2号館2号館
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キャンパスライフ編｜2号館施設紹介

講義がない空きコマなどに
集まって話したり、
勉強したり、
ご飯を食べられる
スペースです。

履修登録や
コンピュータ・リテラシー
などのパソコンを使う講義
で使用します。

就職活動等での着替えや
メイク直しが容易にできるよう、
4室のドレッシングルーム
(更衣室)に、8台の化粧鏡を
設置したパウダールーム、
トイレがあります。
様々な使い方が出来る安心の
女性専用スペースです。

多目的ラウンジ

コンピュータ
教室

女性専用室
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2号館施設紹介｜キャンパスライフ編

席を自由に動かす
ことができ、
専門ゼミナールでの
グループワークなど
で使用します。

オリエンテーションなどを
行う大きなホールです。
奨学金などの説明も
この場所で行います。　　　

講義で使用する教室です。
クーラーもあり、
涼しく快適に講義を受ける
ことができます。

演習室

教室

多目的ホール



北海商科大学ホームページは、
大学の行事予定や開催報告、学
生活動の様子など大学の情報を
見ることができます。また、本
項で紹介する学内ネットワーク
もここからアクセスできます。

学内ネットワークは複数あります。講義の連絡や講義資料、課題の提出など
使う機会は多いです。今はオンライン授業も多いので使い方を覚えておきま
しょう。

キャンパスライフ編｜学内ネットワークについて

25

大学からの連絡、指示を見る
ことができます。

学内外のパソコンから、講義
資料のダウンロードや課題の
提出ができます。

北海商科大学
ホームページ

北海商科大学ホームページ

北海商科大学ポータルシステム

CoursePower



学内ネットワークについて｜キャンパスライフ編
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講義によって課題提出などに
使用します。

講義によって資料配布や課題
提出に使用します。Googleは
大学用のものを作成します。
詳しくはオリエンテーション時
に説明があります。

学内のパソコン限定で利用
可能です。履修登録や講義
概要（シラバス）の確認、
履修登録後の時間割の確認、
出席状況、成績の照会が
できます。

Moodle

Google Classroom

北海商科大学教務システム

学内ネットワークについては
オリエンテーション時に配付
されるガイドブックも参照
してください。

次ページでは学内ネットワークへの
アクセス方法を紹介

次ページでは学内ネットワークへの
アクセス方法を紹介

次ページでは学内ネットワークへの
アクセス方法を紹介



キャンパスライフ編｜学内ネットワークについて
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北海商科大学ホームページから
「学生生活」の項目をクリック
します。

❶❶❶

「学びの支援」の項目を
クリックします。

❷❷

北海商科大学ポータルシステム、
CoursePower、Moodleへは
ここからアクセスできます。

学内ネットワークにアクセスするためにはIDと
パスワードが必要です。設定をしたら忘れないよ
うにメモをとっておきましょう。

❸❸

学内ネットワークアクセス方法



商科大学で実施されている留学について紹介します!

留学制度について｜キャンパスライフ編
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留学制度

ここからのページでは、本学が協定を結んでいる中国・韓国・カナダの協定校と
行っている留学の制度や、留学先の情報をお知らせします。
留学って大変なのかな?行ってみたいけどなんか不安だなあ…と感じているあなた
にピッタリです!
留学を経験した先輩の体験記や留学を楽しんでいる様子など、たくさんの情報が
詰まっているので、留学に興味がある人は要チェック!

カナダ･レスブリッジ大学の場合は、ホームステイ先
でご飯が食べられるので、生活費自体はそこまで多
くかかりませんが、多めにお金を用意しておく方が
良いです。ただ、現金は現地のお金だと硬貨などの
判断が難しいことも多いため、
クレジットカードを用意すると便利です。

※新型コロナウイルスの影響で留学が出来ないこともあるかもしれません。
　しかし、留学制度がなくなるわけではありませんので、新型コロナウイルス
の収束次第、留学できる可能性があります。

煙台大学
山東大学(威海)　

大田大学

中国
（中華人民共和国）

国　名 大学名

韓国
（大韓民国）

カナダ レスブリッジ大学

留学の詳細は、国際交流センターで相談しましょう!留学の詳細は、国際交流センターで相談しましょう!留学の詳細は、国際交流センターで相談しましょう!



キャンパスライフ編｜留学制度について
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　煙台大学は19の大学院・9学部・45の専門学科を持つ大学で、2万名以上の
全日制学生、約5,000名の夜間部生が在籍する広東省の重点大学です。
　アメリカ・カナダ・ロシア・日本など世界各国から短期・長期合わせて
約3,000名もの留学生を受け入れています。
　キャンパスは山東半島の渤海湾に面した古くからの港町である煙台市にあり、
150万平方メートルの敷地に76万平方メートルの建物が配置されています。
その他、学生宿舎や職員宿舎、スーパー、市場などの生活に必要な施設を完備し、
大きな1つの大学村を形成しています。
　古くからの町並みを残す美しい煙台市は近年の経済発展がめざましく、日本
企業も多く進出しています。市内には多くの日本人が在住し、日本の商品も
市街地のスーパーやデパートに並んでいます。
　そのため、休日や放課後を利用してグローバル化した経済の実態を身をもって
知ることが出来ます。

パート1



　山東省最大の漁港であり、なお
かつ初期に対外経済開放された沿
岸都市の1つである煙台市は産業
都市として急発展しています。
　環境、景観、投資環境の良さは
中国でも指折りの都市と評価され
ており、沿岸に沿って広がる砂浜
や断崖は観光地として中国全土か
ら人が集まります。

大学周辺の環境

留学制度について｜キャンパスライフ編

30

　私は高校生のころから中国語を勉強しており、中国にとても興味が
あったので、留学に行くことを決心しました。
　留学が始まって1カ月は全く聞き取れず、授業についていくことに精
一杯で、毎日予習復習を重ねていました。留学に慣れてくると、どんど
ん言葉を理解できるようになり、毎日が充実してとても楽しかったです。
　語学力が向上してくると、中国人だけでなく韓国人留学生などとも友
達になることが出来ました。さらに、一緒に留学していたメンバーとも
仲良くなることが出来て、HSK(漢語水平考試という中国語レベル試験)
の勉強やテスト勉強をするだけでなくホラー映画を見たり、サッカーを
見に行ったりなど、大学生活で思い出に残るような経験が出来ました。
　これからも語学力の向上はもちろんのこと、HSK6級取得を目標に頑
張ります!

留学経験談



キャンパスライフ編｜留学制度について
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　山東大学(威海)は、国家重点大学として1984年に設立されました。21の大学院･
6学部･ 26の専門学校があり、約1万3,000名の全日制学生、約1,200名の夜間部生
が在籍しています。校地面積112万平方メートルの中に20万平方メートルを超える
11棟の建物のほか、学生宿舎･職員宿舎･スーパー･市場など生活に必要な設備を
完備し、大きな大学村を形成しています。
　山東大学では世界数十の大学と国際協定を結び、それに基づいて留学生との交流
を行っています。
　また、黄海を挟んだ向かい側は韓国で、大学には韓国との「教育･研究交流基地」
が設置されており、北東アジアとの交流に力を入れています。
　歴史的に日本との交流が深い威海市ですが、近年の発展はめざましく、日本企業
も多く進出しています。なかでも、「テーブルマーク」の工場では製品の9割以上を
日本に輸出しており、日本との新たな歴史が構築されつつあります。

パート2



  大学の正門から歩いて5分ほど
のところには海水浴場があり、
広い砂浜と青い海が広がってい
ます。海がここまで近い大学は
「中国広し」といえどもとても
珍しいです!
　留学生寮からすぐの場所で、
海に沈む夕日を毎日眺めること
が出来ます。

大学周辺の環境

留学制度について｜キャンパスライフ編
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　大学に入る前から語学留学に興味があり、先生やサークルの先輩の
経験談を聞いて、留学に行くことを決意しました。
　留学はとても楽しいものでした。中国の大学の入学式や日本語学科
の中国人との交流、日本語学科の人たちとはクリスマスパーティーも
しました。また、中国人だけではなく、韓国からの留学生の人たちと
も仲良くなれました。
　留学で大変だったことは勉強でした。HSK4級を取得するために、
模擬問題などを必死に勉強しました。先生の教えもあったおかげで、
無事に4級に合格することが出来ました。
　中国の留学は、語学だけでなく食事や文化も学べてとてもいい経験
になりました。次はHSK5級の取得を目標に頑張ろうと思います。

留学経験談



キャンパスライフ編｜留学制度について
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　1981年に大田広域市(札幌の姉妹都市)に開校した大田大学校では、各種の優秀な
成績を上げる韓国の名門私大の1つであり、8つの単科大学･52の学科で構成され、
約1万3,000名の学生が学び、大学院には約800名の学生が在学しています。
　学校は3つのキャンパスで構成され、31万平方メートルの敷地に講堂･研究棟のほか、
恵和文化館･生活館(1万3,000名収容)･多目的体育館･支山図書館などがあります。
　大田大学校は世界16ヵ国38校の大学と協定を結んでおり、日本のほかにも
アメリカ･ロシアなど各国の姉妹大学に毎年数百名の交換留学生を派遣しています。
　また、ASEAN事務局（ASEAN　secretariat）と韓国外交交通商部の支援を受けて、
ASEAN傘下の10ヵ国の大学生たちを1年間教育する「韓･ASEAN国連大学生交流
プログラム」が行われているため、留学生専用寮および韓国語教育支援センターが
設置されています。キャンパスがある大田広域市は先進国レベルの経済科学都市で
あり、多くの研究機関があります。その中でも大田大学校は韓国留学の最高条件を
揃えています。

パート3



　大田広域市は大韓民国5番目
の大都市です。国立中央科学館
や大田市天文台など、科学に関
する施設が多いのが特徴です。
　また、食蔵山自然生体林や
長泰山休養林などの自然観光地
もたくさんあります。

大学周辺の環境

留学制度について｜キャンパスライフ編

34

　私は小学生時代から韓国が好きで、高校に入学してからはますます
その想いが強くなりました。そのため、大学は第一言語で英語ではな
く韓国語を専攻でき、さらに留学制度もあるこの大学に入学しました。
　無事留学試験に合格し、大田大学校でベトナム人と中国人の仲間と
一緒に韓国語を学びました。授業は先生とクラスの仲間と毎日楽しく
交流したり、協力して問題を解いたりしました。また定期考査の週
では、みんなと一緒にお菓子とジュースを買ってきて夜中まで勉強
したりもしました。帰国するまでみんなでたくさん遊びました!
　この留学を通して、協力することの大切さや適応能力、忍耐力が
身につき、いい経験になりました。

留学経験談
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　レスブリッジ大学はカナダ西部のアルバータ州レスブリッジ市にある州立総合大学で、
文理学部、芸術学部、教育学部、経営学部、健康科学部の5学部で構成されています。
　1967年に創立され、学生数は約8,000名、専任教員数は約500名、学生寮も完備
しています。カナダ特有の自然･社会条件に適応したユニークな校舎群は、建築家の
間で世界中に知られています。北海道がアルバータ州と姉妹州の協定を結んだのち、
レスブリッジ大学と北海学園は交流を開始しました。1985年の秋に行われた北海学園
の創基100周年記念式典に当時のウッズ学長が来訪されて以来、学生交換プログラム
が具体化しました。
　北海学園からの短期英語留学では、レスブリッジ大学が特別に準備している英語学
習(ESL)プログラムと、レスブリッジ市内の各種団体との交流行事プログラムなどに
よって進められ、週末にはアルバータ州内の見学なども行いながら実地で英語研修も
行います。留学中は一般家庭にホームステイし、レスブリッジ大学の学生が協力・
援助しています。

パート4



　大学のあるレスブリッジ市はアル
バータ州の第4の都市で、人口は9万
3,000人。州南部に位置しています。
金融、交通、そして工業の中心です。
市の経済は19世紀後半からは炭鉱
により、そして20世紀初頭からは農
業により発展してきました。
　日本とカナダの友好のために造ら
れた日加友好日本庭園(N i k k a 
Yuko Japanese Garden)が市の
南部にあります。

大学周辺の環境

留学制度について｜キャンパスライフ編
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　高校時代にカナダから来ていた留学生と接する機会があり、留学に興味
を持ちました。元々英語が苦手でしたが、英語が話せたらかっこいい!と思い、
商科大に入ってすぐに留学を決めました。

　カナダでは、BanffやWriting on Stoneなどへ行ったこともいい思い出ですが、
ピアパートナーやホストマザーとの日常が1番の思い出です。ホストマザーは毎日
おいしい料理を作ってくれたり、ピアパートナーは遊びや食事に連れて行ってくれたり、
自宅に招待してくれたりと充実した日 を々送ることが出来ました。また彼らと会話して
いくうちに、自分でも意外なほど英語が話せていることに気がつきました。
　特にヒアリング能力が向上し、今では英語の勉強が苦にならなくなったように感じます。
　ただ、この留学を通してもっと英語のレベルを上達させたいとも考えるようになり
ました。今後はTOEICに再度挑戦し、もう一度レスブリッジ大学に戻り、1年間の
留学をしたいと考えています。　

留学経験談



北海商科大学で行ってる就職サポートと先輩方の就職の
様子を見てみよう!

キャンパスライフ編｜就職について
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資格、検定取得のための専門キャリアアップ科目の開講
❶

就職オリエンテーションや個人面談による進路への充実
したバックアップ

❷

仕事と自分について考えるキャリア支援講座の開講
❸

2019年度 就職状況（北海商科大学ホームページより引用）

北海商科大学の就職サポート

就職について



学内で資格取得のための講座が開講されて
いる資格です。資格をとってスキルアップ
を目指そう!

資格紹介｜キャンパスライフ編
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どの就職先でも
役に立つ！？

今の時代、
求められるのは
外国語？

公務員を
目指す人に！

旅行業界を
目指す人に！

貿易関係の
就職を目指す
人に！

Word, Excel,
PowerPointを
使いこなそう!

● 情報管理論 I ～III
　Microsoft Office Specialist
　(マイクロソフト　オフィス　スペシャリスト)

● 旅行業務論 I ～IV
　国内旅行業務取扱管理者・総合旅行業務取扱管理者

● 社会行政論 I ～V
　公務員（国家一般職・地方上級等）試験対策

　● 税務会計論 I ～III
　　簿記検定・税理士試験等

　　　　● 通商実務論 I ～IV
　　　 通関士　貿易実務検定

● PAL（英語・中国語・韓国語） I ～IV
　TOEIC（英語）、HSK（中国語）、TOPIK（韓国語能力検定）　などなど



商科大では体育系･文化系合わせて11のサークルと､3つの団体があります｡
先輩たちや同級生たちと交流して､良いキャンパスライフにしましょう!
北海学園大学にも商科大生が入れるサークルがあるので､調べてみてください｡

キャンパスライフ編｜サークル紹介
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サークル紹介

新 入 部 員 大 募 集 !新 入 部 員 大 募 集 !新 入 部 員 大 募 集 !

文化系サークル

●中国語サークル(歓々喜々)
●韓国語サークル
●ツーリズモ研究会
●教育研究会
●軽音サークル(HARZION)

体育系サークル

●軟式野球部
●フットサル部
●バレーボールサークル
●テニスサークル
●バスケットボールサークル
●陸上競技部

各種団体

●サークル連合
●体育祭･大学祭実行委員会
●卒業アルバム制作委員会



40

P41,42

P43,44

P45,46

P47,48

P49

大学生協とは

学生総合共済とは

Met-Coopとは

G’booKsとは

G’coN・G’caFeとは

生 協 編生 協 編生 協 編
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大学生協とは、より良い大学生活を送るために、
みんなでお金を出資し合い組合員となり、みんな
で運営する組織のことです。組合員になると様々
な利点があります。

生協編｜大学生協とは

41

大学生協とは

①必要書類と出資金を提出しましょう。
　詳細は同封の「加入手続きのご案内」を
ご覧ください。

②大学入学後に「G'payカード」を受け取
ります。
　これは、大学内のコンビニ、書店、食堂
で使用できるICカードのことです。
　お会計を早く済ませたり、ポイントも付
くのでお得です！



242

大学生協とは｜生協編

「組合員の声BOX」とは、普段生協を利用していて感じる「もっとこうしてほしい!」
という要望や意見をカードに書いていただき、より良いサービスを提供していくもの
です。ぜひ利用してみてください! 

カードを書き終えたら
回収箱に投函してく
ださい。
後日生協から返答が
貼り出されます。

総代会が終わった後に「2部
企画」という楽しい企画を
行います。
2部企画は学生委員会（通称
G'stAff）が企画・運営を行
います。
G'stAffについてはP50から! 

「総代会」とは、１年間の
生協の方針を決める会議
のことです。
組合員であれば誰でも気
軽に参加できます。　
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生協編｜学生総合共済とは

大学生協の保障制度には組合員が掛金を出し
合い、病気やケガで困っている学生に共済金
をおくる学生総合共済があります。
学生総合共済とあわせておすすめする保険を
紹介します。

学生総合共済とは、学生本人の
病気やケガに備える保障です。
部活やサークルでケガをして
しまった、病気で入院してし
まったなど様々な場合に対応し
ています。

学生賠償責任保険とは、他人
にケガを負わせてしまった、
他人の物を壊してしまった場
合など賠償事故を保障する保
険です。一人暮らしの場合に
は「一人暮らし特約あり」。
上記に加え「お住まい」等を
取り巻くリスクに備える保障
となっています。

就学費用保障保険とは、扶養者
が病気やケガで死亡したり、
ケガで重度後遺障害を負って
学生本人が扶養者に扶養され
なくなった場合の学資費用を
サポート。

大学生協の保障制度
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学生総合共済とは｜生協編

大変なことになり、何を
するか動揺してしまいま
したが、生協の方が助け
てくれました。
ありがとうございました。

(北海学園大学
　　 経営学部　4年）

学生生活無料健康相談テレホンでは、専門医、
ヘルスアドバイザー、メンタルヘルスの専門
の相談員が学生の健康や暮らしの悩みにお答
えします。

給付の対象となる事例
がすごく身近なもので
助かりました。
ありがとうございます。
入ってて良かった。

(北海学園大学
　　 　法学部　4年）

思っていたよりも入院・
通院に時間がかかってし
まいましたし、まさかの
出来事だったのでとても
助かりました。
本当におすすめです。
(北海学園大学
　　 　法学部　4年）

学生総合共済加入者のための安心サポート学生生活110番では、
学生の悩みやトラブルなどを相談
でき、各種機関の窓口を紹介して
くれます。
24時間、365日受付対応です。
※共済・保険とは別のサービスです。

学生生活110番 学生生活無料健康相談テレホン
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生協編｜Met-Coopとは

Met-Coopは、地下鉄から大学に行く途中にあり、
天候を気にせずに利用できます。

組声カードとは、利用者(組合員)がお店を利用して
いて思ったこと、意見や要望などを書くものです。
生協をさらに良いものにしていくために、気軽に書
いてください!

北海商科大学の校内にあるコンビニのようなものです。
大学生活に必要なものが勢ぞろいです!



営業時間
Met-Coop　平　　日／9:50～16:00

土・日・祝／定休日

軽食コーナー 平　　日／11:30～14:00
土・日・祝／定休日
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Met-Coopとは｜生協編

・検定・各種スクール申込受付
・自動車学校入校受付
・学生総合共済への加入
・雑誌などの定期購読・お取り寄せ
・生協カタログショッピング
　ご注文受付
・組合員加入

他にもこんなことが出来ます!

※今後の新型コロナウイルスの影響により、
　営業時間が変更になる場合があります。



営業時間
平　　日／10:00～18:30
土 曜 日／10:00～13:30
日・祝日／定休日

共

済

・

ル
ー
ム
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イ
ド

旅

行

・

自
動
車
学
校

パ
ソ
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ン

サ
ポ
ー
ト
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生協編｜G’booKsとは

最新の情報を
知りたい
時は！？

知っておくとお得な情報がたくさん!
さらに資格講座の教室変更などの重
要な連絡が載ることもあります。
ぜひフォローしてください‼　

※長期休暇中は営業時間変更となりますが、
　利用できます!
※今後の新型コロナウイルスの影響により、
　営業時間が変更になる場合があります。

G'booKsは北海学園大学内にある書店です!
教科書となる専門書や文庫本、漫画や雑誌
など様々な本を取り揃えています‼

本だけじゃない!!
様々なことがで
きる!!!!
G'booKsでは本
の購入だけでな
く、旅行の手配、
留学、資格講座
や自動車学校の
申し込みなども
可能です。
さらにG'payを
使ってお会計す
るとポイントが還
元されお得に買
えます！
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G’booKsとは｜生協編

学内資格講座の
パンフレットから
自分の取得した
い資格を見つけ
て申込期間中に
G'booKsで申し
込みましょう。

共済の加入をすることができます！
けがをしたときや共済に関して分からない
ことがあるときはG'booKsに！

旅行の手配をして学生料金でお得に
楽しむことができます。

季節や時期に合わせたフェアを開催
しています。ここにはG'stAffのお
すすめ本が解説付きで並んでいます。
ぜひ手に取ってみてください！

自動車学校の申し
込みができ、入校
キャンペーンの期間
中に入校手続きを
するとG'payカード
にポイントが付きます！G'booKsで申し込み
をすると、平均16,500円ほどの割引。

夏に読みたくなる本を特集してい
ます!!暑い夏だからこそ読みたく
なるような本を皆さんにおすすめ
しています。

人気作家コーナーなども
あります!!
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生協編｜G’coN・G’caFeとは

G'caFeでは、麺類や丼もの以外に、おかずや
デザートも豊富にあります。そして、季節の
テーマに合わせた様々なメニューもあります。
食事をするだけでなく、ちょっと時間が空い
た時などに友達と一緒に雑談しに来る場所と
してもおすすめです。

G'coNには、Met-Coopよりも豊富な種類の
お弁当やパンなどが大量に販売されており、
文房具やUSBなど、大学生活に必要な商品も
揃っています。（混雑した際でも品数は揃った
ままなので自分が欲しい商品を気軽に購入す
ることが出来ます。）

G'coN・G'caFeとは、北海学園大学内のキャンパスにある購買と食堂
のことです。商科生の皆さんは、Met-Coopだけでなくこちらの2店舗
も自由に利用することが出来ます。さらに、Met-Coopでは行って
いないオリジナルフェアも開催しています。

商科生も
学園にある店舗の利用が
出来ます!

G'coN・G'caFeって?



レ
ッ
ツ
ゴ
ー
！
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春春春春

夏夏夏

G'stAffとは、北海学園生協の学生委員
会です。
店舗部局と共済部局に分かれて組合員
と生協事業を繋ぐ役割をしています。

生協やG'stAff
の活動報告や
方針決めを行
います。

1泊2日の夏合宿!
先輩や後輩との仲を深められる!
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G’stAff

オープンキャンパス

総代会

夏合宿

新入生歓迎会

新入生向け冊子作成

G’stAff 編｜年間イベント紹介

G'stAffって何?



秋秋秋秋

冬冬

※P51,P52 に掲載されている写真はすべて 2020年以前の写真です。

11月11日はポッキー&プリッツの日!
みんなが楽しめるゲームの企画を行
います。
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十月祭

ポキプリの日

ティーパーティー

年間イベント紹介｜G’stAff 編

真です

LINE オープンチャットはこちら !

G'stAffに興味のある方、入部希望の方は
ぜひオープンチャットへ!

※オープンチャットに参加しただけでは、入部確定とはなりません。

推薦合格者と保護者の集い
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G’stAff 編｜活動内容について

G'stAffの活動って??G'stAffの活動って??G'stAffの活動って??

機関紙である「BooooooN!!」を
発行したり、「ポキプリの日」など
各店舗のイベントに合わせて
店内装飾をしています。

共済保険の給付事例の分析、
病気・ケガの予防や水道管の
凍結防止について呼びかけを
行っています。
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主なイベント紹介｜G’stAff 編

年に一度の夏合宿！写
真は2019年の定山渓
で撮ったものです。
先輩や同期と仲を深め
られるチャンス！

推薦合格者同士が交流
できるようサポートし
ます!入学前に大学に
ついて沢山知ることが
できるイベントです。 
2020年度はオンライン
で開催しました。

G'stAffの
主なイベント
G'stAffの
主なイベント
G'stAffの
主なイベント
G'stAffの
主なイベント

毎年沢山の方が訪れる
オープンキャンパスで
は、一人暮らし相談会
を実施するほか、食堂
内誘導やビラ配りなど
も行っています！
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G’stAff 編｜活動についてのQ&A

G'stAff全体の学部割合です!
履修や、受講教科についてわからない
ことがあれば、先輩が何でも相談に
乗ってくれます!

Q ＆ A　～G'stAffの活動について～Q ＆ A　～G'stAffの活動について～
G'stAffはいつ、どこで活動して
いますか? 

Q1

A1 月に1度「部会」と呼ばれる報告会が
あります! その他では特に決まった
活動日はありません！
活動場所は主に事務所です! 

何人で活動しているのですか? Q2

A2 1年生11名、2年生10名、3年生15名、
4年生15名の計51名で活動してい
ます! 

アルバイトなどで忙しくても、
入部できますか? 

Q3

A3 所属している人がほとんどバイトを
しているので大丈夫です!
サークルを兼部している人もいるの
でご心配なく! 

G'stAffに入って良かったことは
何ですか?

Q4

A4 パソコンをたくさん使用するので、
パソコンスキルが上がります！
また、生協の職員さんなど大人の
人と関わったり、他大学の生徒と
も交流できるため、対人スキルが
身につきます！
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活動についてのQ&A｜G’stAff 編

左に写っているのは、新入生
向け冊子（G'paN）を制作
している作業の様子です!
8月ごろから、G'paNなどの
制作を始めていきます。
1年生にとって、入部して
から大きな作業になる1つ
です。

G'stAffについて興味を持ってくれた方は
TwitterやInstagramを確認してみてくだ
さい!
4月以降には事務所見学を予定しているの
で気になった方は是非いらしてください! 

G'stAffの活動場所である
事務所です!
講義の合間などに来てご飯
を食べたり、仲間と話した
りしています!

月に1度の「部会」の様子です!
活動内容やその進行度を確認し
あう、重要な会議です!
現在は、コロナ禍なのでZoom
で会議を行っています。

▼Twitter ▼Instagram



ティーパーティーに参加しよう!!

ねぇ、ティーパーティーに参加しない？

G'stAffが主催している新入生歓迎イベントだよ
ゲームなどを通じて、友達を作ることができる
んだって!

ティーパーティーってなに？

いいね！それ、一緒に参加しよう!

［既読］

［既読］
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G’stAff 編｜ティーパーティー
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ティーパーティー｜G’stAff 編

※この写真は2019年度のものです

皆さんの参加

お待ちしてい
ます！皆さんの参加

お待ちしてい
ます！皆さんの参加

お待ちしてい
ます！皆さんの参加

お待ちしてい
ます！皆さんの参加

お待ちしてい
ます！

ティーパーティーの詳細は、決まり
次第

北海学園生協のホームページに

掲載予定です!!
右のQRコードを読み取って
確認してくださいね!!

ティーパーティーの詳細は、決まり
次第

北海学園生協のホームページに

掲載予定です!!
右のQRコードを読み取って
確認してくださいね!!

ティーパーティーの詳細は、決まり
次第

北海学園生協のホームページに

掲載予定です!!
右のQRコードを読み取って
確認してくださいね!!

ティーパーティーの詳細は、決まり
次第

北海学園生協のホームページに

掲載予定です!!
右のQRコードを読み取って
確認してくださいね!!

ティーパーティーの詳細は、決まり
次第

北海学園生協のホームページに

掲載予定です!!
右のQRコードを読み取って
確認してくださいね!!

ティーパーティーの詳細は、決まり
次第

北海学園生協のホームページに

掲載予定です!!
右のQRコードを読み取って
確認してくださいね!!




