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商大生協では毎年、「よろず家」と呼ばれる新入生のための歓迎会を行っています！

この冊子の作成も行っている生協学生委員会が主体となって、よろず家を開催しています。

毎年約 人が参加！！今年は【遠隔】での開催を予定しています！友達づくりのきっかけ

にぜひご参加ください！

お申し込みは上の から！ 詳細は同封のビラをご確認ください！

新入生歓迎イベント「よろず家」

申し込みフォーム

小樽商科大学生活協同組合

https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/otaru/

〒

北海道小樽市緑 丁目 －

☎ － －

生協学生員会の アカウントはこちら↓

学生委員が随時情報を発信！

ぜひフォローしてね！

▼ ▼
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新入生のみなさんへ

小樽商科大学生活協同組合理事長

小樽商科大学商学部社会情報学科 教授

木村 泰知

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。

小樽商科大学生活協同組合（大学生協）は、皆さんを心から歓迎します。

大学生協に馴染みがない方も多いと思うので、大学生協について簡単に説明します。

大学生協とは、大学から独立した別の組織で、大学生協を利用する一人ひとりがお金

（出資金）を出し合い組合員となり、協同で運営・利用する組織です。大学生協では、

学生や教職員の方々に組合員となっていただき、組合員の要望に応えて、大学で快適な

生活ができるように、必要となる商品やサービスの提供を行っています。

例えば、「食堂」では、健康面を考えながら、そしてできるだけ安く、昼食や夕食を

提供しています。「購買」では、お弁当類の販売に加えて、教科書や需要の高い一部

飲料やお菓子にポイントをつけて提供しています。他にも、みなさんの怪我や病気の

リスクについても考えており、大学生の生活実態にぴったりの保障「大学生協の学生総合

共済」と呼ばれる保障制度もあります。

大学生協には、特徴的な点として、大学生自らが主体的に活動する生協学生委員会が

あります。小樽商科大学生協の学生委員会は、組合員の役に立つことを考えて、

さまざまな活動しています。この冊子もそのひとつであり、大学一年生のために、役立つ

情報を提供しています。また、高校生向けのオープンキャンパスでは、学内を案内する

キャンパスツアーを企画しており、高校生の視点に立ち、興味を持つように、教室や

図書館を案内しています。他にも、大学生が入学する直前の入学準備説明会も行っており、

生協の運営にとどまらず、大学運営にも積極的に関わっています。

このように、大学生協は、組合員、つまり、みなさんのためになることを考えながら、

運営しています。運営の方針は、組合員である学生さんをはじめ、専務や教員や職員と

「理事会」という場で、対等に話し合いながら、決めています。ぜひ、「大学生協」と

「学生総合共済」に加入して頂き、充実した大学生活を送って頂きたいと思っています。
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編集後記
✿✿よよううここそそ商商大大へへ✿✿

大変だった受験勉強も終わり、いよいよ 月から商大生ですね。

「楽しいキャンパスライフを送りたい！」と期待が膨らむ反面、「実際の大学

生活ってどんな感じなんだろう？」「新しい環境でも上手くやっていけるか

な？」と不安に感じている人もいるかもしれません。

は、「新入生の皆さんが商大での大学生活の良いスタートが切れるよ

うに」という思いが詰まった一冊です。

ぜひ繰り返し読んで、素敵な大学生活の一歩を踏み出して欲しいと思います。

みなさんとお会いできるのを学生委員一同楽しみにしています！

最後までお読みくださり、ありがとうございました！

また、次年度以降の新歓冊子製作に役立てるため、下の コードから新歓冊

子「 」読後アンケートにお答え下さい！

はじコラム／ほけかん【ホケカン】 「保健管理センター」の略。高校でいう保健室。アルコール

パッチテストなどが受けられる。

読後アンケートへのご協力をお願いします！

ドをここに入れる

２２００２２２２年年度度新新入入生生歓歓迎迎冊冊子子「「 」」

企画・編集：内山莉々菜・坂口桜世・佐藤瑠・武市和真・佐野史弥

特別協力：伊藤穂美・須藤裕吏・谷口晴菜・正文舎様・紹介文を寄せて

下さった各部活サークルの皆様・文章指導をしてくれた学生委員

発行日 ２０２２年２月

発行 小樽商科大学生活協同組合

OUCPB2022
はじコラム

ほけかん【ホケカン】 「保健管理センター」の略。高校でいう保健室。アルコールパッチテスト
などが受けられる 。



合格おめでとうございます

小樽商科大学生活協同組合学生委員会

社会情報学科 2 年

委員長 武市 和真

新入生のみなさん、合格おめでとうございます。

そして、新入生歓迎冊子「 」をご覧いただき、ありがとうございます。

さて、いま新入生のみなさんは、これから始まる大学生活に対してどのようなイメージ

を持っているでしょうか。楽しい大学生活の始まりを心待ちにしている方や、自己実現に

向けて勉強や資格に意気込んでいる方、あるいは、何だかよく分からない大学生活を始め

るにあたり、さまざまな不安や疑問を抱えている方もいると思います。

この冊子は、私たち生協学生委員が、入学を直前に控えたみなさんに「大学生活や大学

の学びに対する不安や疑問を、一つでも多く解消してほしい」「小樽商科大学での 年間

をより一層楽しんでほしい」という想いで、学生自身の手によって編集・作成したもので

す。講義に関することのみならず部活やサークル、大学施設の紹介など、さまざまな情報

が記載されています。みなさんのお役に立てば幸いです。

これから始まる 年間の大学生活のなかで、みなさんは数多くの経験をします。長いよ

うであっという間の大学生活を、より有意義なものとするために、どうかこの冊子を読み

ながら、これから始まる大学生活について、少しずつイメージしていってください。

最後に、小樽商科大学生協や私たち生協学生委員会は、これから始まるみなさんの大学

生活を全力でサポートしていきます。詳しいサポート内容は、ぜひこの冊子や、同封して

いるパンフレットをご覧ください。

初めて皆さんとお会いできるのは、入学前に行われる入学準備説明会です。入学にあた

る疑問や不安を解決するための説明会や、学生委員との個別相談会などを実施する予定で

す。ぜひご参加ください。

また、入学後は、購買や食堂、そして学生委員会の活動もぜひ覗いてみてください。

大学でみなさんとお会いできる日を、学生委員一同心から楽しみにしています。

どうか、みなさんの 年間の大学生活が、安全かつ充実したものとなりますように。



1 はじコラム／ページ下の「はじコラム」では、「商大生が大学生活でよく使う言葉」を紹介して
いくよ！

これが分かればあなたも立派な商大生！？

目次

【おことわり】

本冊子記載の内容は、新型コロナウイルスの影響により変更・中止になる
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ページ 下の「はじコラム」では、「商大生が大学生活でよく使う言葉」を紹介していくよ！
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2はじコラム／

商大の一年
「大学って勉強ばかりなんでしょ…？」と不安に思っているそこの君に朗報！！

商大では季節ごとに様々なイベントを楽しむことができます😊😊

勉強も楽しいことも経験して、充実した大学生活を送りましょう♪

※新型コロナウイルスの影響で中止・変更になる可能性があります。

入入学学前前 月月 月月

入学準備説明会

よろず家

入学式

新入生オリエンテーション

履修登録期間

☆これで君も商大生の仲間入り！

総代会

学生大会

月月 月月 月月

前期中間試験

緑丘・緑宵祭

☆緑丘祭・緑宵祭は商大の

一大イベント！サークルや

ゼミ等が主催する、楽しい

イベントがたくさん！

前期期末試験

☆一年次の試験の結果は学科

選択に関わるので、十分に

準備して挑もう！

夏休み（ 月上旬～ 月末）

☆約２か月間の夏休み！

サークル・部活に明け暮れ

るもよし！資格、自動車

免許を取る先輩も多いよ！

悩んだら購買サービス

カウンターで免許、資格の

申し込み 相談を！

月 月 月

後期授業開始（ 月末）
後期科目履修登録

変更期間
後期中間試験

月 月 月

冬休み

☆他の休暇に比べて短い

ので、有意義に過ごそ

う！

学科所属の申請

月中旬

後期期末試験

春休み

はじコラム／あきこう【空き講】授業を取っていない、講義の空き時間のこと。サークル活動や

図書館で勉強したりする。 例）「空き講いつ～？」

あきこう【空き講】 授業を取っていない、講義の空き時間のこと。サークル活動や図書館で勉強し
たりする。  例）「空き講いつ～？」
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3 はじコラム／いちろー【１６０】商大が誇る大講義室１６０番教室のこと。広い、綺麗。講演会

なども行われる。

キャンパスマップ
〇〇小小樽樽商商科科大大学学建建物物配配置置図図

正面に見える３号館は１号館・２号館・４号館・５号

館、附属図書館、情報総合センターにつながっています。

雨雪が降っているとき、風が強いときも外を歩かず

移動できるので、とっても便利です！

大学会館

【１階】食堂・多目的ホール・和室・北洋銀行

【２階】購買・コピー機等

大学正門から入ってすぐ左に見える大きな建物が、

皆さんがよく使うであろう、大学会館です。

購買の前の休憩スペースでは、食事や会話を楽しむ

ことができます！

購買→ 食堂→ で詳しく紹介しています♪

情情報報総総合合

いちろー【１６０】 商大が誇る大講義室１６０番教室のこと。広い、綺麗。
講演会なども行われる。

3
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4

キャンパスマップ

道内の観光名所の一つである、小樽。

よく港町であることにスポットが当てられますが、実は「坂の街」

と呼ばれるほど坂が多いという特徴も持っています。

商大は、そんな小樽にある坂の一つ「地獄坂」を登った先にあり、

四季折々の変化を感じられる、自然豊かなキャンパスです。

入学式はココ、

第第１１体体育育館館で行われるよ！

第１

小樽商大 正門

地獄坂を登り切った先に見えるオアシス。

春には桜並木が迎え入れてくれます。

はじコラム／ういんぐべいおたる【ウイングベイ小樽】 ショッピングや映画、ボウリングも

楽しめる巨大施設。大きいホームセンターもあり大抵の物はここで揃う。
ういんぐべいおたる【ウイングベイ小樽】 ショッピングや映画、ボウリングも楽しめる巨大施設。
大きいホームセンターもあり大抵の物はここで揃う。

4
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商大の施設紹介

はじコラム／おたるうんが【小樽運河】 言わずと知れた小樽の観光名所の一つ。食べ歩きが

楽しい。小樽屈指のデートスポットとも言われる。

①学生センター

学生が快適な大学生活を送れるようサポート

してくれる場所です。教務課、学生支援課が

あります。また、レポートボックスや

授業時間割もここに置いてあります。

②附属図書館

リニューアルしたての綺麗な図書館。

階は書庫となっており、 ・３階は学習

スペースがあります。２階は開放的なオープン

スペースなので、話し合い等もできます。

③保健管理センター

体調不良や怪我の応急処置をしてくれます。

健康相談やこころの相談にも対応しています。

また、学生教育研究災害障害保険 学研災 の

取り扱いもしています。

④体育館

商大のキャンパスから地獄坂を少し登って

右手にあります。入学式・卒業式等の行事が

行われる場所です。また、サークル合同説明会

もここで行われます。

おたるうんが【小樽運河】 言わずと知れた小樽の観光名所の一つ。食べ歩きが楽しい。
小樽屈指のデートスポットとも言われる。
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商大の施設紹介

はじコラム／おつかれさまです【お疲れ様です】 商大生に会ったらまずは「お疲れ様です」。

午前中でもお疲れ様です。疲れていなくてもお疲れ様です。マルチな場面で使用。

⑤２号館 ⑥３号館

⑧５号館⑦４号館

情報総合センターや言語センター等が入って

いる建物。３号館と繋がっている為、上の写真

に写っている入り口から入ることは、ほとんど

無いかも？

２１０教室をはじめ、講義やゼミで使う教室

の多くはココに集中しており、恐らく商大生が

一番訪れる建物です。 階にあるグローカル

ラウンジは休憩場所として利用できます。

商 大で 一 番 多く の 人 数 を 収 容 で き る

１６０教室があり、黒板の代わりに３面の

大型スクリーンが設置されています。外部から

招いた講師の方の講演会はだいたいココで

行われます。

商大のほかの建物に比べて、新しめの印象が

ある建物です。黒板の代わりにホワイトボード

が設置されています。最近エレベーターと

広めの階段が増設されました。

おつかれさまです【お疲れ様です】 商大生に会ったらまずは「お疲れ様です」。
午前中でもお疲れ様です。疲れていなくてもお疲れ様です。マルチな場面で使用。
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入学準備について
事事前前準準備備ににつついいてて

この冊子の他にもいろいろな書類が届いたと思います！その中でも特に重要な書類、

準備について紹介します！

① 入学手続き書類の記入

② 外国語の履修志望登録（詳しくは の「外国語への招待」を参照！）

③ 生協加入の手続き書類記入

④ よろず家申し込み（新しい友達ができるチャンス！）

＋＋αα入入学学準準備備説説明明会会ににももぜぜひひ参参加加ししよようう！！！！

入入学学式式のの準準備備

ススーーツツのの準準備備

大学の入学式ではスーツを着るのが一般的です。

同封されているスーツクーポンを活用してお買い得に！

寒寒ささにに備備ええるる

スーツに加えてコートなども準備しましょう！

体育館も寒いことがあるので暖かい服装を！！

雪雪道道ににつついいてて

当日に雪があり足元が悪い場合、革靴やパンプスの移動には注意が必要です。

当日は公共交通機関を利用しましょう！

鞄鞄のの準準備備

書類がたくさん配られるため、 サイズが入るバッグを持ってきて下さい。

書類の管理をしっかりしましょう！

入入学学式式本本番番

①① 学学生生セセンンタターーでで受受付付
入学式の看板前で写真を撮ることもできます！長い列ができるので時間に余裕を

持って行動しましょう！なお、看板は式終了後も置いてあるので安心してください。

②② 入入学学式式、、オオリリエエンンテテーーシショョンン
体育館で入学式、オリエンテーションを行います。あわせて２時間ほどの予定です。

体育館は土足で入れるのでスリッパや上靴は不要です！また、式終了後に外で

各サークルがビラ配りをしているよ！！

はじコラム／おんでまんどじゅぎょう【オンデマンド授業】 予め資料と解説動画が公開され、

時間割の時間にとらわれず自分の好きな時に授業が受けられるタイプの授業。

実際どんな授業があるの？電子辞書って必要？など、

入学前のモヤモヤを先輩方が解決してくれるよ！

おんでまんどじゅぎょう【オンデマンド授業】 予め資料と解説動画が公開され、時間割の時間に
とらわれず自分の好きな時に授業が受けられるタイプの授業。

7
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授業を受けるには
みなさんは、大学の授業をどのようにして受けているか知っていますか？

ここでは、みなさんに商大の授業の仕組みを紹介していきます！！

単単位位ににつついいてて

「大学では受けたい授業を自由に決められる」とよく言いますが、「履修の手引き」

に書かれているルールに従って単位を修得しなければならないので、全く自由に

決められるわけではありません。「単位」とは簡単に言うと「授業の単位」のことです。

基本的に授業 授業＝２単位です。そして、 年間に履修することのできる単位は

単位までです。つまり、単純計算で年間最大 個の授業を履修することができる

ということになります。ただし、英語・第二外国語・健康スポーツなどの一部の授業は

１授業＝１単位となっているので注意が必要です。そして、卒業するためには

単位を修得することが必要ですので計画的に時間割を組む必要があります！

学学習習シシスステテムムににつついいてて

商大では様々なシステムを利用して出欠確認やレポート、課題の提出、成績の確認

などができます！！ここでは１年生のうちからよく利用するシステムを紹介します。

授業を受けるときによく使う学修管理システムです。

スマホ・ からアクセスできるので、いつでもどこでもチェックできます。

使用例）

① 授業で使用するレジュメのダウンロード、プリントをする

② レポートや課題を提出する

③ 授業後のアンケートや小テストに回答する

④ 連絡事項を確認する

授業の出欠確認やアンケートなど

でよく使われます。アプリをダウン

ロードしておくと便利！

詳詳ししいい接接続続方方法法はは、、オオリリエエンンテテーーシショョンンでで渡渡さされれるる「「履履修修のの手手引引きき」」ででチチェェッックク！！

履修登録はこのシステムで行います。

成績確認や健康診断の結果も見ること

ができます！

コロナ禍で大学に行かなくなる

と、重要な連絡事項は全て

の学内掲示板にアップ

されるので要チェック！！

授業中に提示される

番号を入力して、送信！

manaba 

respon 

Campus Square 

はじコラム／かいそくえあぽーと【快速エアポート】 札幌と小樽を３０数分で繋ぐ電車。乗れ

たら最高。逃すと絶望。運行時間が決まっている。
かいそくえあぽーと【快速エアポート】 札幌と小樽を３０数分で繋ぐ電車。乗れたら最高。
逃すと絶望。運行時間が決まっている。
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履修登録はこのシステムで行います。

成績確認や健康診断の結果も見ること

ができます！

コロナ禍で大学に行かなくなる

と、重要な連絡事項は全て

の学内掲示板にアップ

されるので要チェック！！

授業中に提示される

番号を入力して、送信！

manaba 

respon 

Campus Square 

はじコラム／かいそくえあぽーと【快速エアポート】 札幌と小樽を３０数分で繋ぐ電車。乗れ
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授業を受けるには
共共通通科科目目とと学学科科科科目目

商大の授業は大きく分けて２種類あります。

『共通科目』基礎的な知識や語学力を身につけるための科目（心理学、物理など）

『学科科目』学科の専門的な知識を身につけるための科目（経営学原理、統計学など）

時時間間割割のの決決めめ方方

中学や高校の時とは違い、大学では自分で履修する授業を選び、時間割を作ります。

そこで、どのようにして商大生は時間割を決めているのか、簡単に紹介します！

シラバス・履修の手引きを見て

気になる授業を見つける

履修相談会などで先輩に相談する

第 回目の授業に出席する

履修登録

商大のＨＰでシラバスを閲覧できます。

必要な教科書や成績基準などの情報も

あるため重要！

各授業の第１回目は履修する授業を決め

るための導入にあたります。出席しない

と履修できない授業もあるので注意！

「 」で登録します。

登録していない授業に出席しても単位は

もらえないので慎重に登録しよう！

詳しい履修の仕方や時間割の決め方は

様々なサークルで行われる履修相談会で先輩たちが教えてくれるよ！！

また、生協学生委員会の や の でも対応しています！

はじコラム／がくせいいいんかい【学生委員会】 商大生、生協、受験生のために日夜頑張っ

ている学生の集まり。この冊子を作っているのも学生委員。

※外国語は第１回目から授業が始まるので注意！
教科書も予め買って準備しておこう！

がくせいいいんかい【学生委員会】 商大生、生協、受験生のために日夜頑張っている学生の
集まり。この冊子を作っているのも学生委員。
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年生の時間割
大学生になると高校生の時とは違い、英語、第二外国語などの必修の科目以外の時間割

を自分で作ります。ここでは、実際の昼間・夜間主両コースの商大生の 年時の時間割を

紹介しますので是非、参考にしてください！

【昼間・札幌在住・ 君の時間割】

【前期】 【後期】

【昼間・小樽在住・ さんの時間割】

【前期】 【後期】

はじコラム／がくせいしょう【学生証】 身分証明書であると同時に、プリペイド式電子マネー

の役割を果たす。食堂・購買・自販機でスマートに支払いが出来る。

英語は大学から時間

が指定されます。
英語は大学から時間が

指定されます。

年生からでも学科の

入門科目を履修できるよ！

第二外国語は火、木の 講！
Ｉｂ

Ｉ

がくせいしょう【学生証】 身分証明書であると同時に、プリペイド式電子マネーの役割を果たす。
食堂・購買・自販機でスマートに支払いが出来る 。
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成績評価について
これから大学生活を始める皆さんにとって成績評価は大事ですよね！

このページでは商大の成績評価について説明していきます！！

大大学学のの成成績績表表

中学校や高校では「１～５」で成績が分けられていましたが、

大学では「秀」「優」「良」「可」「不可」になります。「秀」が最も良い

評価で、「不可」だと単位をもらうことができません。

右の表はそれぞれの評価に対応する評点を表しています。評点は講

義によって付け方が異なっていて、大きく分けて、平常点、テスト、

提出物の３つが対象です。

評評価価のの方方法法

平平常常点点 テテスストト 提提出出物物

授業の出席そのものや授業中

の発言などによりつけられる

点のこと。割合は小さいが、

これに助けられることも。

マ ー ク 式 、 記 述

式、プレゼン形式

など形式は様々。

評価の大部分を占

める。

レポートや課題などのこと。

レポートを書いたことがない

人も、授業や生生協協ののパパソソココンン

講講習習会会で書き方を学べます！

評点の割合はその授業によって異なります。平常点や提出物がなく、テストのみの一発

勝負の科目や提出物重視の科目もあります。

また、２年生になって学科に分かれる際、１年生の時の成績の良い人から順に希望する

学科に振り分けられます。希望の学科に行けるように、勉強を頑張ろう！

評評価価 評評点点

秀 ～

優 ～

良 ～

可 ～

不可 ～

はじコラム／かこもん【過去問】 あるとテスト勉強の参考になる。部活やサークルの先

輩からゲットする事が多い。 例：「過去問持ってる？」

昼昼間間ココーーススのの学学科科所所属属ににおおけけるる成成績績基基準準

基礎科目（成績の高い順）：４科目以上８単位

外国語科目（成績の高い順に）：英語 科目＆第二外国語１科目

学科基幹科目（成績の高い順に）：３科目

※基礎科目は教養的な知識を学ぶ科目で、学科基幹科目は

それぞれの学科の基礎となる科目のことです。

11

年生の時間割
【夜間主・札幌在住・ さんの時間割】

【前期】 【後期】

【夜間主・小樽在住・ さんの時間割】

【前期】 【後期】

はじコラム／がくばん【学番】 「学生番号」の略。テストや出席確認の時など使う場面が多い。

科目によって、

夜間主コースも

昼間の授業を

履修できるよ！

がくばん【学番】 「学生番号」の略。テストや出席確認の時など使う場面が多い。
11
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成績評価について
これから大学生活を始める皆さんにとって成績評価は大事ですよね！

このページでは商大の成績評価について説明していきます！！

大大学学のの成成績績表表

中学校や高校では「１～５」で成績が分けられていましたが、
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義によって付け方が異なっていて、大きく分けて、平常点、テスト、

提出物の３つが対象です。

評評価価のの方方法法

平平常常点点 テテスストト 提提出出物物

授業の出席そのものや授業中

の発言などによりつけられる

点のこと。割合は小さいが、

これに助けられることも。
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など形式は様々。

評価の大部分を占

める。
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人も、授業や生生協協ののパパソソココンン

講講習習会会で書き方を学べます！

評点の割合はその授業によって異なります。平常点や提出物がなく、テストのみの一発

勝負の科目や提出物重視の科目もあります。

また、２年生になって学科に分かれる際、１年生の時の成績の良い人から順に希望する

学科に振り分けられます。希望の学科に行けるように、勉強を頑張ろう！

評評価価 評評点点

秀 ～

優 ～

良 ～

可 ～

不可 ～

はじコラム／かこもん【過去問】 あるとテスト勉強の参考になる。部活やサークルの先

輩からゲットする事が多い。 例：「過去問持ってる？」

昼昼間間ココーーススのの学学科科所所属属ににおおけけるる成成績績基基準準

基礎科目（成績の高い順）：４科目以上８単位

外国語科目（成績の高い順に）：英語 科目＆第二外国語１科目

学科基幹科目（成績の高い順に）：３科目

※基礎科目は教養的な知識を学ぶ科目で、学科基幹科目は

それぞれの学科の基礎となる科目のことです。

かこもん【過去問】 あるとテスト勉強の参考になる。 
部活やサークルの先輩からゲットする事が多い。 例：「過去問持ってる？」
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年生の英語
商大の一年生向けの英語の授業は、 ～ までの４つの種類に分かれており、基本的に

すべて必修です。また、学ぶ内容も先生も違うので、それぞれの授業で違うスキルを

身に着けることができます。

ここでは、それぞれの昼間コースの英語の授業について説明していきます。

各クラスは２０～３０人と比較的少人数の授業でグループワークなども盛んなので、

知り合いができやすいのも特徴です。

※クラス分けについては年度ごとに異なりますので、履修の手引き・オリエン

テーションなどで確認してください。

※英語の授業は１週目から授業が始まります。クラス分けは の学内掲示板に

掲示されるので、各自で早めに確認しておいてください。

また、「 って何？」と思った人は、商大生協で「 対策アカデミックパック」

も取り扱っているので、詳しくは教教材材ガガイイドドをご確認ください。

英語ⅠA
が中心で、読解力を向上

させる授業です。

教科書などを使って、様々な文章を

読みます。先生によっては映像を使う

こともあるそうです！

英語ⅠB
が中心で、英語を使った

ディスカッションやグループワークを

します。

英語でコミュニケーションをとる力が

身につきます！

英語ⅠC
か のどち

らかの授業に割り当てられます！クラ

スによって授業内容が変わってきま

す。自分の弱点を克服することができ

ます。

英語ⅠD
パソコンを使って 対策をする

授業です！

実際の試験で 点以上取らないと

単位がもらえないのでしっかり勉強

しよう！

※画像は 年度のものです。

はじコラム／がっかん【学館】学生会館の略と思っている人が多いが、正しくは「大学会館」の

略。生協の食堂や購買、自販機、コピー機、 がある。商大生の憩いの場。
がっかん【学館】 学生会館の略と思っている人が多いが、正しくは「大学会館」の略。
生協の食堂や購買、自販機、コピー機、ATM がある。商大生の憩いの場。

13

OUCPB2022
はじコラム



14

第二外国語について
小樽商科大学では英英語語以以外外のの外外国国語語のの授授業業がが必必修修となっています。

昼間はドイツ語、フランス語、中国語、スペイン語、ロシア語、韓国語

夜間主はドイツ語、フランス語、中国語から１つの言語を履修することになっています。

第第二二外外国国語語をを選選ぶぶ上上ででののポポイインントト！！

このページでは各言語を実際に履修した先輩のコメントをご紹介します。

ぜひ、第二外国語選びの参考にしてください！

【【ドドイイツツ語語】】

・文法がかなり難しいが、授業は丁寧に教えてくれるので心配しなくて大丈夫！

・男性名詞・女性名詞・中性名詞などがあるので覚えるのが少し大変。

・発音はほとんどローマ字と一緒なので勉強しやすい。

・履修している先輩曰く、「大学用の電子辞書があった方が良い」とのこと！

①入学前に小樽商大の から第 希望～第 希望を選択する必要がある。

②必ずしも希望通りの言語を履修できるとは限らない。

③もし運悪く単位を落としてしまうと、さまざまなリスクが発生する。

（ 年生の学科選択がかなり不利になる・後輩に混じって授業を受けなければならないなど）

【【フフラランンスス語語】】

・アルファベットを用いるが英語の発音と違うものがあるので最初は戸惑うかも。

・日本人の先生は主に文法を、外国人の先生は主に会話を中心に学習する。

・男性名詞と女性名詞がある。

【【中中国国語語】】

・文法はそこまで難解ではないが、発音は何度も練習して身に着けることが重要。

・漢字は簡体字が使われており、日本語と意味や用法が異なる漢字もある。

・授業は文法をじっくり学ぶというよりも発音、会話に使われる時間が多い。

・日本には中国人観光客が多くいるため、会話できる機会が多い。

はじコラム／かめらおん【カメラオン】 の授業で先生がこの一言を放った時には、

顔のコンディションがどうであれ速やかにカメラをオンにしなければならない。
かめらおん【カメラオン】 Zoomの授業で先生がこの一言を放った時には、顔のコンディションが
どうであれ速やかにカメラをオンにしなければならない。
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（ 年生の学科選択がかなり不利になる・後輩に混じって授業を受けなければならないなど）

【【フフラランンスス語語】】

・アルファベットを用いるが英語の発音と違うものがあるので最初は戸惑うかも。

・日本人の先生は主に文法を、外国人の先生は主に会話を中心に学習する。

・男性名詞と女性名詞がある。

【【中中国国語語】】

・文法はそこまで難解ではないが、発音は何度も練習して身に着けることが重要。

・漢字は簡体字が使われており、日本語と意味や用法が異なる漢字もある。

・授業は文法をじっくり学ぶというよりも発音、会話に使われる時間が多い。

・日本には中国人観光客が多くいるため、会話できる機会が多い。

はじコラム／かめらおん【カメラオン】 の授業で先生がこの一言を放った時には、

顔のコンディションがどうであれ速やかにカメラをオンにしなければならない。
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第二外国語について

最最後後にに

皆さんが中学生、もしくは小学生のころ初めて英語を学習した時のように最初は授業を

聞いてもよくわからないという人が多かったことでしょう。

しかし、何度も繰り返し学習していくうちに少しずつ単語や文法を理解することが

できるようになっていったと思います。それと同じように毎回授業に出席し、宿題などを

きちんとこなせば必ず力はつくので、あまり心配せずむしろ楽しみにしてほしい

と思います！

第二外国語のコンテンツが付いた大学生用の電子辞書が

あれば、分からない単語を調べたりする際に役立つので、

購入をお勧めします。

【【ススペペイインン語語】】

・英語と共通点が多いのでとっつきやすい。

・文法はやや難しいが、授業で何度も扱ううちに頭に入る。

・多くの国で話されているので、留学生などと仲良くなれる。

【【ロロシシアア語語】】

・見たことがない文字を使うので最初は苦労する。

・文法は複雑で動詞の活用も種類が多くて大変だが、ルールがわかれば大丈夫。

・暗記が得意な人におススメ！

【【韓韓国国語語】】

・韓国の音楽、ドラマなどが大好きな方におススメ！

・毎週単語テストが行われ、宿題も毎週出されるようなので

大変かもしれないが、力はつく。

・授業では文法の基礎から教えてくれるうえに、発音も細かく指導してもらえる。

はじコラム／きゅうこう【休講】 祈りに祈りを重ねた末に授かった講義の休み。後から

補講があるかもしれないことも知らずに・・・。

※画像は 年度のものです。

きゅうこう【休講】 祈りに祈りを重ねた末に授かった講義の休み。
後から補講があるかもしれないことも知らずに・・・。
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遠隔授業の受け方
＜遠隔授業の種類＞ “遠隔授業”には大きく分けて３つの種類があります。

① オンライン会議型

を利用して、インターネット上で先生と学生が授業の時間帯に

コミュニケーションを取る形式です。コミュニケーションを取れることが

魅力で、語学の授業やグループワークのある授業がこの形式です。また

カメラをオンにすることも多く、お互いの顔も見られます。

② オンデマンド型

ウェブサイト上に動画やプリントのデータが資料としてアップロード

されて、学生がそれをもとに学習する形式です。学生が自分のペースで

勉強を進められることが魅力です。

③ リアルタイム配信型

先生が授業内容を教えている様子を動画で配信し、学生がそれを

視聴する形式です。
☆ の入り方など詳しくは生生協協ののパパソソココンン講講習習会会で教えてくれるので安心です。

＜遠隔授業での注意＞ 遠隔授業ならではの注意点がいくつかあります。

○○オオンンラライインン会会議議型型

・カメラオンの講義に注意！

オンライン会議型では学生側の映像も映るので、大学に行かなくても身だしなみに

気を使う必要がある。また、自分の部屋も写ってしまう。気になる人は自分の背景

がどのように映るか確認しておこう。

・マイクのミュート解除に注意！

先生が話しているときにはマイクをミュートにしよう。マイクをオンにしていると

独り言や鼻歌が聞かれてしまうかも！

・スマホだと画面が小さくて見づらいこともあるのでパソコンがおすすめ。

・講義には本名で参加しよう。指定された場合には指示に従おう。

○○オオンンデデママンンドド型型

・講義の受講は計画的に！

オンデマンド型の遠隔授業を後回しにして溜め込むと大変な目に遭う。

・課題の提出期限＆資料の公開期限！に気を付けよう！

では未提出の課題一覧を表示することが出来る！こまめにチェックしよう。

また、公開期限が設定されている講義の資料は期限を過ぎると閲覧できなくなる！公

開期限が終了するまでに資料をダウンロードしておこう。

○○そそのの他他

・先生から「 」の番号を提示されたら必ず、アプリまたはブラウザで回答しよう。

はじコラム／けいじばん【掲示板】 休講や教室変更、呼び出しなど様々な情報が掲載

される。３号館‐図書館の渡り通路手前にある。今は でも見られるようになった。
けいじばん【掲示板】 休講や教室変更、呼び出しなど様々な情報が掲載される。
３号館‐図書館の渡り通路手前にある。今はmanabaでも見られるようになった。
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レポートを書こう
「大学生といえばレポート」と想像する方が多いのではないでしょうか？

特に 年度以降は遠隔授業の影響でレポートを書いたり、 で課題を

提出したりする機会が格段に増えました。このページではレポートについて

詳しく紹介します！

〈〈レレポポーートトのの基基本本〉〉

①① 事事実実とと主主張張はは分分けけてて書書ここうう
高校までの感想文とは違い、大学のレポートは「学術的」なものです。

レポート課題の指示が「調査した事実をまとめる」のか「主張をまとめる」

のかによって書く内容は大きく変わります。客観的事実やデータをまとめる

際には自分の主観が入らないように気をつけましょう。また、研究や論文

からデータを引用する際には必ず参考文献や出典を明記しましょう！自分の

主張を述べる際は自分の考えをただ羅列するのではなく、論理的に述べる

ことが求められます。「結論、理由、根拠 具体例 、要点」の論理展開

法 や「序論、本論、結論」の構成を意識しましょう。

②②表表紙紙ををつつけけよようう！！

・ファイルや紙でレポートを提出する際には「表紙」をつけましょう！

・指示がある場合もありますが、特にない場合は「所属、学生番号、氏名」

の他に「授業名、担当教員名、レポートのタイトル、提出日、

提出締切日」を書くのが基本です。

③③画画像像をを添添付付すするる際際ののポポイインントト！！

・画像はデータ容量が重いので必ず「圧縮」をかけましょう！

・フリー素材ではないネットの画像を使う際は必ず出典を明記しましょう。

出典を書かないと「盗用」になってしまうことも！！

・画像のオプションは「四角形・ページ上の位置を固定」がおすすめです！

・図表にはタイトルと番号をつけましょう。（例：図 レイアウトオプション）

④④シショョーートトカカッットト機機能能をを使使おおうう！！

キーボードショートカットは、通常ではマウスを使う操作を、代わり

となるキーボードの複数のキーを押すだけで操作が完了する、という便利な

機能です。便利なショートカット機能を利用することで作業の効率化が

図れます！

選択した文章のコピー 文章の貼り付け

すべての項目を選択する。 操作を元に戻す

はじコラム／くだる【下る】 大学から小樽駅方面に向かって徒歩で地獄坂を下りること。

小樽駅まで 分くらいかかる。 例：「今日バイトあるから 時に下るわ」
くだる【下る】 大学から小樽駅方面に向かって徒歩で地獄坂を下りること。
小樽駅まで30分くらいかかる。 例：「今日バイトあるから 14 時に下るわ」
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夜間主コースの生活
「夜間主コースってどんな生活をしているんだろう？」「夜間主コースの勉強や生活に

不安がある！」そんな人も大丈夫！このページを読んで楽しい大学生活のスタートを

切ろう！

授業
授授業業のの基基本本

夜間主コースの主な授業時間は、６講と７講です。

（時間割については も見てみてね！）

そのため、夜ご飯を食べてから授業に向かいま

す。

昼昼間間のの授授業業

夜間主コースの学生も昼間の授業を６０単位まで受けることができます！履修の手引きや

シラバスをよく見て時間割を組もう！

外外国国語語

英語は１、２年次必修で、基基礎礎ククララススと標標準準ククララススに分かれており、自分に合った授業を

受けることができます。英語が苦手でも安心！

講 ～

講 ～

昼休み ～

講 ～

講 ～

講 ～

講講 ～～

講講 ～～

はじコラム／くみあいいん【組合員】生協に加入している学生や教職員の事。組合員になると

店舗を利用出来る。

卒業するためには合合計計１１２２４４単単位位必要で、１年間で
最大４４００単単位位ままでで履修することができます！
学科の垣根がなく、自由に履修することが可能です！

昼間と夜間に同じ授業がある場合、夜間主コースの学生は、

夜夜間間のの授授業業をを履履修修ししななけけれればばいいけけまませせんん！！

クラス分けやテストに は使われていません。

昼間コースと違う点がたくさんあるよ！

詳しくは授業オリエンテーションへ！

くみあいいん【組合員】 生協に加入している学生や教職員の事 。
組合員になると店舗を利用出来る 。
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夜間主コースの生活
夜間主コースの第二外国語は１年生が必修で、ドイツ語・フランス語・中国語の３つの

中から選択できます。各言語の特徴などは、本誌の「第二外国語について（ ）」を

参考にしてください！

なお、これは対面授業の場合を想定しています。 年度以降は遠隔授業が行われる

ようになったため多少ずれているところもありますが、ご了承ください。

夜間主コースの生活
昼昼間間のの活活動動

・アルバイトをする！・昼間の授業を受ける！

・家事をすませる！ ・サークルに参加！

アルバイトは小樽でする人、札幌でする人さまざまです。夜に授業があるので、

一人暮らしをしている人は、昼間のうちに家事を済ませておく人が多いです！

ササーーククルル活活動動

夜間主には現在、軽音、バドミントン、バレーボール、フットサルの４つのサークル

があり、いずれも７講の後に活動しています。行きたいときにふらっと行ける雰囲気な

ので、気軽に参加できます。夜間主コースの学生も昼間のサークルに所属することがで

きます。もちろん、昼間サークルと夜間サークルの掛け持ちも可能です。

帰帰るる時時間間

大学から小樽駅まで、所要時間はバスで行くか歩くかで変わります。

※バス、 の時間は変わる可能性があります。（ 年 月現在）

緑緑丘丘祭祭・・緑緑宵宵祭祭

夜間主の学校祭は「緑宵祭」（りょくしょうさい）といいます。毎年、焼き肉を

しながらクイズやカラオケをしたり、スポーツ大会、ビンゴ大会をしたりしています！

昼間の学生は「緑宵祭」に参加できませんが、夜間主の学生は昼間の「緑丘祭」に

参加することができます。

はじコラム／げかい【下界】 小樽駅周辺のこと。商大周辺とは景色、雪虫の数、天候すら

異なる。

ババススのの場場合合

商大前からバス出発

滝川行 出発

札幌駅到着

徒徒歩歩のの場場合合

商大前から駅まで ～ 分

滝川行 出発

札幌駅到着

げかい【下界】 小樽駅周辺のこと。商大周辺とは景色、雪虫の数、天候すら異なる。
19
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留学について
小樽商科大学には、１年生から昼間・夜間主の学生問わず、留学に挑戦できる

プログラムが充実しています！（本冊子の情報はコロナ禍前のものです。）

短短期期 長長期期

制制度度名名 ～～語語学学研研修修～～
～～海海外外研研修修ププロロググララムム

（（事事情情科科目目））～～
～～交交換換留留学学～～

形形式式

本学指定の海外語学

学校（生協取り扱い

の語学学校も含む）

で語学研修を受け

る。

「アジア・オセアニア

事情」など。協定校で

語学研修を受ける他、

商大で事前・授業を

行う。

海外協定校で専門科目

や、教養科目を学び

ます。現地の言葉の

勉強も並行して行い

ます。

選選考考 選考試験あり。

選考試験あり。

志望理由書、

面接、小論文

選考試験あり。

期期間間 ３週間～１ヵ月程度
３週間～１ヵ月程度

（春・夏休み）
約半年～１年間

主主なな留留学学先先

英語圏各国、ドイ

ツ、スペイン、フラ

ンス、ロシア、中

国、韓国など。

マレーシア・ニュージ

ーランド・オーストラ

リア・カナダなど。

指定交換留学のある

ヵ国・地域、 大

学。

単単位位

帰国後に受験する

語学検定の結果に

応じて２・３年時の

語学単位として認定

が可能。

各事情科目の単位に

加え、左記の語学研修

の単位認定が可能。

審査の上、留学先の

単 位 を 商 大 の 単 位

として認定可能。

そそのの他他

成績優秀者は後援会

（同窓会）から返済

不要の支援金が支給

される場合あり。

指定プログラムのみ

「佐野力海外留学奨励

金事業」により必要費

用の大部分の補助が受

けられる。

成績優秀者は後援会

同窓会 から返済不要

の支援金が支給される

場合あり。

この他にも、大学生協が主催の語学留学もあります。短期、長期留学どちらにも

対応しているので、大学生協旅行センターに かメールで相談してみてください。

留学の費用については、留学する国によって費用が異なりますので各自でご確認

ください。

はじコラム／こうむいん【公務員】 商大でも目指している人は多い。学科を問わず合格

者がいる。競争率が高く狭き門である。
こうむいん【公務員】 商大でも目指している人は多い。学科を問わず合格者がいる。
競争率が高く狭き門である 。

19

夜間主コースの生活
夜間主コースの第二外国語は１年生が必修で、ドイツ語・フランス語・中国語の３つの

中から選択できます。各言語の特徴などは、本誌の「第二外国語について（ ）」を

参考にしてください！

なお、これは対面授業の場合を想定しています。 年度以降は遠隔授業が行われる

ようになったため多少ずれているところもありますが、ご了承ください。

夜間主コースの生活
昼昼間間のの活活動動

・アルバイトをする！・昼間の授業を受ける！

・家事をすませる！ ・サークルに参加！

アルバイトは小樽でする人、札幌でする人さまざまです。夜に授業があるので、

一人暮らしをしている人は、昼間のうちに家事を済ませておく人が多いです！

ササーーククルル活活動動

夜間主には現在、軽音、バドミントン、バレーボール、フットサルの４つのサークル

があり、いずれも７講の後に活動しています。行きたいときにふらっと行ける雰囲気な

ので、気軽に参加できます。夜間主コースの学生も昼間のサークルに所属することがで

きます。もちろん、昼間サークルと夜間サークルの掛け持ちも可能です。

帰帰るる時時間間

大学から小樽駅まで、所要時間はバスで行くか歩くかで変わります。

※バス、 の時間は変わる可能性があります。（ 年 月現在）

緑緑丘丘祭祭・・緑緑宵宵祭祭

夜間主の学校祭は「緑宵祭」（りょくしょうさい）といいます。毎年、焼き肉を

しながらクイズやカラオケをしたり、スポーツ大会、ビンゴ大会をしたりしています！

昼間の学生は「緑宵祭」に参加できませんが、夜間主の学生は昼間の「緑丘祭」に

参加することができます。

はじコラム／げかい【下界】 小樽駅周辺のこと。商大周辺とは景色、雪虫の数、天候すら

異なる。

ババススのの場場合合

商大前からバス出発

滝川行 出発

札幌駅到着

徒徒歩歩のの場場合合

商大前から駅まで ～ 分

滝川行 出発

札幌駅到着

20

OUCPB2022
はじコラム



21 はじコラム／ごがく【語学】 英語や第二外国語のこと。昼間は 年生まで必修。絶対に

サボってはいけない。

留学について

佐佐野野力力海海外外留留学学奨奨励励金金事事業業

本学 佐野力氏のご寄附により、比較的安価に海外留学ができるシステムです。

留学に参加する学生は、留学費用のうち、自自己己負負担担額額 万万円円を納めるだけで留学すること

が可能です。毎年、多くの 年生がこのシステムを利用し留学をしています。留学したい

けども、留学費が膨大にかかるから…というお悩みも佐野力海外留学奨励金事業が解決

してくれます。少しでも留学に興味がある方は説明会に参加してみてください。

定期的に説明会が開かれるので、掲示を見逃さないようにしましょう。

留留学学にに行行くくままででのの準準備備

１  留学の情報集め 掲示板、説明会、相談

２  大学で申し込み・手続き、パスポートの発行準備

３  必要に応じて選考試験を受ける。

（ 、志望理由書、小論文、面接等）

４  選考試験の結果確認

５  荷物の準備

留学経験者のお話（ ・ さん）

私は１ヶ月間マレーシアのマラヤ大学に留学していました。その生活の中には大変なこと

もありましたが、現地の学生たちの助けもあり楽しく英語やビジネス、マレーシア文化、

イスラム教についてなど様々なことを学ぶことができました。さらにキャンプやホームス

テイ体験など日本ではできない素晴らしい体験をすることもできます！友達との寮での生

活も新鮮でとても楽しかったです。英語を学びたい人、異文化について知りたい人、現地

の友達が欲しい人などどんな人でも楽しめるプログラムです！みんなも行ってみてね！

留学 ＆
とは？

⇒英語力を測る１つのテストで、留学の選考の際にこれらの点数を基準に

します。

留学のメリットは？

⇒語学力、コミュニケーション力が ！そして外国の友達ができます！

事前に選考試験があるか

ないかを調べておこう！

その他に海外旅行傷害保険料、

滞在中の一部食費などが必要となります。

パスポートの発給を受けるためには

いくつかの書類が必要なため、

前もって準備しよう！

ごがく【語学】 英語や第二外国語のこと。 昼間は2年生まで必修。絶対にサボってはいけない。
21
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先生になろう
小樽商科大学では、中学・高校「英語」、中学「社会」、高校「公民」「商業」「情報」の

教員免許を取得することができます。取得するためには、卒業に必要な１２４単位のほか

に追加で単位を修得する必要があります。

また、学年、昼間コース、夜間主コース関係なく誰でもどの科目の先生も目指すことが

できます。しかし、先生になるためには通常よりも多くの単位の取得が必要になるので、

１年生の頃から計画的に履修を進める計画性と精神力が求められます。具体的には、

週に６～７コマほど追加で履修する必要があります。

では、どのような講義を取る必要があるのか一部ですが具体例を見ていきましょう！

（先生になるために履修が必要な科目）※教科に関わらず教職志望者必修

健康スポーツ 憲法・基礎 教育心理 教育制度 教育実習 など

（取得する免許の教科によって履修が必要な科目）

◯中学・高校「英語」

比較文化 英語学概論 英文学史 英語科教育法 など

◯中学「社会」・高校「公民」

経済学入門 哲学 国際法 社会科・公民科教育法 など

◯高校「商業」

簿記原理 経営学原理 商業科教育法 など

◯高校「情報」

社会情報論 情報科教育法 など

ままととめめ

教員免許を取得するには他の人よりも多くの単位を取得する必要があるので、大変な

部分もありますが、同じ道を目指している仲間ができたり、普段の授業に 無い知識を

得られたりなど、大変なことばかりではありません。

少少ししででもも興興味味ののああるる人人ははぜぜひひ４４月月にに行行わわれれるる教教職職オオリリエエンンテテーーシショョンンへへ！！皆さんと同じ

授業で会える日を楽しみにしています♪

はじコラム／ごごうかん【５号館】 講義棟の一つ。十の位が７の教室は全て 号館。そこそこ

大きな講義室が２つもある。比較的新しくて綺麗。エレベーターもある。

詳しくはオリエンテーション

で配布される「「履履修修のの手手引引きき」」

をチェック！！

＜商学科 英語専修コース＞

２０１９年度以降入学生を対象に商学科に「英語専修コース」が設立されました！

学科所属の際に商学科に進み、英語専修コースを選択した場合、「英語」の教員免許

取得に必要な単位の一部を卒業所要単位に含むことができます。

簡単に言うと、このコースを選択すると通常よりも英語の教員免許が取得しやすく

なるということです！

詳しくは「履修の手引き」をチェック、または学生センターへ ！

！！

ごごうかん【５号館】 講義棟の一つ。十の位が７の教室は全て5号館。
そこそこ大きな講義室が２つもある。比較的新しくて綺麗。エレベーターもある。

21 はじコラム／ごがく【語学】 英語や第二外国語のこと。昼間は 年生まで必修。絶対に

サボってはいけない。

留学について

佐佐野野力力海海外外留留学学奨奨励励金金事事業業

本学 佐野力氏のご寄附により、比較的安価に海外留学ができるシステムです。

留学に参加する学生は、留学費用のうち、自自己己負負担担額額 万万円円を納めるだけで留学すること

が可能です。毎年、多くの 年生がこのシステムを利用し留学をしています。留学したい

けども、留学費が膨大にかかるから…というお悩みも佐野力海外留学奨励金事業が解決

してくれます。少しでも留学に興味がある方は説明会に参加してみてください。

定期的に説明会が開かれるので、掲示を見逃さないようにしましょう。

留留学学にに行行くくままででのの準準備備

１  留学の情報集め 掲示板、説明会、相談

２  大学で申し込み・手続き、パスポートの発行準備

３  必要に応じて選考試験を受ける。

（ 、志望理由書、小論文、面接等）

４  選考試験の結果確認

５  荷物の準備

留学経験者のお話（ ・ さん）

私は１ヶ月間マレーシアのマラヤ大学に留学していました。その生活の中には大変なこと

もありましたが、現地の学生たちの助けもあり楽しく英語やビジネス、マレーシア文化、

イスラム教についてなど様々なことを学ぶことができました。さらにキャンプやホームス

テイ体験など日本ではできない素晴らしい体験をすることもできます！友達との寮での生

活も新鮮でとても楽しかったです。英語を学びたい人、異文化について知りたい人、現地

の友達が欲しい人などどんな人でも楽しめるプログラムです！みんなも行ってみてね！

留学 ＆
とは？

⇒英語力を測る１つのテストで、留学の選考の際にこれらの点数を基準に

します。

留学のメリットは？

⇒語学力、コミュニケーション力が ！そして外国の友達ができます！

事前に選考試験があるか

ないかを調べておこう！

その他に海外旅行傷害保険料、

滞在中の一部食費などが必要となります。

パスポートの発給を受けるためには

いくつかの書類が必要なため、

前もって準備しよう！
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資格を取ろう
「資格を取る」というのは、就職活動でアピールできるだけでなく、自分のスキル

アップにもつながります！また、取取得得ししたた検検定定をを教教務務課課にに申申請請すするるとと、、授授業業をを受受けけずずにに

単単位位をを取取得得すするるここととももででききまますす！！！！ぜひいろいろな検定に挑戦してみてください！

英語を母語としない人々を対象とした、ビジネス

シーンにおける英語能力の指標となるもの。

昼昼間間のの学学生生はは、、英英語語ⅠⅠ のの授授業業でで受受験験がが必必須須

でですす！！（夜間主は必須ではありませんが受験可能）

昼昼間間もも夜夜間間もも 点点以以上上でで英英語語ⅠⅠ、、７７５５００点点以以上上

でで英英語語ⅡⅡのの単単位位をを申申請請ででききまますす！！

学術研究や大学生活における英語能力の指標と

なるもの。留学時に語学力を証明するものとして

要求される場合が多いです。 ５５００００点点以以上上、、

６６１１点点以以上上でで英英語語ⅠⅠ、、 ５５２２００点点以以上上、、

６６８８点点以以上上でで英英語語ⅡⅡのの単単位位をを申申請請ででききまますす！！

ペーパー受験の とネット受験の など、

種類によって形式が異なるのも特徴です！

語語学学検検定定（（中中国国語語ドドイイツツ語語ななどど））

第二外国語の授業で学んだ知識を生かして、検定

を取得することができます。自分のスキルアップに

なるだけではなく、英語以外の外国語の能力の証明

にもなります！ままたた、、一一定定以以上上のの級級をを取取得得すするるこことと

でで、、単単位位のの申申請請ががででききまますす！！

日日商商簿簿記記検検定定

経理事務に必要な会計知識や、財務諸表を読む

力、基礎的な経営管理や分析力を問う検定。

まずは 級から挑戦してみましょう！ 級級以以上上のの

取取得得でで「「簿簿記記原原理理」」「「応応用用簿簿記記」」のの単単位位をを申申請請すするるここ

ととががででききまますす。。

パパススポポーートト試試験験

に関する基礎的な知識を問う国家資格。

パソコンで受験する 形式で、受験が終わったと

同時に合否を確認できます！

合合格格すするるとと「「情情報報処処理理基基礎礎」」のの単単位位をを申申請請すするる

ここととががででききまますす。。

や などの利用スキルを証明できる

資格。世世界界共共通通のの認認定定証証ががああるるののでで、、国国内内外外問問わわずず

就就活活ででアアピピーールルででききまますす！！！！毎月試験が開催されて

おり、受験機会が多いのも魅力！

ダブルスクール（大原簿記法律専門学校や資格の など）をして資格を取得したい場合、

大学生協購買店サービスカウンターで申し込み手続きができるのでお気軽にご相談ください！

また、講座によっては商大生協で申し込むと受講料金が５％割引になります！

はじコラム／こばやしたきじ【小林多喜二】 「蟹工船」などを著した商大卒の作家。伊藤整と

並ぶ商大が輩出した著名人。
こばやしたきじ【小林多喜二】 「蟹工船」などを著した商大卒の作家。
伊藤整と並ぶ商大が輩出した著名人。
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学科紹介①
商大では、２年生から４つの学科に所属することになります。１年生のうちから色々な

学科の科目を履修して、自分の興味のある学科を見つけましょう！

〈１年次で取れる授業〉

経済学入門Ⅰ 統計学 経済学入門Ⅱ

ミクロ経済学の基礎を

学びます。今後経済学を

深く学んでいくうえで

必要となる基礎の修得を

目標とします。

「ビッグデータ」の

ような膨大な数の統計

データを処理するために

必要な最大限の知識を

身に着けることができる

学問です。

第一線の研究者である

経済学科の教員複数名が、

自身の最新の研究なども

交えてそれぞれの専門分野

をわかりやすく紹介して

いきます。

〈Ｑ＆Ａコーナー〉
ＱＱ１１ どどううししてて経経済済学学科科をを選選んんだだののでですすかか？？

Ａ 自分は１年次で受けた経済学入門Ⅰ・Ⅱから経済学に興味を持ちました。経済の

仕組みを様々な手法で解き明かせる、というのが面白かったからです。

ＱＱ２２ ２２年年次次以以上上ははどどんんなな授授業業ががああるるののでですすかか？？

Ａ 主にミクロ経済学、マクロ経済学、経済史などがあります。１年次に比べて内容は

難しくなりますが、より専門的な授業が受けられます。

経済学科
経済を通して、社会のメカニズムを勉強できる！

社会の変化に興味がある人などにおすすめです！

経済とは、生産者が物を生産して販売し、消費者が購入して消費するという一連の

流れのことです。具体的には、生活水準・物価上昇率・経済成長の決定要因などを学び、

それらを経済学の観点から、望ましい姿にするにはどうすればよいかを学びます。

経済学はどうすれば幸せになるかを研究する学問です。

※授業内容は変更されることがあります。

詳しくはシラバスをチェックしてください。

はじコラム／さかん【サ館】 「サークル会館」の略。講義棟よりも標高の高い位置にある。

各サークルが練習やミーティングに使うことが出来る。
さかん【サ館】 「サークル会館」の略。 講義棟よりも標高の高い位置にある。
各サークルが練習やミーティングに使うことが出来る。

23

資格を取ろう
「資格を取る」というのは、就職活動でアピールできるだけでなく、自分のスキル

アップにもつながります！また、取取得得ししたた検検定定をを教教務務課課にに申申請請すするるとと、、授授業業をを受受けけずずにに

単単位位をを取取得得すするるここととももででききまますす！！！！ぜひいろいろな検定に挑戦してみてください！

英語を母語としない人々を対象とした、ビジネス

シーンにおける英語能力の指標となるもの。

昼昼間間のの学学生生はは、、英英語語ⅠⅠ のの授授業業でで受受験験がが必必須須

でですす！！（夜間主は必須ではありませんが受験可能）

昼昼間間もも夜夜間間もも 点点以以上上でで英英語語ⅠⅠ、、７７５５００点点以以上上

でで英英語語ⅡⅡのの単単位位をを申申請請ででききまますす！！

学術研究や大学生活における英語能力の指標と

なるもの。留学時に語学力を証明するものとして

要求される場合が多いです。 ５５００００点点以以上上、、

６６１１点点以以上上でで英英語語ⅠⅠ、、 ５５２２００点点以以上上、、

６６８８点点以以上上でで英英語語ⅡⅡのの単単位位をを申申請請ででききまますす！！

ペーパー受験の とネット受験の など、

種類によって形式が異なるのも特徴です！

語語学学検検定定（（中中国国語語ドドイイツツ語語ななどど））

第二外国語の授業で学んだ知識を生かして、検定

を取得することができます。自分のスキルアップに

なるだけではなく、英語以外の外国語の能力の証明

にもなります！ままたた、、一一定定以以上上のの級級をを取取得得すするるこことと

でで、、単単位位のの申申請請ががででききまますす！！

日日商商簿簿記記検検定定

経理事務に必要な会計知識や、財務諸表を読む

力、基礎的な経営管理や分析力を問う検定。

まずは 級から挑戦してみましょう！ 級級以以上上のの

取取得得でで「「簿簿記記原原理理」」「「応応用用簿簿記記」」のの単単位位をを申申請請すするるここ

ととががででききまますす。。

パパススポポーートト試試験験

に関する基礎的な知識を問う国家資格。

パソコンで受験する 形式で、受験が終わったと

同時に合否を確認できます！

合合格格すするるとと「「情情報報処処理理基基礎礎」」のの単単位位をを申申請請すするる

ここととががででききまますす。。

や などの利用スキルを証明できる

資格。世世界界共共通通のの認認定定証証ががああるるののでで、、国国内内外外問問わわずず

就就活活ででアアピピーールルででききまますす！！！！毎月試験が開催されて

おり、受験機会が多いのも魅力！

ダブルスクール（大原簿記法律専門学校や資格の など）をして資格を取得したい場合、

大学生協購買店サービスカウンターで申し込み手続きができるのでお気軽にご相談ください！

また、講座によっては商大生協で申し込むと受講料金が５％割引になります！

はじコラム／こばやしたきじ【小林多喜二】 「蟹工船」などを著した商大卒の作家。伊藤整と

並ぶ商大が輩出した著名人。
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学科紹介②

〈１年次で取れる授業〉

経営学原理Ⅰ 簿記原理 流通システム論Ⅰ

経営学とは何か、という

と こ ろ か ら 、 企 業 の

マネジメントや戦略に

ついて身近な企業を例に

学べる人気の授業です！

日商簿記３級の内容を

学ぶ講義です。企業の

やり取りを数字でとらえる

感覚を身につけます！

企業の環境や戦略、流通

構造などマーケティングに

おける基本的な考え方を

学ぶ授業です。中身が

とても充実しています！

〈Ｑ＆Ａコーナー〉
ＱＱ１１ どどううししてて商商学学科科をを選選んんだだののでですすかか？？

Ａ 流通システム論Ⅰを受講していて、特に商学の分野に興味を持ったからです。商学の

他の授業もたくさんあるのでとても楽しいですよ！

ＱＱ２２ ２２年年次次以以上上ははどどんんなな授授業業ががああるるののでですすかか？？

Ａ 例えば経営管理論、マーケティング、原価計算論などがあります。より専門的で深い

内容が学べるので、充実した授業が受けられますよ！

商学科
「ビジネス」に関する知識が身につく！

人やモノが社会の中でどのように動いているのか気になる！

という方におすすめです♪

商学科と一口に言っても、学問の分類としては、商学、経営学、会計学の３つに分かれ

ています。商学はマーケティングや流通について、経営学は個々の企業に着目し、

企業内部の構造や企業戦略、外部環境との関わり方などについて、会計学は企業活動を

数字で捉え、様々な用途への活用を学びます！

※授業内容は変更されることがあります。

詳しくはシラバスをチェックしてください。

はじコラム／さっつうせい【札通生】 札幌市、またはその周辺から商大に通学している人た

ちのこと。商大生の 割を占める。反対語→樽住み
さっつうせい【札通生】 札幌市、またはその周辺から商大に通学している人たちのこと。
商大生の 6割を占める。反対語→樽住み
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学科紹介③

〈１年次で取れる授業〉

法学 憲法・基礎Ⅰ 民法・基礎Ⅰ

毎週交代で企業法学科の

先生方が法律学の魅力や

それぞれの専門とする法律

の話を聞けます。履修者が

とても多いです。

日本国憲法について、

憲法とは何か、また憲法の

性質を学ぶことができる

授業です。高校の授業で

習った判例も出てきます。

民法とはどのような法律

であるのかを学ぶ授業

です。実際の判例を取り

扱い、どのような場面で

民法が使われるのかを理解

することができます。

〈Ｑ＆Ａコーナー〉
ＱＱ１１ どどううししてて企企業業法法学学科科をを選選んんだだののでですすかか？？

Ａ 本当は法学部のある大学に行きたかったので、企業法学科で法律の勉強をしたいと

思ったからです。また、公務員志望であることも理由の一つです。

ＱＱ２２ ややははりり公公務務員員志志望望のの人人がが多多いいでですすかか？？

Ａ 多いです。公務員試験では法律に関する問題が必ず出題されるので、授業で学んで

おくと少し勉強が楽になります。もちろん、民間企業に就職する人もいます！公務員

講座は商大生協で５％引き！ぜひ申し込みしよう！

企業法学科
法的思考力を身につけられる！

普段は意識していないかもしれないけれど、法律って

とても身近なものなのです！

企業法学科は名前だけを見ると企業に関わる法律だけを勉強する学科のよう

思われますが、実は憲法や民法、刑法などの基本となる法律も学ぶことができます。

また、ディスカッション形式の授業ではなく、座学の授業が多いのも特徴です。他の学科

と比べて比較的若い先生が多く、熱い授業が行われています。

法律を学んで得た思考力は社会に出てからもきっと役に立ちます！

※授業内容は変更されることがあります。

詳しくはシラバスをチェックしてください。

はじコラム／じーぴーえー【 】 取得単位の評定平均値。 以上はすごい。

じーぴーえー【GPA】 取得単位の評定平均値。 3以上はすごい。25

学科紹介②

〈１年次で取れる授業〉

経営学原理Ⅰ 簿記原理 流通システム論Ⅰ

経営学とは何か、という

と こ ろ か ら 、 企 業 の

マネジメントや戦略に

ついて身近な企業を例に

学べる人気の授業です！

日商簿記３級の内容を

学ぶ講義です。企業の

やり取りを数字でとらえる

感覚を身につけます！

企業の環境や戦略、流通

構造などマーケティングに

おける基本的な考え方を

学ぶ授業です。中身が

とても充実しています！

〈Ｑ＆Ａコーナー〉
ＱＱ１１ どどううししてて商商学学科科をを選選んんだだののでですすかか？？

Ａ 流通システム論Ⅰを受講していて、特に商学の分野に興味を持ったからです。商学の

他の授業もたくさんあるのでとても楽しいですよ！

ＱＱ２２ ２２年年次次以以上上ははどどんんなな授授業業ががああるるののでですすかか？？

Ａ 例えば経営管理論、マーケティング、原価計算論などがあります。より専門的で深い

内容が学べるので、充実した授業が受けられますよ！

商学科
「ビジネス」に関する知識が身につく！

人やモノが社会の中でどのように動いているのか気になる！

という方におすすめです♪

商学科と一口に言っても、学問の分類としては、商学、経営学、会計学の３つに分かれ

ています。商学はマーケティングや流通について、経営学は個々の企業に着目し、

企業内部の構造や企業戦略、外部環境との関わり方などについて、会計学は企業活動を

数字で捉え、様々な用途への活用を学びます！

※授業内容は変更されることがあります。

詳しくはシラバスをチェックしてください。

はじコラム／さっつうせい【札通生】 札幌市、またはその周辺から商大に通学している人た

ちのこと。商大生の 割を占める。反対語→樽住み
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学科紹介④

〈１年次で取れる授業〉

社会情報入門Ⅰ 社会情報入門Ⅱ 情報処理基礎

社会情報学科の情報関連

分野に関する基礎的な事項

やトピックを解説していく

授業です！

問題解決、意思決定法の

基礎を学ぶ授業です。現実

社会の問題を科学的に

とらえる視野が身につき

ます！

コンピューターやネット

ワークのシステム、セキュ

リティの基礎について学ぶ

授業です！

〈Ｑ＆Ａコーナー〉
ＱＱ１１ どどううししてて社社会会情情報報学学科科をを選選んんだだののでですすかか？？

Ａ 社会情報入門Ⅱを受講して、「どの選択が最適か」という考え方に興味を持った

からです。他にも授業で を扱っているものなどがあって面白いですよ！

ＱＱ２２ 数数学学ややパパソソココンンがが苦苦手手ででもも大大丈丈夫夫でですすかか？？

Ａ 大丈夫です！社会情報学科の授業は、パソコンを使うものばかりではありません。

先生たちも商大生の多くは文系ということをわかっているので、基本的なことから

教えてくれますよ。

社会情報学科
論理的思考力を身に着けられる！

興味がある人はぜひ社会情報入門Ⅰ・Ⅱを履修してみて

くださいね！

社会情報学科では、 社会に適応していく知識や技術を扱います。‟情報”と名前が

付く通り、もちろんパソコンを使ったプログラミングを扱う授業もありますが、決して

それしか学ばないというわけではなく、ビジネスの仕組みやコミュニケーションの取り方

なども学ぶことが出来ます。また、「どの選択が最適か」、「どのような行動を取れば効率

がいいのか」という考え方を学ぶことが出来る学科です。

※授業内容は変更されることがあります。

詳しくはシラバスをチェックしてください。

はじコラム／しおくり【仕送り】 親という名の神からの恵み。感謝の心を忘れないように。

しおくり【仕送り】 親という名の神からの恵み。感謝の心を忘れないように。
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おすすめ授業紹介
今回は小樽商科大学の数ある授業の中で、特に商大生に人気のある授業を分野ごとに

紹介していきたいと思います！（※授業内容は変更となる場合があります。）

共通科目

心理学Ⅰ・Ⅱ【人間と文化】
社会系の科目の中で、特に人気の高い講義です。授業は非常にわかりやすく、先生の

口調も穏やかなのでリラックスして授業を受けることができます。また、時には心理テ

ストを楽しみながら学びを得ることができます！

文化人類学【社会と人間】
主にアイヌ文化について学びながら、文化人類学の基礎的な概念を理解できます。先

住民族アイヌとの歴史的関係を知ることで、民族共生について考えるきっかけを与えて

くれる講義です。

環境科学【自然と環境】
こちらは夏季集中講義になります。科学と生物と資源の つの観点から環境について

考える授業で、教養として知っておくべき現代の環境問題プラスアルファの内容を学べ

ます。環境問題が色々と話題になる昨今、この講義で知識を身につけておくと環境につ

いて自分自身で考えることができるようになると思います。

総合科目Ⅲ【知（地）の基礎】
商大の 、 の方々からお話を聞くことができる講義です。毎回違う方が講義を

して下さるので、幅広い業種について学ぶことができます。有名企業に勤めている方や、

社長を務めている方が来て下さることも…。自身のキャリアデザインの設計に役立つだ

けでなく、将来への夢が広がること間違いなしです！

はじコラム／じがく【自学】 「自動車学校」の略。商大生協で入校手続きをすれば特別価格で

通うことが出来る。「車校」と言っても通じにくい。例：「自学のため、今日のサークルお休みしま

す。」

学科科目は次ページ！

じがく【自学】 「自動車学校」の略。 商大生協で入校手続きをすれば特別価格で通うことが
出来る。 「車校」と言っても通じにくい。 例：「自学のため、今日のサークルお休みします。」
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社会情報入門Ⅰ 社会情報入門Ⅱ 情報処理基礎

社会情報学科の情報関連

分野に関する基礎的な事項

やトピックを解説していく

授業です！

問題解決、意思決定法の

基礎を学ぶ授業です。現実

社会の問題を科学的に

とらえる視野が身につき

ます！

コンピューターやネット

ワークのシステム、セキュ

リティの基礎について学ぶ

授業です！

〈Ｑ＆Ａコーナー〉
ＱＱ１１ どどううししてて社社会会情情報報学学科科をを選選んんだだののでですすかか？？

Ａ 社会情報入門Ⅱを受講して、「どの選択が最適か」という考え方に興味を持った

からです。他にも授業で を扱っているものなどがあって面白いですよ！

ＱＱ２２ 数数学学ややパパソソココンンがが苦苦手手ででもも大大丈丈夫夫でですすかか？？

Ａ 大丈夫です！社会情報学科の授業は、パソコンを使うものばかりではありません。

先生たちも商大生の多くは文系ということをわかっているので、基本的なことから

教えてくれますよ。

社会情報学科
論理的思考力を身に着けられる！

興味がある人はぜひ社会情報入門Ⅰ・Ⅱを履修してみて

くださいね！

社会情報学科では、 社会に適応していく知識や技術を扱います。‟情報”と名前が

付く通り、もちろんパソコンを使ったプログラミングを扱う授業もありますが、決して

それしか学ばないというわけではなく、ビジネスの仕組みやコミュニケーションの取り方

なども学ぶことが出来ます。また、「どの選択が最適か」、「どのような行動を取れば効率

がいいのか」という考え方を学ぶことが出来る学科です。

※授業内容は変更されることがあります。

詳しくはシラバスをチェックしてください。

はじコラム／しおくり【仕送り】 親という名の神からの恵み。感謝の心を忘れないように。
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商大生の一日
大学生は時時間間割割をを自自分分でで決決めめるるので、学校に行く時間や帰る時間は自分で決めることが

できます。ここでは、商大生の一日の生活例をいくつかご紹介します。

✩✩昼間・対面授業の場合✩✩

昼間コースの大きな特徴は朝が早いこと！特に１年次の火曜と木曜の１講は必修の

第二外国語が入るので、週に２回１講が必ず入ることになります。

２年生になると、この第二外国語の授業は２講の時間になるので、 年生のうちから

頑張っていきましょう！空き講の時間は友達と過ごしたり、課題をやったりしている人が

多いです。特に２、３講が空き講の人は、昼休みの食堂が混雑する前にご飯を食べる

ことも多いです。

はじコラム／じょうしょ【情処】 情報総合センターの略。高校でいうパソコン室。

授業中でなければ自由に使える。
29

いかがでしたでしょうか？入学後の履修選択の際に是非参考にしてください。また、

今回紹介した授業以外にもおすすめの講義は沢山あるので、時間割作成などについて

わからないことがあれば是非各サークルが主催する履修相談会に参加してみてくださ

い！（生協学生委員会の履修相談会にも来てくれたら嬉しいです！）

おすすめ授業紹介②
学科科目

経済学入門Ⅰ【経済学科】
経済学の基本的な内容を扱う講義です。本講義では需要と供給の関係を用いて、どの

ように価格が決まるのかを学ぶことができます。授業はとてもわかりやすく、図を使い

ながら丁寧に説明してくれます。高校の政治経済で学んだ範囲の復習から入るので、経

済学って難しそう…と思っている方でも安心です。

経営学原理Ⅰ【商学科】
商学部の学生として、最低限知っておくべき経営学の知識を得ることができます。実

際の企業がどのように成功したのか、実例をもとに講義が展開されるため、経営学を身

近に感じることができます。授業もわかりやすいため、おすすめの講義です。

法学【企業法学科】
この講義では毎回の授業で先生が変わり、それぞれの先生が専門に研究されている分

野について、基礎的な内容を紹介してくれます。この授業一つで企業法学科で学ぶ内容

を一通り網羅することが出来るので、１年生のうちに受けておくと安心です。

社会情報入門Ⅰ【社会情報学科】
情報処理や、人工知能の基礎的な知識について学ぶ講義です。情報関連分野ではどの

ような研究が行われていて、社会にどう役立てているかを理解できるようになります。

この講義は社会情報学科の学生以外は１年次しか受けることができないため、興味があ

るなら１年生のうちに受講することをおすすめします。

はじコラム／じごくざか【地獄坂】 商大へ続く急勾配の坂。夏は汗だくになり、冬は滑って

転び、地獄を見る。じごくざか【地獄坂】 商大へ続く急勾配の坂。夏は汗だくになり、冬は滑って転び、地獄を見る。
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商大生の一日
大学生は時時間間割割をを自自分分でで決決めめるるので、学校に行く時間や帰る時間は自分で決めることが

できます。ここでは、商大生の一日の生活例をいくつかご紹介します。

✩✩昼間・対面授業の場合✩✩

昼間コースの大きな特徴は朝が早いこと！特に１年次の火曜と木曜の１講は必修の

第二外国語が入るので、週に２回１講が必ず入ることになります。

２年生になると、この第二外国語の授業は２講の時間になるので、 年生のうちから

頑張っていきましょう！空き講の時間は友達と過ごしたり、課題をやったりしている人が

多いです。特に２、３講が空き講の人は、昼休みの食堂が混雑する前にご飯を食べる

ことも多いです。

はじコラム／じょうしょ【情処】 情報総合センターの略。高校でいうパソコン室。

授業中でなければ自由に使える。
じょうしょ【情処】 情報総合センターの略。高校でいうパソコン室。 
授業中でなければ自由に使える。
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いかがでしたでしょうか？入学後の履修選択の際に是非参考にしてください。また、

今回紹介した授業以外にもおすすめの講義は沢山あるので、時間割作成などについて

わからないことがあれば是非各サークルが主催する履修相談会に参加してみてくださ

い！（生協学生委員会の履修相談会にも来てくれたら嬉しいです！）

おすすめ授業紹介②
学科科目

経済学入門Ⅰ【経済学科】
経済学の基本的な内容を扱う講義です。本講義では需要と供給の関係を用いて、どの

ように価格が決まるのかを学ぶことができます。授業はとてもわかりやすく、図を使い

ながら丁寧に説明してくれます。高校の政治経済で学んだ範囲の復習から入るので、経

済学って難しそう…と思っている方でも安心です。

経営学原理Ⅰ【商学科】
商学部の学生として、最低限知っておくべき経営学の知識を得ることができます。実

際の企業がどのように成功したのか、実例をもとに講義が展開されるため、経営学を身

近に感じることができます。授業もわかりやすいため、おすすめの講義です。

法学【企業法学科】
この講義では毎回の授業で先生が変わり、それぞれの先生が専門に研究されている分

野について、基礎的な内容を紹介してくれます。この授業一つで企業法学科で学ぶ内容

を一通り網羅することが出来るので、１年生のうちに受けておくと安心です。

社会情報入門Ⅰ【社会情報学科】
情報処理や、人工知能の基礎的な知識について学ぶ講義です。情報関連分野ではどの

ような研究が行われていて、社会にどう役立てているかを理解できるようになります。

この講義は社会情報学科の学生以外は１年次しか受けることができないため、興味があ

るなら１年生のうちに受講することをおすすめします。

はじコラム／じごくざか【地獄坂】 商大へ続く急勾配の坂。夏は汗だくになり、冬は滑って

転び、地獄を見る。
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商大生の一日
✪✪夜間主・対面授業の場合✪✪

夜間主コースの学生は昼の時間帯にアルバイトを入れて午後の時間帯から

大学に来るという人が多いです。

また、科目によっては夜の授業だけでなく昼の授業も履修可能なので、

午前中の早い時間に来て、夜の授業まで友達と過ごしたり、課題をしたりする

人も多く見かけます。

はじコラム／しょうだい【商大】 小樽商科大学のこと。小樽人は「樽商」とは呼ばないので

注意。
31

商大生の一日
✩✩昼間・遠隔授業の場合✩✩

： 起床・身支度

：

～ 講（ ）
：

：

～ 講（ ）
：

昼食

：

～ 自由時間
：

：

～ 講（ ）
：

：

～ バイト
：

： 帰宅・夕食

講から授業のとき

講からでも余裕を持って起きられる。

対面授業の時より楽。

英語や第二外国語の授業は、 を使って

リアルタイムで受ける形式が多いです。

空いた時間でレポートを書いたり、宿題を

やったり、たまにのんびりしたりします。

授業が終わったらすぐバイトに向かいます！

☆☆遠遠隔隔授授業業のの良良いいととこころろ☆☆

・家で授業を受けられるから通学時間が０に！

・空き講は課題をやったりレポートを書いたり、たまには息抜きに

音楽を聴いたり料理をしたりしています！

・対面授業の時よりも早めの時間からバイトに行ける！

・時間にゆとりが出来た。

・ 講からの授業でもギリギリまで寝ていられる！

はじコラム／しゃじょう【社情】 社会情報学科の略称。あるいは社会情報入門Ⅰ・Ⅱの授
業名の略称。 例：「今日の４講社情Ⅰだよね？」 「学科どこにする？－社情かな。」しゃじょう【社情】 社会情報学科の略称。あるいは社会情報入門Ⅰ・Ⅱの授業名の略称。

 例：「今日の４講社情Ⅰだよね？」 「学科どこにする？－社情かな。」
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商大生の一日
✪✪夜間主・対面授業の場合✪✪

夜間主コースの学生は昼の時間帯にアルバイトを入れて午後の時間帯から

大学に来るという人が多いです。

また、科目によっては夜の授業だけでなく昼の授業も履修可能なので、

午前中の早い時間に来て、夜の授業まで友達と過ごしたり、課題をしたりする

人も多く見かけます。

はじコラム／しょうだい【商大】 小樽商科大学のこと。小樽人は「樽商」とは呼ばないので

注意。 しょうだい【商大】 小樽商科大学のこと。小樽人は「樽商」とは呼ばないので注意。
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サークル紹介
自分の趣味や特技に磨きをかけたり、思い切って新しいことを始めてみたりすることがで

きるのがサークルの魅力！ここでは個性豊かな商大のサークル事情を紹介します！

【体育系】

■硬式庭球部 ■軟式庭球部 ■硬式野球部 ■準硬式野球部 ■軟式野球同好 ■ ■ラグビー部

■サッカー部 ■男子バスケットボール部 ■女子バスケットボール部 ■男子バレーボール部 ■男子ハンドボール部

■女子ハンドボール部 ■トランポリン競技部 ■剣道部 ■柔道部 ■伝統空手部 ■合気道部 ■弓道部 ■陸上競技

■漕艇部 ■ヨット部 ■水泳部 ■ゴルフ部 ■基礎スキー部 ■ワンダーフォーゲル部 ■男子ラクロス部 ■卓球部

■應援團 ■昼間バドミントン部 ■ （テニス） ■夜間主フットサルサークル （フットサル）

■夜間主バドミントンサークル ■夜間主バレーボールサークル ■ （サッカー・フットサル）

■ （バスケットボール） ■クイック（バレー）

【文科系】

■演劇戦線 ■軽音部 ■室内管弦楽団 ■ジャズ研究会 ■フォークソング部 ■プレクトラムアンサンブル

■アカペラサークル ■ ソーランサークル翔楽舞 ■小樽笑店 ■ （ストリートダンス）

■小樽商大ポケモンサークル ■美術サークル＊メロコトン ■放送サークル たるもじゅ

■合唱サークル グリー カンタール ■夜間主軽音楽部 ■創作活動部 ■アイセック（海外インターンシップ運営）

■会計プロジェクト ■茶道部 ■国際交流サークル ■教職サークル ■写真部 ■緑法会

■映画サークル ■エンカレッジ北海道 ■将棋部 ■数学研究会

【【学学生生団団体体・・そそのの他他】】

■緑丘祭実行委員会 ■昼間部学生自治会事務局 ■夜間主自治会（緑宵祭実行委員会） ■ゼミナール協議会

■体育常任委員会 ■音楽文化団体連合会 ■商大くんが行く！ブログ ■生協学生委員会

もっとサークルについて深く知りたい方必見！！！

小樽商大生協 にて各サークルの紹介文を掲載中！▶▶

はじコラム／ぜんきゅう【全休】巧みな時間割構成によりできた 日授業の無い休みの日。

寝るもよし、バイトするもよし。

ササーーククルルにに入入ろろうう！！

自分の入りたいサークルをいきなり見つけることはとても難しいですよね。

まずは各サークルの情報を集めて、興味のあるサークルを見つけていきましょう。

【方法１】

商大生協 で紹介文を確認

【方法２】

サークル合同説明会に参加

【方法３】

サークルの をチェック

下にある コードを読み取る

と、各部活サークルの詳しい説

明が見られます！（掲載してい

ないサークルもあります）

入学後に体育館で行われるサー

クル合同説明会では、各サーク

ルのブースにて直接先輩からお

話を聞くことができます。

や で活動の様

子や新入生向けのイベント告知を

しているサークルも多くあるの

で、貴重な情報源になります！

商商大大ののササーーククルル

一一覧覧

※紹介文がないサークルもありますのでご了承ください。

https:/ /drive.google.com/file/d/1FcfgmCQRqNNwTIXEOKOwm9JTmSQEqsXb/view   

網掛け部分のサークルは下の コードから詳しい紹介文が見られます！

！！
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商大生の一日
✪✪夜間主・遠隔授業の場合✪✪

✩✩昼間・遠隔授業の場合✩✩

９： 起床・身支度

： 課題・授業

昼 食

：

～ バ イ ト

：

： 帰 宅

：

～ 講（ ）

：

：

～ 講（ ）

：

： 自 由

午前中にもアルバイトをしたり、日に

よっては授業を受けたりしている！

空きコマは課題のレポートを書いたり

アルバイトをしたりと様々。

一人暮らしの人は家の掃除などの家事

をこなしたり買い出しに行ったりも

します！

授業が終わったらすぐバイトに向かい

ます！

６講から授業のとき

○○遠遠隔隔授授業業ののココココがが辛辛いい○○

・ での授業が多い日は目が疲れてくる。

・時間に余裕が出来るのは良いものの、友達に会えなくて寂しい。

・オンデマンドの授業はいつでも見られるからといってついつい

溜めがち…

・授業が終わったらなんとなくダラダラしてしまう。自己管理能力

が問われる。

はじコラム／ぜっき【絶起】 絶望するほどの寝坊をしてしまうこと。遠隔授業で 講からの

授業を甘く見てギリギリまで寝ていると直面する問題。
ぜっき【絶起】 絶望するほどの寝坊をしてしまうこと。
遠隔授業で1講からの授業を甘く見てギリギリまで寝ていると直面する問題。

33

商大生の一日
✪✪夜間主・遠隔授業の場合✪✪

✩✩昼間・遠隔授業の場合✩✩

９： 起床・身支度

： 課題・授業

昼 食

：

～ バ イ ト

：

： 帰 宅

：

～ 講（ ）

：

：

～ 講（ ）

：

： 自 由

午前中にもアルバイトをしたり、日に

よっては授業を受けたりしている！

空きコマは課題のレポートを書いたり

アルバイトをしたりと様々。

一人暮らしの人は家の掃除などの家事

をこなしたり買い出しに行ったりも

します！

授業が終わったらすぐバイトに向かい

ます！

６講から授業のとき

○○遠遠隔隔授授業業ののココココがが辛辛いい○○

・ での授業が多い日は目が疲れてくる。

・時間に余裕が出来るのは良いものの、友達に会えなくて寂しい。

・オンデマンドの授業はいつでも見られるからといってついつい

溜めがち…

・授業が終わったらなんとなくダラダラしてしまう。自己管理能力

が問われる。

はじコラム／ぜっき【絶起】 絶望するほどの寝坊をしてしまうこと。遠隔授業で 講からの

授業を甘く見てギリギリまで寝ていると直面する問題。
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サークル紹介
自分の趣味や特技に磨きをかけたり、思い切って新しいことを始めてみたりすることがで

きるのがサークルの魅力！ここでは個性豊かな商大のサークル事情を紹介します！

【体育系】

■硬式庭球部 ■軟式庭球部 ■硬式野球部 ■準硬式野球部 ■軟式野球同好 ■ ■ラグビー部

■サッカー部 ■男子バスケットボール部 ■女子バスケットボール部 ■男子バレーボール部 ■男子ハンドボール部

■女子ハンドボール部 ■トランポリン競技部 ■剣道部 ■柔道部 ■伝統空手部 ■合気道部 ■弓道部 ■陸上競技

■漕艇部 ■ヨット部 ■水泳部 ■ゴルフ部 ■基礎スキー部 ■ワンダーフォーゲル部 ■男子ラクロス部 ■卓球部

■應援團 ■昼間バドミントン部 ■ （テニス） ■夜間主フットサルサークル （フットサル）

■夜間主バドミントンサークル ■夜間主バレーボールサークル ■ （サッカー・フットサル）

■ （バスケットボール） ■クイック（バレー）

【文科系】

■演劇戦線 ■軽音部 ■室内管弦楽団 ■ジャズ研究会 ■フォークソング部 ■プレクトラムアンサンブル

■アカペラサークル ■ ソーランサークル翔楽舞 ■小樽笑店 ■ （ストリートダンス）

■小樽商大ポケモンサークル ■美術サークル＊メロコトン ■放送サークル たるもじゅ

■合唱サークル グリー カンタール ■夜間主軽音楽部 ■創作活動部 ■アイセック（海外インターンシップ運営）

■会計プロジェクト ■茶道部 ■国際交流サークル ■教職サークル ■写真部 ■緑法会

■映画サークル ■エンカレッジ北海道 ■将棋部 ■数学研究会

【【学学生生団団体体・・そそのの他他】】

■緑丘祭実行委員会 ■昼間部学生自治会事務局 ■夜間主自治会（緑宵祭実行委員会） ■ゼミナール協議会

■体育常任委員会 ■音楽文化団体連合会 ■商大くんが行く！ブログ ■生協学生委員会

もっとサークルについて深く知りたい方必見！！！

小樽商大生協 にて各サークルの紹介文を掲載中！▶▶

はじコラム／ぜんきゅう【全休】巧みな時間割構成によりできた 日授業の無い休みの日。

寝るもよし、バイトするもよし。

ササーーククルルにに入入ろろうう！！

自分の入りたいサークルをいきなり見つけることはとても難しいですよね。

まずは各サークルの情報を集めて、興味のあるサークルを見つけていきましょう。

【方法１】

商大生協 で紹介文を確認

【方法２】

サークル合同説明会に参加

【方法３】

サークルの をチェック

下にある コードを読み取る

と、各部活サークルの詳しい説

明が見られます！（掲載してい

ないサークルもあります）

入学後に体育館で行われるサー

クル合同説明会では、各サーク

ルのブースにて直接先輩からお

話を聞くことができます。

や で活動の様

子や新入生向けのイベント告知を

しているサークルも多くあるの

で、貴重な情報源になります！

商商大大ののササーーククルル

一一覧覧

※紹介文がないサークルもありますのでご了承ください。

https:/ /drive.google.com/file/d/1FcfgmCQRqNNwTIXEOKOwm9JTmSQEqsXb/view   

網掛け部分のサークルは下の コードから詳しい紹介文が見られます！

！！

ぜんきゅう【全休】 巧みな時間割構成によりできた1日授業の無い休みの日。
寝るもよし、バイトするもよし 。
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サークル紹介
自分の趣味や特技に磨きをかけたり、思い切って新しいことを始めてみたりすることがで

きるのがサークルの魅力！ここでは個性豊かな商大のサークル事情を紹介します！

【体育系】

■硬式庭球部 ■軟式庭球部 ■硬式野球部 ■準硬式野球部 ■軟式野球同好 ■ ■ラグビー部

■サッカー部 ■男子バスケットボール部 ■女子バスケットボール部 ■男子バレーボール部 ■男子ハンドボール部

■女子ハンドボール部 ■トランポリン競技部 ■剣道部 ■柔道部 ■伝統空手部 ■合気道部 ■弓道部 ■陸上競技

■漕艇部 ■ヨット部 ■水泳部 ■ゴルフ部 ■基礎スキー部 ■ワンダーフォーゲル部 ■男子ラクロス部 ■卓球部

■應援團 ■昼間バドミントン部 ■ （テニス） ■夜間主フットサルサークル （フットサル）

■夜間主バドミントンサークル ■夜間主バレーボールサークル ■ （サッカー・フットサル）

■ （バスケットボール） ■クイック（バレー）

【文科系】

■演劇戦線 ■軽音部 ■室内管弦楽団 ■ジャズ研究会 ■フォークソング部 ■プレクトラムアンサンブル

■アカペラサークル ■ ソーランサークル翔楽舞 ■小樽笑店 ■ （ストリートダンス）

■小樽商大ポケモンサークル ■美術サークル＊メロコトン ■放送サークル たるもじゅ

■合唱サークル グリー カンタール ■夜間主軽音楽部 ■創作活動部 ■アイセック（海外インターンシップ運営）

■会計プロジェクト ■茶道部 ■国際交流サークル ■教職サークル ■写真部 ■緑法会

■映画サークル ■エンカレッジ北海道 ■将棋部 ■数学研究会

【【学学生生団団体体・・そそのの他他】】

■緑丘祭実行委員会 ■昼間部学生自治会事務局 ■夜間主自治会（緑宵祭実行委員会） ■ゼミナール協議会

■体育常任委員会 ■音楽文化団体連合会 ■商大くんが行く！ブログ ■生協学生委員会

もっとサークルについて深く知りたい方必見！！！

小樽商大生協 にて各サークルの紹介文を掲載中！▶▶

はじコラム／ぜんきゅう【全休】巧みな時間割構成によりできた 日授業の無い休みの日。

寝るもよし、バイトするもよし。

ササーーククルルにに入入ろろうう！！

自分の入りたいサークルをいきなり見つけることはとても難しいですよね。

まずは各サークルの情報を集めて、興味のあるサークルを見つけていきましょう。

【方法１】

商大生協 で紹介文を確認

【方法２】

サークル合同説明会に参加

【方法３】

サークルの をチェック

下にある コードを読み取る

と、各部活サークルの詳しい説

明が見られます！（掲載してい

ないサークルもあります）

入学後に体育館で行われるサー

クル合同説明会では、各サーク

ルのブースにて直接先輩からお

話を聞くことができます。

や で活動の様

子や新入生向けのイベント告知を

しているサークルも多くあるの

で、貴重な情報源になります！

商商大大ののササーーククルル

一一覧覧

※紹介文がないサークルもありますのでご了承ください。

https:/ /drive.google.com/file/d/1FcfgmCQRqNNwTIXEOKOwm9JTmSQEqsXb/view   

網掛け部分のサークルは下の コードから詳しい紹介文が見られます！

！！
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トラブルに気を付けて！
大学生になると、これまでの生活と変わって、バイトを始めたり、勉強や趣味に

打ち込んだり、サークルに入るなど自分のやりたいことに積極的に取り組みたい！

と考えている方が多いと思います。

そんな皆さんに気を付けていただきたいのは大学生にありがちな様々なトラブルです。

今回の記事では皆さんがトラブルの被害に遭わないようにして頂くための内容となって

いるので是非今後の生活の参考にしていただきたいと思います。

① ブラックバイト
近年大学生が最も遭遇しがちなトラブルの１つ。例えば、労働基準法によると働く

時間が６時間を超えると最低４５分以上、８時間を超えると最低１時間の休憩を与える

こと、たとえ研修中であっても最低賃金以上を支払うことなどが定められています。

またホームページ上に掲載されている給与と実際に支払われる給与が異なるなど

といった問題も存在しているようです。

こうしたトラブルを避けるためには、自自分分でで正正ししいい知知識識ををつつけけるるここととははももちちろろんん、、

何何かか不不安安ななここととががああるる場場合合ににはは面面接接のの際際にに直直接接担担当当のの方方にに聞聞くくここととがが重重要要でですす。。

② ネットトラブル
皆さんの大半はおそらく 、 、 、 などのアプリの

どれかを利用していると思います。もちろん安全に利用すれば便利で楽しいものですが、

むやみに自分や友達の写真を載せたり、本名、住所、電話番号などの個人情報をアップ

したりしてしまうと、そそのの情情報報がが悪悪用用さされれてて身身にに覚覚ええののなないい高高額額請請求求ががくくるるこことともも……！！

インターネット上に一度アップロードされた情報は、完全には削除できないことに

注意しましょう。

③ 金銭トラブル
大学生になってからクレジットカードを作ろうと考えている方も多いと思います。

その際注意していただきたいのは、月月額額のの利利用用額額ををししっっかかりり決決めめるるこことと、、安安易易にに

リリボボ払払いいをを選選択択ししなないいここととでですす。。

※リボ払い：利用金額に関わらず、毎月一定額を支払う方法のこと。基本、

年率１５％に設定されているので結局はかなりの損をする。カードの

中には、自動的にリボ払いに設定されているものもあるのでカードを

作るときにはしっかり確認することをおススメします。

はじコラム／そうだいかい【総代会】 生協の株主総会のような会。生協が 年間の経営状況

を報告したり、来年度の方針を決めたりする。
35

アルバイトについて
商大生のほとんどがしているアルバイト！多くの先輩は「高校卒業後」「１年生の

夏休み」に始めています。アルバイトは就職する前に社会勉強をするためにも大切な

機会です！

これからアルバイトを探す皆さんに参考にしてほしいことをご紹介します。

〈〈実実家家かからら通通うう人人〉〉

小樽以外の札幌市などから通う人は、実家や最寄り駅、札幌駅、新札幌駅の近くでの

アルバイトが多いです。通学途中の駅に近いと学校帰りでもシフトに入りやすいです！

〈〈小小樽樽かからら通通うう人人〉〉

小樽に住んでいる人は、小樽駅や小樽運河周辺、またはウイングベイ小樽の中のお店で

働くことが多いです。ウイングベイ小樽は小樽築港駅のすぐ近くなのでアクセスが

便利！

人人気気アアルルババイイトトラランンキキンンググ

１１位位 飲飲食食店店
内容：レジ、調理、案内、清掃

特徴：ホールスタッフは、人と話す機会が多いので

マナーを身に着けるのに最適です！

２２位位 塾塾講講師師

内容：授業（丸つけ、指導など）、授業準備、試験

監督

特徴：商大生の多くが働いている職種です！

教える中で、自分のスキルアップにも

つながります！

３３位位
ココンンビビニニ

ススーーパパーー

内容：レジ打ち、品出し

特徴：自分の家の最寄り駅から近いので通勤が楽で

す！市民生協では働くだけで返済不要の

奨学金がもらえる制度もあります！

アルバイトを選ぶときは…

・ブブララッッククババイイトトににはは要要注注意意！！テテスストト休休みみはは十十分分ととれれるるののかか、シシフフトトははああるる程程度度融融通通がが

ききくくののかかなど、事前にきちんと確認しましょう。

・事前に給料を受け取るための本本人人名名義義のの口口座座を作っておくと便利でしょう

※商大生向けのアルバイト求人情報は、生協購買前の掲示板や商大生協 で見られます！

店店側側のの申申しし入入れれをを受受けけ入入れれるるこことともも大大切切でですすがが、、自自分分のの意意見見やや条条件件はは

ははっっききりり主主張張しし、、「「 」」をを言言ううべべききととききははししっっかかりり伝伝ええままししょょうう！！

はじコラム／けんぶけんさー【兼部兼サー】 部活やサークルに掛け持ちで所属すること。

勉強やアルバイトと両立出来るかよく見極めるべし。
けんぶけんさー【兼部兼サー】 部活やサークルに掛け持ちで所属すること。
勉強やアルバイトと両立出来るかよく見極めるべし。
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トラブルに気を付けて！
大学生になると、これまでの生活と変わって、バイトを始めたり、勉強や趣味に

打ち込んだり、サークルに入るなど自分のやりたいことに積極的に取り組みたい！

と考えている方が多いと思います。

そんな皆さんに気を付けていただきたいのは大学生にありがちな様々なトラブルです。

今回の記事では皆さんがトラブルの被害に遭わないようにして頂くための内容となって

いるので是非今後の生活の参考にしていただきたいと思います。

① ブラックバイト
近年大学生が最も遭遇しがちなトラブルの１つ。例えば、労働基準法によると働く

時間が６時間を超えると最低４５分以上、８時間を超えると最低１時間の休憩を与える

こと、たとえ研修中であっても最低賃金以上を支払うことなどが定められています。

またホームページ上に掲載されている給与と実際に支払われる給与が異なるなど

といった問題も存在しているようです。

こうしたトラブルを避けるためには、自自分分でで正正ししいい知知識識ををつつけけるるここととははももちちろろんん、、

何何かか不不安安ななここととががああるる場場合合ににはは面面接接のの際際にに直直接接担担当当のの方方にに聞聞くくここととがが重重要要でですす。。

② ネットトラブル
皆さんの大半はおそらく 、 、 、 などのアプリの

どれかを利用していると思います。もちろん安全に利用すれば便利で楽しいものですが、

むやみに自分や友達の写真を載せたり、本名、住所、電話番号などの個人情報をアップ

したりしてしまうと、そそのの情情報報がが悪悪用用さされれてて身身にに覚覚ええののなないい高高額額請請求求ががくくるるこことともも……！！

インターネット上に一度アップロードされた情報は、完全には削除できないことに

注意しましょう。

③ 金銭トラブル
大学生になってからクレジットカードを作ろうと考えている方も多いと思います。

その際注意していただきたいのは、月月額額のの利利用用額額ををししっっかかりり決決めめるるこことと、、安安易易にに

リリボボ払払いいをを選選択択ししなないいここととでですす。。

※リボ払い：利用金額に関わらず、毎月一定額を支払う方法のこと。基本、

年率１５％に設定されているので結局はかなりの損をする。カードの

中には、自動的にリボ払いに設定されているものもあるのでカードを

作るときにはしっかり確認することをおススメします。

はじコラム／そうだいかい【総代会】 生協の株主総会のような会。生協が 年間の経営状況

を報告したり、来年度の方針を決めたりする。
そうだいかい【総代会】 生協の株主総会のような会。生協が1年間の経営状況を報告したり、
来年度の方針を決めたりする。
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大学生協とは？
大学に合格したぞっ！合格便の中身を見てみようか…ん？

大大学学生生協協っってて……？？？？？？

そんなあなたに、大学生協についてご紹介します。

大大学学生生協協のの事事業業

つつままりり、、大大学学生生協協はは

購購買買・・食食堂堂のの利利用用ににはは生生協協加加入入がが必必要要でですす！！

ああななたたのの大大学学生生活活にに寄寄りり添添っったた活活動動をしています！

合格便に入っているパパンンフフレレッットトををよよくく読読んんでで、活用しましょう！！

合格した後は

入学準備説明会に行こう！

はじコラム／だぶるすくーる【ダブルスクール】 主に公務員や公認会計士を目指す人が大学

での勉強の傍ら専門学校に通うこと。惜しみない努力を注いでいる。

健康は食事から！ 飲み物も文具もここで揃う

教科書販売！資格にも対応！ 日常のリスクに備える

たすけあい

37

お酒との付き合い方

大学生になると、お酒を勧められる機会が増えるかもしれません。

もしも 飲めない、飲みたくないのに飲酒を勧められたら…？

そんなときは勇気を出してきっぱり断ることが大切です。

かかけけががええののなないい自自分分のの命命をを守守るるののはは、、自自分分自自身身でですす！！

はじコラム／たいいくかい・おんぶんれん【体育会・音文連】 それぞれ運動系、音楽系の部活

を統括する団体。

おお酒酒がが弱弱いい人人 未未成成年年 運運転転ししててききたた人人

お酒の上手な断り方

★★ははっっききりり「「飲飲ままなないい！！」」とと意意思思をを伝伝ええるる！！

遠回しに断っても、そのまま流される可能性大！

きっぱりと「飲まない」と言って断ろう。

★★飲飲ままなないい理理由由ががああるるここととををわわかかっっててももららうう！！

「お酒が弱いので」「親と約束していて」など、

飲まない理由を話そう。

相手を納得させるまであきらめないことが大事。

★★「「未未成成年年のの飲飲酒酒ははダダメメ」」とと正正論論をを主主張張すするる！！

「「先先輩輩のの言言ううこことと 法法律律」」です‼

雰囲気に流されず、自分の意思を貫きましょう。

アルコールパッチテスト

商大では毎春、保健管理センターにてアルコール

パッチテストを実施しています。

自分の体質がわかるので、一度やってみることを

オススメします。

詳しくは掲示されるポスターをチェック！

「「イイッッキキ飲飲まませせ」」「「飲飲酒酒のの強強要要」」
「「意意図図的的なな酔酔いいつつぶぶしし」」
「「飲飲めめなないい人人へへのの配配慮慮をを欠欠くく」」
「「酔酔っったたううええででのの迷迷惑惑行行為為」」
⇒⇒全全ててアアルルココーールルハハララススメメンントトでですす。。

アアルルハハララはは命命をを奪奪ううここととももあありりまますす！！

ももししアアルルハハララをを受受けけたたとと思思っったたらら、、

３３号号館館４４階階ににああるる「「学学生生何何ででもも相相談談室室」」にに

相相談談ししままししょょうう。。

たいいくかい・おんぶんれん【体育会・音文連】 それぞれ運動系、音楽系の部活を統括する団体。 38

大学生協とは？
大学に合格したぞっ！合格便の中身を見てみようか…ん？

大大学学生生協協っってて……？？？？？？

そんなあなたに、大学生協についてご紹介します。

大大学学生生協協のの事事業業

つつままりり、、大大学学生生協協はは

購購買買・・食食堂堂のの利利用用ににはは生生協協加加入入がが必必要要でですす！！

ああななたたのの大大学学生生活活にに寄寄りり添添っったた活活動動をしています！

合格便に入っているパパンンフフレレッットトををよよくく読読んんでで、活用しましょう！！

合格した後は

入学準備説明会に行こう！

はじコラム／だぶるすくーる【ダブルスクール】 主に公務員や公認会計士を目指す人が大学

での勉強の傍ら専門学校に通うこと。惜しみない努力を注いでいる。

健康は食事から！ 飲み物も文具もここで揃う

教科書販売！資格にも対応！ 日常のリスクに備える

たすけあい
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大学生協とは？
大学に合格したぞっ！合格便の中身を見てみようか…ん？

大大学学生生協協っってて……？？？？？？

そんなあなたに、大学生協についてご紹介します。

大大学学生生協協のの事事業業

つつままりり、、大大学学生生協協はは

購購買買・・食食堂堂のの利利用用ににはは生生協協加加入入がが必必要要でですす！！

ああななたたのの大大学学生生活活にに寄寄りり添添っったた活活動動をしています！

合格便に入っているパパンンフフレレッットトををよよくく読読んんでで、活用しましょう！！

合格した後は

入学準備説明会に行こう！

はじコラム／だぶるすくーる【ダブルスクール】 主に公務員や公認会計士を目指す人が大学

での勉強の傍ら専門学校に通うこと。惜しみない努力を注いでいる。

健康は食事から！ 飲み物も文具もここで揃う

教科書販売！資格にも対応！ 日常のリスクに備える

たすけあい

だぶるすくーる【ダブルスクール】 主に公務員や公認会計士を目指す人が大学での勉強の
傍ら専門学校に通うこと。惜しみない努力を注いでいる。
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大学生協とは？
大学に合格したぞっ！合格便の中身を見てみようか…ん？

大大学学生生協協っってて……？？？？？？

そんなあなたに、大学生協についてご紹介します。

大大学学生生協協のの事事業業

つつままりり、、大大学学生生協協はは

購購買買・・食食堂堂のの利利用用ににはは生生協協加加入入がが必必要要でですす！！

ああななたたのの大大学学生生活活にに寄寄りり添添っったた活活動動をしています！

合格便に入っているパパンンフフレレッットトををよよくく読読んんでで、活用しましょう！！

合格した後は

入学準備説明会に行こう！

はじコラム／だぶるすくーる【ダブルスクール】 主に公務員や公認会計士を目指す人が大学

での勉強の傍ら専門学校に通うこと。惜しみない努力を注いでいる。

健康は食事から！ 飲み物も文具もここで揃う

教科書販売！資格にも対応！ 日常のリスクに備える

たすけあい
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食堂へ行こう
大学会館の 階にある食堂について紹介します！コロナ禍のため、現在は休業中ですが、

学内での授業が増えたら、以前同様 ～ 品ほどのメニューを提供する予定です。

例年は、昼営業のほかに夜間営業もしています。

皆皆ささんんもも商商大大にに入入学学ししたたらら、、食食堂堂をを利利用用ししてて、、
楽楽ししいいキキャャンンパパススラライイフフをを送送りりままししょょうう！！

大大学学生生協協ののここだだわわりり
食堂では、主食、主菜、副菜、汁物と組み合わせて、バランスよくメニューを選ぶことができます。

大学生協のホームページにある「学食どっとコープ」というページでは、メニューの検索をすることができ、

その日の気分（がっつり、ヘルシー、おまかせ）と、予算（ 円以内、 円以内、 円以内）を入れる

と、おすすめの組み合わせを見ることができます。現在はコロナのため短縮営業をしており、メニュー数を

少なくしております。

食堂では、私たちが日常食べている食品を栄養の働き別に つのグループに分けています。レシートには、

自分が頼んだメニューが、どの栄養素をどれだけ含んでいるかが書いてあるので、それを基に、食事の栄養の

チェックをすることができます。

大学生協は 年間の大学生活を通じて、バランスよい食生活をおくったり、エコな生活を考えたりできる

学生をサポートしています。

食食堂堂ののメメニニュューー紹紹介介

チキン竜田丼 ガリたま唐揚げ丼 カレーライス キャラメル

ナッツショート

はじコラム／たるずみ【樽住み】 小樽に住む商大生のこと。札通生から羨望のまなざしを

受ける。
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購買へ行こう
※営業時間は商大生協 をチェック！

大学会館の 階にある、購買について紹介します！ここではお弁当や飲み物が

買えるのはもちろんのこと、新学期は教科書販売も行われます！

加えて雑誌や参考書、さらに文房具や日用品まで買うことができますよ！

検定の申し込みや留学、自動車学校、共済の申し込みまでもができる窓口が

あり、購買は商大生になくてはならない存在なのです！（留学や旅行に関しては

大学生協旅行センター北海道へ かメールで相談しよう！）

購買を利用するとなると、一番の

利用目的が食べ物を買うということ

になると思います。お昼ご飯や

小腹がすいたとき、お菓子やアイス

までもが置いてあるので、もう文句

の言いようがありません。

学生証（大学生協電子マネー）を

かざすだけで支払いも楽！

食べ物

実はなんと購買の中も充実して

いますが、購買の前も意外と

便利なものがたくさんあるんで

す。ポットや電子レンジ、コピー

機やアルバイト情報など大学生活

に欠かせないものが集まって

います。

店舗前
自動車免許申し込みは絶対購買を利用するの

がオススメです！なぜなら、購買を利用して

生協を通して申し込みするだけで、料金が安く

なるんです。

時間がある大学 年生のうちに免許を取る人

が大半なので、皆さんもぜひ購買で申し込みを

しましょう！

自動車免許申し込み

今、コロナ禍の中ちょっと来るのが不安っていう人も大丈夫です！購買は感染対策

ばっちりで営業しています！

マスク着用、購買前のアルコール消毒のご協力お願いします。混雑しそうな時は入場制限

もあるので、安心して行けますよ！

はじコラム／れぽーと【レポート】 大学生活において成績評価に大きく関わる重要な課題の

一つ。指定された本を読んで内容を要約したり、自分の考えをまとめたりする。溜め込んでは

いけない。

れぽーと【レポート】 大学生活において成績評価に大きく関わる重要な課題の一つ。
指定された本を読んで内容を要約したり、自分の考えをまとめたりする。溜め込んではいけない。
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購買へ行こう
※営業時間は商大生協 をチェック！

大学会館の 階にある、購買について紹介します！ここではお弁当や飲み物が

買えるのはもちろんのこと、新学期は教科書販売も行われます！

加えて雑誌や参考書、さらに文房具や日用品まで買うことができますよ！

検定の申し込みや留学、自動車学校、共済の申し込みまでもができる窓口が

あり、購買は商大生になくてはならない存在なのです！（留学や旅行に関しては

大学生協旅行センター北海道へ かメールで相談しよう！）

購買を利用するとなると、一番の

利用目的が食べ物を買うということ

になると思います。お昼ご飯や

小腹がすいたとき、お菓子やアイス

までもが置いてあるので、もう文句

の言いようがありません。

学生証（大学生協電子マネー）を

かざすだけで支払いも楽！

食べ物

実はなんと購買の中も充実して

いますが、購買の前も意外と

便利なものがたくさんあるんで

す。ポットや電子レンジ、コピー

機やアルバイト情報など大学生活

に欠かせないものが集まって

います。

店舗前
自動車免許申し込みは絶対購買を利用するの

がオススメです！なぜなら、購買を利用して

生協を通して申し込みするだけで、料金が安く

なるんです。

時間がある大学 年生のうちに免許を取る人

が大半なので、皆さんもぜひ購買で申し込みを

しましょう！

自動車免許申し込み

今、コロナ禍の中ちょっと来るのが不安っていう人も大丈夫です！購買は感染対策

ばっちりで営業しています！

マスク着用、購買前のアルコール消毒のご協力お願いします。混雑しそうな時は入場制限

もあるので、安心して行けますよ！

はじコラム／れぽーと【レポート】 大学生活において成績評価に大きく関わる重要な課題の

一つ。指定された本を読んで内容を要約したり、自分の考えをまとめたりする。溜め込んでは

いけない。
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食堂へ行こう
大学会館の 階にある食堂について紹介します！コロナ禍のため、現在は休業中ですが、

学内での授業が増えたら、以前同様 ～ 品ほどのメニューを提供する予定です。

例年は、昼営業のほかに夜間営業もしています。

皆皆ささんんもも商商大大にに入入学学ししたたらら、、食食堂堂をを利利用用ししてて、、
楽楽ししいいキキャャンンパパススラライイフフをを送送りりままししょょうう！！

大大学学生生協協ののここだだわわりり
食堂では、主食、主菜、副菜、汁物と組み合わせて、バランスよくメニューを選ぶことができます。

大学生協のホームページにある「学食どっとコープ」というページでは、メニューの検索をすることができ、

その日の気分（がっつり、ヘルシー、おまかせ）と、予算（ 円以内、 円以内、 円以内）を入れる

と、おすすめの組み合わせを見ることができます。現在はコロナのため短縮営業をしており、メニュー数を

少なくしております。

食堂では、私たちが日常食べている食品を栄養の働き別に つのグループに分けています。レシートには、

自分が頼んだメニューが、どの栄養素をどれだけ含んでいるかが書いてあるので、それを基に、食事の栄養の

チェックをすることができます。

大学生協は 年間の大学生活を通じて、バランスよい食生活をおくったり、エコな生活を考えたりできる

学生をサポートしています。

食食堂堂ののメメニニュューー紹紹介介

チキン竜田丼 ガリたま唐揚げ丼 カレーライス キャラメル

ナッツショート

はじコラム／たるずみ【樽住み】 小樽に住む商大生のこと。札通生から羨望のまなざしを

受ける。 たるずみ【樽住み】 小樽に住む商大生のこと。札通生から羨望のまなざしを受ける。
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食堂へ行こう
大学会館の 階にある食堂について紹介します！コロナ禍のため、現在は休業中ですが、

学内での授業が増えたら、以前同様 ～ 品ほどのメニューを提供する予定です。

例年は、昼営業のほかに夜間営業もしています。

皆皆ささんんもも商商大大にに入入学学ししたたらら、、食食堂堂をを利利用用ししてて、、
楽楽ししいいキキャャンンパパススラライイフフをを送送りりままししょょうう！！

大大学学生生協協ののここだだわわりり
食堂では、主食、主菜、副菜、汁物と組み合わせて、バランスよくメニューを選ぶことができます。

大学生協のホームページにある「学食どっとコープ」というページでは、メニューの検索をすることができ、

その日の気分（がっつり、ヘルシー、おまかせ）と、予算（ 円以内、 円以内、 円以内）を入れる

と、おすすめの組み合わせを見ることができます。現在はコロナのため短縮営業をしており、メニュー数を

少なくしております。

食堂では、私たちが日常食べている食品を栄養の働き別に つのグループに分けています。レシートには、

自分が頼んだメニューが、どの栄養素をどれだけ含んでいるかが書いてあるので、それを基に、食事の栄養の

チェックをすることができます。

大学生協は 年間の大学生活を通じて、バランスよい食生活をおくったり、エコな生活を考えたりできる

学生をサポートしています。

食食堂堂ののメメニニュューー紹紹介介

チキン竜田丼 ガリたま唐揚げ丼 カレーライス キャラメル

ナッツショート

はじコラム／たるずみ【樽住み】 小樽に住む商大生のこと。札通生から羨望のまなざしを

受ける。
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共済・保険
入学前に確認してほしいこと

①① 自自分分ががどどんんなな保保険険にに入入っってていいるるののかか？？

小樽商大は実家暮らしの人が多いですが、一人暮らしをはじめるにあたり、親元を

離れるという人もいるはず。実家から通学する人も、一人暮らしの人も、大学に

入学するこの機会に、自分が加入している保険について確認してみてください。

「「保保護護者者のの方方がが急急にに亡亡くくなならられれ、、学学費費をを払払ええずず退退学学をを余余儀儀ななくくさされれててししままっったた」」

そんなことが、もしかしたらあなたにも起こるかもしれません。

他他人人事事ととはは思思わわずずにに、、学学生生生生活活のの「「ももししもも」」をを想想定定しし、、備備ええてておおくくここととがが大大切切！！

②② 学学生生総総合合共共済済のの給給付付申申請請のの方方法法

サークルでケガをした時など、学生総合共済を利用する機会があるかもしれません。

そんなとき、「申請の方法がわからない…」と困らない為に今から確認して

おきましょう。

はじコラム／たんい【単位】 勉学に対する努力が認められた結果得られるもの。 個

集めると卒業出来る。七夕やクリスマスプレゼントのお願いが「単位」になるという学生も。

医医療療機機関関ににかかかかるる 購購買買内内のの窓窓口口へへ行行くく

まずは話をしに行き、

その後の手続きを確認

する。

※必要な書類は場合に

よって異なります。

大大学学共共済済連連でで審審査査給給付付

41

共済・保険
楽しい大学生活には様々な がつきものです！

ここんんななととききどどううししよようう？？

・サークルの試合中、ケガをしてしまった！

・水もれを起こし、大家さんから賠償を求められた！

・扶養者が急に亡くなってしまった！

・海外旅行先で病気にかかり、入院してしまった！

大学生になると、一人暮らしを始めたり、サークル活動やアルバイトをしたりと、

行動の範囲が高校生の時よりもぐんと広くなります。

そして、そそのの自自由由のの分分だだけけケケガガ・・病病気気・・事事故故等等ののリリススククもも大大ききくくななっっててししままいいまますす。。

そのような大学生活を取り巻く様々なリスクに備えるのが…

学生総合共済は、困ったときにお見舞い（共済金）をおくることを目的とした、

学生どうしのたすけあい制度です。

学生総合共済ではカバーしきれない部分を補う為

下記２種類の保険への加入もあわせておすすめしています！

※詳しい保障内容については、学生総合共済パンフレットをご覧ください。

他人への賠償と一人暮らしの

「もしも」にそなえる

一人暮らし特約 なし あり

扶養者が「もしも」の時の

学業継続にそなえる

はじコラム／たもく【多目】 大学会館１階にある多目的ホールを指す。サークル活動や

イベントなどで使われる。
たもく【多目】 大学会館１階にある多目的ホールを指す。
サークル活動やイベントなどで使われる。
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共済・保険
入学前に確認してほしいこと

①① 自自分分ががどどんんなな保保険険にに入入っってていいるるののかか？？

小樽商大は実家暮らしの人が多いですが、一人暮らしをはじめるにあたり、親元を

離れるという人もいるはず。実家から通学する人も、一人暮らしの人も、大学に

入学するこの機会に、自分が加入している保険について確認してみてください。

「「保保護護者者のの方方がが急急にに亡亡くくなならられれ、、学学費費をを払払ええずず退退学学をを余余儀儀ななくくさされれててししままっったた」」

そんなことが、もしかしたらあなたにも起こるかもしれません。

他他人人事事ととはは思思わわずずにに、、学学生生生生活活のの「「ももししもも」」をを想想定定しし、、備備ええてておおくくここととがが大大切切！！

②② 学学生生総総合合共共済済のの給給付付申申請請のの方方法法

サークルでケガをした時など、学生総合共済を利用する機会があるかもしれません。

そんなとき、「申請の方法がわからない…」と困らない為に今から確認して

おきましょう。

はじコラム／たんい【単位】 勉学に対する努力が認められた結果得られるもの。 個

集めると卒業出来る。七夕やクリスマスプレゼントのお願いが「単位」になるという学生も。

医医療療機機関関ににかかかかるる 購購買買内内のの窓窓口口へへ行行くく

まずは話をしに行き、

その後の手続きを確認

する。

※必要な書類は場合に

よって異なります。

大大学学共共済済連連でで審審査査給給付付

たんい【単位】 勉学に対する努力が認められた結果得られるもの。 124 個集めると卒業出来る。
七夕やクリスマスプレゼントのお願いが「単位」になるという学生も。
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一人暮らしを始める方へ

長かった受験生生活も終わり、ようやく暖かい春がやってきます。みなさんの

中には、この春から一人暮らしを始める人も多いかと思います。しかし、親元を

離れ、知らない土地で新生活を始めることは、不安でもあります。

そんな皆さんに、商大生が小樽で生活する上で得た知識・経験をお教え

します！他にも一人暮らしをするにあたって役に立つ情報もまとめましたので、

年間暮らすであろう新居にも、この冊子を持って行ってあげてください！

はじコラム／ちきんたつたどん【チキン竜田丼】 商大の食堂で一番人気のメニュー。安定の

美味しさで満足感もあり、多くの商大生のお腹を満たしている。

ここのの冊冊子子のの最最後後ののペペーージジににはは、、新新入入生生向向けけのの物物件件ガガイイドドががつついいてていいまますすののでで、、

小小樽樽ででののおお部部屋屋探探ししににぜぜひひごご活活用用くくだだささいい。。

①希望の物件が見つかりましたら直接連絡を取り、交渉・契約をして下さい。契約が決まった場合

でも、生協への連絡は必要ありません。また、物件のお問い合わせも生協ではお答えできません

ので、直接、家主さんあるいは管理会社にお問い合わせ下さい。

②掲載している物件は、家主さん並びにマンション・アパート管理会社からの情報をもとに

しており、その書き方は統一されていません。

間取りなど正確な情報については各自電話や下見等の際に必ずご確認願います。

③契約する前に家賃などについてもう一度ご確認下さい。

（敷金は本当に返ってくるのか、違約金が必要になるのはどんな場合か、仲介金は必要かどうか等）

④このガイドは 年 月に家主さん並びにマンション・アパート管理会社等から寄せられた

情報を基に作成しているため、空き部屋の状況、家賃などの掲載内容が変更になっている場合が

あります。掲載内容について変更がないかどうか直接確認をお願いします。

物件ガイドの活用にあたって

一人暮らしを始める時には、学生賠償責任保険

（一人暮らし特約あり）、学生生活 番に

加入しましょう！

43

履修相談会やよろずやといったイベントで

活躍する先輩たちの姿を見て生協に興味を持っ

たから！

イベントの企画や運営をしてみたいと

思ったことと、実際にイベントに参加してみ

て先輩に憧れを感じたから！

知り合いの同期や先輩が居たことと、おはな

し会で先輩後輩関係なく楽しそうに話してるの

を見て興味を持ったから！

生協学生委員会とは？

生生協協学学生生委委員員会会ととはは

私たち生協学生委員会は「組合員」と一緒に大学生活を

楽しいものにしていくために、購買や食堂、大学で様々な

活動をしている組織です！

この冊子を読んでくれている皆さんは、商大生協の

からの加入申し込みをすることで、生協の「組合員」に

なり、食堂や購買が利用できるようになります。

オープンキャンパスや入学準備説明会の運営、今読んでいる新歓冊子「 」の

製作、受験生歓迎企画、購買の装飾や機関紙製作など、活動内容が盛りだくさんです！

生生協協学学生生委委員員会会にに入入ろろうう！！

小樽商科大学生協学生委員会は「 （オルカ）」とも呼ば

れています。現在は２～４年生を含め約 名が所属しています。

全体で週に 回ミーティングがあり、他にも所属する部局や企画

の班ごとでも活動しています。それぞれのペースで活動できるため、

忙しいけれどサークルに入りたい人や、兼部しようと考えている人

にもおすすめ。

あなたも私たちと一緒に活動しませんか！

ななぜぜ生生協協学学生生委委員員会会にに入入っったたののかか新新入入部部員員にに聞聞いいててみみたた！！

などなど…

はじコラム／ちっこう【築港】 小樽築港駅のこと。ウイングベイ小樽と直通である。

の

マスコットキャラクター

なませ

ちっこう【築港】 JR小樽築港駅のこと。ウイングベイ小樽と直通である。
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44

一人暮らしを始める方へ

長かった受験生生活も終わり、ようやく暖かい春がやってきます。みなさんの

中には、この春から一人暮らしを始める人も多いかと思います。しかし、親元を

離れ、知らない土地で新生活を始めることは、不安でもあります。

そんな皆さんに、商大生が小樽で生活する上で得た知識・経験をお教え

します！他にも一人暮らしをするにあたって役に立つ情報もまとめましたので、

年間暮らすであろう新居にも、この冊子を持って行ってあげてください！

はじコラム／ちきんたつたどん【チキン竜田丼】 商大の食堂で一番人気のメニュー。安定の

美味しさで満足感もあり、多くの商大生のお腹を満たしている。

ここのの冊冊子子のの最最後後ののペペーージジににはは、、新新入入生生向向けけのの物物件件ガガイイドドががつついいてていいまますすののでで、、

小小樽樽ででののおお部部屋屋探探ししににぜぜひひごご活活用用くくだだささいい。。

①希望の物件が見つかりましたら直接連絡を取り、交渉・契約をして下さい。契約が決まった場合

でも、生協への連絡は必要ありません。また、物件のお問い合わせも生協ではお答えできません

ので、直接、家主さんあるいは管理会社にお問い合わせ下さい。

②掲載している物件は、家主さん並びにマンション・アパート管理会社からの情報をもとに

しており、その書き方は統一されていません。

間取りなど正確な情報については各自電話や下見等の際に必ずご確認願います。

③契約する前に家賃などについてもう一度ご確認下さい。

（敷金は本当に返ってくるのか、違約金が必要になるのはどんな場合か、仲介金は必要かどうか等）

④このガイドは 年 月に家主さん並びにマンション・アパート管理会社等から寄せられた

情報を基に作成しているため、空き部屋の状況、家賃などの掲載内容が変更になっている場合が

あります。掲載内容について変更がないかどうか直接確認をお願いします。

物件ガイドの活用にあたって

一人暮らしを始める時には、学生賠償責任保険

（一人暮らし特約あり）、学生生活 番に

加入しましょう！

ちきんたつたどん【チキン竜田丼】 商大の食堂で一番人気のメニュー。安定の美味しさで満足感
もあり、 多くの商大生のお腹を満たしている。
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お部屋を探そう
このページでは、お部屋の探し方から実際の物件まで掲載していますので、

どんどん参考にしてくださいね！

ののんんびびりりししてていいるるとと良良いい物物件件ががななくくななっっててししままううので、少しでも早く部屋を

探しましょう！

☆☆おお部部屋屋のの探探しし方方☆☆

①この冊子で探す

→この新歓冊子には小樽商大生協が集めた物件情報が載っています。好みの

物件が見つかりましたら、掲載されている番号に電話をかけて

みましょう！ 生協には連絡不要です）

②住宅情報雑誌で探す

→無料のフリーペーパー式のものから販売されているものまでいろいろ

あります。

③不動産屋さんで探す

→仲介料が別途かかりますが、プロの方の詳しい話を聞いたり、自分好みの

部屋を紹介してもらえたりします。不動産屋さんの案内で実際に部屋を

見て回ることもできます。

④インターネットで探す

→不動産屋さんのホームページから大家さんが作成したホームページまで

様々ですが、自分の好みの条件を打ち込むだけで検索してくれる便利な

サイトも！参考にしてみましょう！

はじコラム／とーいっく【 】 英語Ⅰ の期末試験として昼間の学生は必ず受けなけ

ればならない。避けては通れない道。頑張ろう。

☆☆おお部部屋屋探探ししののポポイインントト☆☆

・日当たりを考えましょう。室内の温度が大きく変わります。

・ロフトは部屋が広くなる反面、冬は部屋が温まりにくくなります。

・光熱費は物件によって変わってきます。オール電化が最も安く、

灯油⇒天然ガス⇒都市ガス⇒プロパンガスの順に高くなる傾向に

あります。

・坂の多い小樽では、地図上では近く見えても実際に歩いてみると

大変なんてことがあります。下見の際に近くを歩いてみて確認しましょ

う。近くのスーパーや病院、交通の便なども調べておくと◎！

・窓は二つ以上あると便利です。夏は湿気がこもりがちなので、窓を二つ

開けて空気が流れるようにすると涼しくなりますよ♪

45

一人暮らし用語集
一人暮らしを始めるにあたり、お部屋を探す必要がありますよね。ここでは、

お部屋探しのときに知っておくと役に立つ用語をまとめてみました。意味を

しっかり理解して、自分にピッタリなお部屋と出会ってください！

はじコラム／てつや【徹夜】 夜を明かすこと。レポートの締め切りが迫った時期になると、

あちこちから徹夜したとの報告を受ける。

【契約に関する用語】
★敷金

賃貸物件を借りる際に保証金として預けておく費用のこと。退去時のクリーニング代

等に使用されるが、返却されることも。家賃の１～２か月程度の物件が多い。

★★共共益益費費

マンション・アパートの共有スペースを維持、管理するための費用。多くの物件

では、家賃と共益費を毎月支払うことになる。

★★保保証証人人

入居時に不測の事態があったときに代わって責任を引き受ける人。通常は保護者が

保証人になる場合が多い。

★★仲仲介介手手数数料料

不動産業者を介して部屋探しを行った場合、契約成立の報酬として不動産会社に

支払うお金。無料の物件も増加している。

〖〖設備に関する用語〗〗

☆☆間間取取りり

和室・洋室の別、部屋数とリビングの広さを、１つの数字と３つ以内の

アルファベットで表記したもの。

１ Ｒ：ワンルーム。部屋が１つで、キッチンとの仕切りがないタイプ。

１ＬＤＫ：部屋が１つで、リビングダイニング・キッチンが８畳以上あるタイプ。

１ Ｄ Ｋ：部屋が１つで、ダイニングキッチンが ～ 畳以上あるタイプ。

☆☆ユユニニッットト・・セセパパレレーートト

風呂とトイレが同じスペースにあるものがユニットタイプと呼ばれる。

一方、風呂とトイレが区別されているものがセパレートタイプと呼ばれる。

てつや【徹夜】 夜を明かすこと。レポートの締め切りが迫った時期になると 、 あちこちから徹夜
したとの報告を受ける。
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お部屋を探そう
このページでは、お部屋の探し方から実際の物件まで掲載していますので、

どんどん参考にしてくださいね！

ののんんびびりりししてていいるるとと良良いい物物件件ががななくくななっっててししままううので、少しでも早く部屋を

探しましょう！

☆☆おお部部屋屋のの探探しし方方☆☆

①この冊子で探す

→この新歓冊子には小樽商大生協が集めた物件情報が載っています。好みの

物件が見つかりましたら、掲載されている番号に電話をかけて

みましょう！ 生協には連絡不要です）

②住宅情報雑誌で探す

→無料のフリーペーパー式のものから販売されているものまでいろいろ

あります。

③不動産屋さんで探す

→仲介料が別途かかりますが、プロの方の詳しい話を聞いたり、自分好みの

部屋を紹介してもらえたりします。不動産屋さんの案内で実際に部屋を

見て回ることもできます。

④インターネットで探す

→不動産屋さんのホームページから大家さんが作成したホームページまで

様々ですが、自分の好みの条件を打ち込むだけで検索してくれる便利な

サイトも！参考にしてみましょう！

はじコラム／とーいっく【 】 英語Ⅰ の期末試験として昼間の学生は必ず受けなけ

ればならない。避けては通れない道。頑張ろう。

☆☆おお部部屋屋探探ししののポポイインントト☆☆

・日当たりを考えましょう。室内の温度が大きく変わります。

・ロフトは部屋が広くなる反面、冬は部屋が温まりにくくなります。

・光熱費は物件によって変わってきます。オール電化が最も安く、

灯油⇒天然ガス⇒都市ガス⇒プロパンガスの順に高くなる傾向に

あります。

・坂の多い小樽では、地図上では近く見えても実際に歩いてみると

大変なんてことがあります。下見の際に近くを歩いてみて確認しましょ

う。近くのスーパーや病院、交通の便なども調べておくと◎！

・窓は二つ以上あると便利です。夏は湿気がこもりがちなので、窓を二つ

開けて空気が流れるようにすると涼しくなりますよ♪

とーいっく【TOEIC】 英語ⅠDの期末試験として昼間の学生は必ず受けなければならない。
避けては通れない道。頑張ろう。
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どこに住んでいるの？
いよいよ小樽で一人暮らし！と思っても、坂の上に校舎がある商大では、

住む場所選びは重要な問題。そこで、アパートの立地別メリットデメリットを
お伝えします。

フファァミミママ

妙妙龍龍寺寺

輝輝光光寮寮

体体育育館館

みみどどりり公公園園

浅浅草草寺寺

長長崎崎屋屋・・ドドンンキキ

ササツツドドララ

小小樽樽駅駅

大学近く（坂の上）に住むと？
なんと言っても大学に近いことが

何よりのメリット。朝が弱い人には
とてもおすすめ。
しかし、周辺にスーパーやコンビニは

ないため、買い物のたびに坂を下らなけ
ればならない。正直煩わしい。駅や小樽
の繁華街からも離れているので、その点
を踏まえて入居を考える必要がある。
学生寮も大学近くにあるので、寮希望

の学生も覚悟するべし。

駅周辺（坂の下）に住むと？
買い物の利便性も高く、駅に近いので

札幌や中心街以外のアルバイトの選択肢
も増える。
しかし、当然大学へは遠い。駅から

歩いて約３０分かかるため、交通機関
（バス、タクシー）を利用するとなると
その分の出費がかさむので注意が必要。

坂の中腹に住むと？
スーパーもあり、大学と駅の中間あたりで

バランスの良い立地。一方で、そのために
どこに行くにも億劫になるという声も。
中腹近辺はアパートの選択肢が多いので、

自分の生活リズムや部屋の善し悪しで決める
のが○。

小小樽樽商商大大

ロローーソソンン

はじコラム／とおる【通る】①通行・通過すること。②単位の取得が認められること。

例：「なんとか単位通った！」
とおる【通る】①通行・通過すること。②単位の取得が認められること。
例：「なんとか単位通った！」
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スーパーもあり、大学と駅の中間あたりで

バランスの良い立地。一方で、そのために
どこに行くにも億劫になるという声も。
中腹近辺はアパートの選択肢が多いので、
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例：「なんとか単位通った！」
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どこに住んでいるの？
○○下下宿宿生生ののおお部部屋屋（（商商大大付付近近））

○○小小樽樽でで一一人人暮暮ららししののおお部部屋屋（（坂坂のの中中腹腹））

はじコラム／はじコラム／ながさきや【長崎屋】 小樽駅前に鎮座する商業施設。スーパーやドン・キホー

テ、 円ショップなどが入っており、商大生の頼りになる存在。

暮暮ららししててききたた感感想想

下宿の最大のメリットは、平日朝夕のご飯が出ることです。

栄養とボリューム満点です。デメリットはトイレ、シャワー、

洗濯機が共同でシャワー、洗濯には一回１００円かかります。

土日祝日はご飯が出ないので、自炊にも挑戦できます。住人は

みんな商大生なので、困ったときも心強いです！門限もなく、

夕食に間に合わないときはお弁当に食事を取り置きしてくれる

のも決め手になりました。

部部屋屋のの特特徴徴

広 さ：約８畳ワンルーム

家 賃：６３０００円

ガス代：約１５００円

電気代：約３０００円

水道代：家賃に含まれている

部部屋屋のの特特徴徴

広 さ： 帖

家 賃： 円 管理費 円

：夏 円、冬 円

電 気 代： 円

水 道 代： 円

暮暮ららししててききたた感感想想

駅と大学のちょうど間ぐらいに位置していて、駅にも大学

にも徒歩１５分くらいでいけます。

また、 やサツドラも近くて買い物もすぐに行けて

便利です。部屋は広くて、友達もたくさん呼べちゃいます！

収納やお風呂場の暖房など設備もバッチリ。

ながさきや【長崎屋】 小樽駅前に鎮座する商業施設。
スーパーやドン・キホーテ、 100 円ショップなどが入っており、商大生の頼りになる存在。
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どこに住んでいるの？

部部屋屋のの特特徴徴

広 さ：約６５帖

家 賃：２０，０００円＋共益費５００円（本紙発行日現在）

ガス代・電気代・水道代： ， ００（夏）～ ，０００円（冬）

暮暮ららししててききたた感感想想

一人暮らしと言っても、キッチンやシャワーなど個人部屋以外の空間は共同です。

入学式前から友達もでき、何かあったらすぐに誰かに助けてもらえます。寂しさや不安が

少なく、寮独自のイベントも多く、たくさん知り合いを増やすことができます。

一人暮らしは不安という新入生におすすめで、道内・道外の学生はもちろん留学生も

いるので、本当に様々な人と関われます。寮生活とても楽しいですよ！

はじコラム／なんたる【南樽】 南小樽駅のこと。メルヘン交差点などの観光地の最寄り

駅。知名度の割に商大生はあまり行かない説がある。

輝光寮の１ユニットの図 サニタリルーム 洗面所 シャワー室 トイレ

なんたる【南樽】 JR南小樽駅のこと。メルヘン交差点などの観光地の最寄り駅。
知名度の割に商大生はあまり行かない説がある。
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輝光寮について
「一人暮らしは不安」、「家賃が気になる」…

そんなあなたには、商商大大生生ののたためめのの学生寮、輝輝光光寮寮がオススメ！

【【施施設設概概要要】】

・築 年／ 階建て

・１～３階…男子フロア（ 人部屋、 人部屋）

・４、５階…女子フロア（ 人部屋のみ）

・月々の寮費

《 人部屋》

家家賃賃 円円＋＋共共益益費費 円円＋水道・光熱費

《 人部屋》

家家賃賃 円円＋＋共共益益費費 円円＋水道・光熱費

参考 夏場： ～ 円

冬場： ～ 円

【【寮寮生生活活ののメメリリッットト】】

・とにかく大大学学にに近近いい！（徒歩３３分）

・入学式より前に友友達達ががででききるる！

・先先輩輩にに履修などの大学に関することや、アルバイトの相相談談ができる！

・テレビや冷蔵庫などの電電化化製製品品がが完完備備されている。

・週 回、業者の方がごみの回収や、共用部分の清掃をしてくださる。

【【よよくくああるる 】】

どうやって申し込むの？

入入寮寮募募集集要要項項・・入入寮寮願願・・入入寮寮希希望望申申請請書書を入学手続期間内に入学手続書類

と併せて提出してください。

やっておきたいことは？

「ななぜぜ寮寮にに入入りりたたいいののかか」書く所があるので、理由を考えておこう！

いつ入寮が決まるの？

審査結果は、 月月下下旬旬に発送予定です。

ご飯は出るの？

食食事事はは出出まませせんん。大学の食食堂堂を利用したり、自自炊炊したりします。

はじコラム／にがい【二外】 第二外国語のこと。昼間では毎週火木の１講目に開かれるため、

早起きを強いられることになる。単位を落としてはならない。頑張ろう。

【【 】】

輝輝光光寮寮
事務棟

体育館

大学会館

←
グ
ラ
ウ
ン
ド

バス停

小
樽
駅
→

詳しくは小小樽樽商商科科大大学学

をチェック！

※家賃及び共益費については

本紙発行日現在のものです。

←講義棟

南
大
正
門

にがい【二外】 第二外国語のこと。昼間では毎週火木の１講目に開かれるため、早起きを強い
られることになる。 単位を落としてはならない。頑張ろう。
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手続き一覧
大学に入学するにあたり一人暮らしを始める学生もいると思います。引っ越しする際に

行う手続きにどのようなものがあるかをまとめました。ぜひ参考にしてください！

ラライイフフラライインンのの手手続続きき

手手続続きき 時時期期 相相手手 手手続続きき方方法法

ガガスス 入居時 ガス会社
はがきか電話で連絡。

ガス開栓時に業者さんとの立ち合い必須。

水水道道 入居時 水道局 部屋契約と同時に契約する場合がほとんど。

電電気気 入居時 電気会社 ブレーカーか郵便受けにあるはがきを郵送。

公公的的なな手手続続きき

手手続続きき 時時期期 相相手手 手手続続きき方方法法

口口座座設設定定 引越後 郵便局、銀行
印印鑑鑑・身身分分証証明明書書・預預入入金金を

持って郵便局か銀行へ。

転転居居届届 入居前 郵便局
郵便局に提出。

遠遠隔隔地地被被健健康康

保保険険証証
引越前

役場か保護者

の方の勤務先

保護者の方が手続き。

合合格格証証明明書書が必要。

住住民民票票のの

移移動動

引越後

入居時

市区町村ごと

の役場

地元の役所で「「転転出出届届」」を

提出。その後、引越先の役所に

転転出出届届のの証証明明書書と「「転転入入届届」」を

一緒に提出。

そそのの他他のの手手続続きき

手手続続きき 時時期期 相相手手 手手続続きき方方法法

放放送送受受信信料料 随時
訪問職員から契約。

携携帯帯 引越前 各携帯会社
最寄りの取扱店で契約。

新新聞聞 必要時 各新聞販売店
販売店で直接契約・訪問販売員から

契約。

ネネッットト回回線線 必要時 各ネット回線会社
最寄りのネット回線会社の販売店で

契約。

はじコラム／にっとう【２１０】 ３号館２１０番教室のこと。１６０教室に匹敵するかなりの大き

さ。一般教養の科目でよく使われる。商大生なら誰もがお世話になる教室。

大学内には北北洋洋銀銀行行の

があります！

扶養家族なら、同居

していなくても保健証

が使えるようになる

カード型の保険証。

引っ越し先で選挙に参加でき

るようになるが、地元の成人

式に行く場合手続きが必要に

なる場合も。

物件によっては契約先が決まっていたり、無料で使えたりするところもある。

ただ、回線速度が遅い事もあるので注意！そうでない場合は大学生に

ぴったりな商大生協のモバイルルーターがおすすめ！！

にっとう【２１０】 ３号館２１０番教室のこと。１６０ 教室 に匹敵するかなりの大きさ。
一般教養の科目でよく使われる。 商大生なら誰もがお世話になる教室。
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おうちトラブル
一人暮らしを始めると、予期せぬトラブルが起こらないか心配ですよね…そこで、

このページでは、よく起こるトラブルとその対処法をご紹介します！

ガガスス漏漏れれ ～～家家のの中中ががガガスス臭臭いい！！警警報報がが鳴鳴っったた！！～～

ア  ガス機器の使用をやめる。

イ  ガス栓、ガスメーター栓を閉める。

ウ  ドアや窓を開け、換気扇を回して換気をする。

エ  ガス会社に連絡をする。

※火は絶対に扱わず、電化製品のスイッチに触れない。（着火の原因になります）

水水道道管管凍凍結結 ～～家家にに帰帰っっててききたたらら水水がが出出ななくくななっってていいたた！！～～

商大生協の学生生活１１０番（次のページ参照）に加入している人は、

すぐに会員証記載のコールセンターへ電話して対応してもらいましょう！

ア  応急処置

水道管や蛇口にタオルを巻き付け、その上からぬるま湯をゆっくり

かけましょう。または、水道管にドライヤーをあてましょう。

イ  すぐに大家さん（管理会社）に相談する

業者を呼んでもらい、解凍工事を頼みましょう。放置すると、

水道管破裂の危険があります。

※凍結した場合、蛇口を無理にひねったり、熱湯をかけたりしないで

ください！

ウ  商大生協の学生賠償責任保険に加入している場合は、購買へ相談する

過去に放っておいて超高額請求になったケースがありました！

ブブレレーーカカーーがが落落ちちるる ～～突突然然部部屋屋がが真真っっ暗暗にに？？！！～～

①アンペアブレーカーもしくは安全ブレーカーが落ちた場合

電力消費の多い家電の電源を切りましょう。その後、落ちている

ブレーカーを上げれば通常の使用ができます。

②漏電ブレーカーが落ちた場合

① 漏電ブレーカーのスイッチは落ちたままの状態で、安全ブレーカーの

スイッチをすべて切る。

② 次に漏電ブレーカーを「入」にした上で安全ブレーカーをひとつずつ

入れていき、漏電ブレーカーが落ちる箇所を探す。

③ 発見できたら、速やかに電気工事業者に連絡する！

※感電する恐れがあるので、絶対に濡れた手で操作しないでください！！

はじコラム／ふぁみれすせき【ファミレス席】 商大図書館２階にある、まるでファミレスのよ

うにお互い向かい合って４，５人でくつろげる席。グループワークに最適。試験前になると争奪戦

になる。

ふぁみれすせき【ファミレス席 】 商大図書館２階にある、まるでファミレスのようにお互い
向かい合って４，５人でくつろげる席。グループワークに最適。試験前になると争奪戦になる。
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おうちトラブル

学学生生生生活活１１１１００番番っってて？？

学生生活１１０番とは、学生とその家族が、安心して楽しい学生生活を過ごせる

ように、入学から卒業までサポートしてくれるものです。

紛失や病院案内などの様々な悩みを相談することができる「生活相談電話サポート」

と、水回りや鍵などのトラブル発生時に出動してくれる「トラブル出動サポート」が

あります。これらのサポートは、学生生活１１０番に加入することで、２４時間

３６５日受けることができます。

詳しくは、生協の資料に同封されている学生生活１１０番のパンフレットを

ご覧ください！

～～実実際際ににああっったたいいろろいいろろななトトララブブルル～～

最後に、商大生が実際に経験したトラブルをいくつか紹介します！「こんなことも

あるのか」という参考になるかもしれません。

引引っっ越越ししててききたたばばかかりりななののにに、、ドドアアのの鍵鍵ががかかかかりりににくくいいしし、、ドドアアノノブブもも回回ししににくくいい！！（（下下宿宿））

→大家さんに伝えたら、すぐに直してくれました！

トトイイレレのの掃掃除除ををすするるととききにに、、水水にに流流せせるる掃掃除除シシーートトをを使使っってていいてて、、「「水水にに流流せせるる」」とといいうう

言言葉葉のの通通りりにに掃掃除除シシーートトををたたくくささんん水水にに流流ししてていいたたらら、、詰詰ままっっててししままっったた！！（（一一人人暮暮ららしし））

→学生生活１１０番に電話したらすぐに来て対応してくれました！

冬冬にに家家ののドドアアのの鍵鍵がが凍凍っっててししままっってて開開かかななくくななっっててししままっったた！！（（実実家家））

→学生生活１１０番に電話したらすぐに来て対応してくれて、凍ってしまった理由も

わかりました！

はじコラム／はじコラム／へいじょうてん【平常点】 試験以外の、授業内での毎回の出席や発言点の

こと。毎回の積み重ねが大事。これに救われた商大生も多いとか…。
へいじょうてん【平常点】 試験以外の、授業内での毎回の出席や発言点のこと。 
毎回の積み重ねが大事。 これに救われた商大生も多いとか…。
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生活必需品リスト
春から一人暮らしを始めるにあたり、いったい何が必要なのか分からず不安な方も

多いと思います。そこで今回は必需品とあれば役立つものを分けて説明します！

☆☆生生活活必必需需品品・・最最低低限限必必要要

□ 冷蔵庫

□ 洗濯機

□ ストーブ

□ 炊飯器

□ 扇風機

□ 掃除機

□ ドライヤー

□ 電子レンジ

□ やかん ケトル

□ 食器類

箸、コップ、皿

□ 爪切り

□ フライパン、鍋

□ 包丁、まな板

□ 調味料

□ 食器用洗剤

□ シャンプー

□ ボディーソープ

□ 洗顔料

□ 洗濯洗剤、柔軟剤

□ ハンガー

□ 物干し竿

□ 風呂用洗剤

□ スポンジ

風呂用、食器用

□ 常備薬

□ 市指定のゴミ袋

□ カーテン

□ 寝具

布団、まくら

☆☆遠遠隔隔授授業業でで必必要要！！

□ ノートパソコン □ □ ヘッドホン イヤホン □ 電子辞書（外国語科目学習用）

☆☆新新型型ココロロナナウウイイルルスス対対策策

□ アルコール消毒液 □ アルコールティッシュ □ 空気清浄機 □ マスク

☆☆ああれればば役役立立つつももののたたちち

□ プリンター（レジュメ印刷用）

□ コロコロ

□ ファブリーズ

□ テレビ

□ こたつ

□ 麦茶等のパック

（ペットボトルを購入するよりお得）

□ クイックルワイパー

ゴミとり用、床拭き用

このほかにも、あれば役立つグッズはたくさんあるので、自分の生活様式に適したもの

を買うことをおススメします。また洗濯機や冷蔵庫などは価格が高いので、少しでも安く

清掃も簡単で長持ちするものを選ぶことをおススメします！

詳しくは教材パンフレット・新生活用品カタログを参考に

してください！

はじコラム／はじコラム／きっさころんびあ【喫茶コロンビア】 花園エリアにある昭和レトロな喫茶店。

商大生なら 度は行った事があると言っても過言ではない。チョコレートパフェが美味しい。

※画像は 年度のものです。

きっさころんびあ【喫茶コロンビア 】 花園エリアにある昭和レトロな喫茶店。
商大生なら1度は行った事があると言っても過言ではない。チョコレートパフェが美味しい。
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災害に備えよう
北海道は日本のほかの地域よりも災害の被害に遭うことが少なく、災害への備えが

疎かになりがちです。例えば２０１８年９月６日には、最大震度７の北海道胆振東部地震

が発生し、地震の揺れによる被害はもちろん、道内全域で約２９５万戸が停電し、

私たちの生活に大きな被害をもたらしました。

大学から一人暮らしを始めようと考えている多くの方に、この記事の内容がもし災害が

発生した際の手助けになれば幸いです。

☆☆最最低低限限必必要要ととななるるもものの

□ 水（１日当たり１人最低３ ）

□ 食料（日持ちして持ち運びやすいもの）

□ 現金

□ 携帯電話とモバイルバッテリー

□ ラジオ（手回し式だと便利）

□ 電池

□ 携帯トイレ

□ 懐中電灯

□ 毛布

□ 保険証

□ 常備薬（お薬手帳があればなおよい）

上記以外にも、歯ブラシ・汗拭きシートなどを準備しておけば、避難生活が

長期化した際に、自らの衛生状態を少しでも良く保つことができるため、

ストレス軽減の役に立ちます。また、軍手や歩きやすい靴もあると便利です。

☆☆日日ごごろろかかららややっってておおくくこことと

✓家具をしっかりと固定しておく

✓非常用持ち出しバッグをいつでも持ち出せるように準備しておく

✓家族通しの安否確認方法を決めておく

→災害用伝言ダイヤル １１７７１１を利用すると、自分の番号を知っている人に伝言を

残すことができるので覚えておくとよいでしょう。

✓自分の地域の避難場所を把握しておく

☆☆最最後後にに

今回紹介したのはあくまでも一例に過ぎません。そのため皆さんも、いいつつ起起ここるるかか

わわかかららなないい自自然然災災害害にに対対ししてて常常にに準準備備ををししてておおくくことはもちろん、もし余裕が

あるならば、被被災災さされれたた地地域域のの方方にに募募金金やや物物資資支支援援ななどどをを通通ししてて援援助助すするる姿姿勢勢を

持ちましょう！

備えあれば憂いなし！もしもの備えをしっかりして、充実した大学生活を！

はじコラム／ふるたん【フル単】 履修した科目の単位を落とさずに全て取得し切ること。

頑張った証拠。
ふるたん【フル単】 履修した科目の単位を落とさずに全て取得し切ること。
頑張った証拠。
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【室内画像は105号室タイプです】
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ＴＴＥＥＬＬ：：00113344--3311--33553311
　　　　　　　　　　北北海海道道知知事事　　石石狩狩((11))第第88885522号号

株株式式会会社社アアテテンンシショョンンハハウウスス

　　　　  アアパパママンンシショョッッププ小小樽樽店店

小小樽樽市市稲稲穂穂33--1100--2211  昭昭和和ビビルル33階階

コンビニや飲食店で使える！ご成約でさらに追加ポイントも！

アパマンショップ小樽店スタッフの営業力に期待して下さい!!

新居の家具や生活用品を揃えるのにご活用ください！

★アパマンショップにしか出来ない3つのお約束★★アパマンショップにしか出来ない3つのお約束★
ポンタポイントをご来店頂いた商大生さん全員にプレゼント！

お友達をご紹介頂くと現金１万円獲得のチャンス！

初期費用、お家賃の交渉もお任せ下さい！

×

ＪＲ小樽駅目の前の白いビル3階です！

さ・ら・に！ な・ん・と！！
ご来店時に冊子をご持参、もしくは
お問合せ時に『冊子見ました!!』の
たった一言で・・・
★☆仲介手数料30％割引き☆★

お車でのご来店も歓迎♪
提携駐車場複数あります
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♪♪QQRRココーードドをを読読みみ取取っってて簡簡単単問問いい合合わわせせ♪♪

アパマンショップのお部屋探しＱ＆Ａ
Ｑ.店舗に行かなくても契約できる？
Ａ.できます！ＬＩＮＥ電話で見学、契約もできる

Ｑ.紹介してもらえる物件はガイドBOOKの物件だ
Ａ.ガイドBOOKに掲載できる物件には限りがあります。
掲載していない物件もたくさんありますので気になる
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万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

ガスＦＦ バストイレ別 収納 灯油ＦＦ バストイレ別 WiFi無料

室内洗濯機置場 収納 証明 室内洗濯機置場

万円～ 万万円円～～

電気コンロ シャワー シャンドレ ガスキッチン バストイレ別 カウンターキッチン

収納 バストイレ別 都市ガス 出窓 ロフト インターネット対応

インターネット 温水洗浄便座

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 都市ガス ガスキッチン シャワー 給湯

灯油ＦＦ バストイレ別 収納 灯油FF バストイレ別 ロフト

インターホン カウンターキッチン 出窓 室内洗濯機置場

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

灯油FF バストイレ別 収納 灯油FF バストイレ別 都市ガス

ペット相談可 暖房便座 収納

ルームアムクレスト サンヴァレー
敷金　0ヵ月　礼金：　１ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヵ月

シティＡＩ（ｼﾃｨｴｰｱｲ） ＡＭＳ緑
敷金：0ヵ月　礼金：　１ヵ月 敷金：0ヵ月　礼金：　0ヵ月

商大アビタシオン ランドマークⅡ
敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヶ月

グリーンコーポ Arietta（ｱﾘｴｯﾀ）
敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヶ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヵ月

お問合せ先⇒　アパマンショップ小樽店　0134-31-3531 取引態様：媒介　広告有効期限：令和4年3月31日

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

大学劇地下物件！緑豊かな自然あるれる物件♪ 経済的な都市ガス物件！インターネットも無料で使えます♪

陽と様々ロフト付き！おしゃれな対面キッチン都市ガス使用で経済的！シャンプードレッサーついてます♪

都市ガスなので光熱費が大変お得！ 大きな出窓付き♪

広目のお部屋で開放的！安心の女性専用アパート♪ペットの飼育相談可能！独立キッチンでお部屋も使いやすい♪

■管理費：300円
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：1985年3月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造２階建て
■所在地:小樽市富岡１丁目
■築年数：1985年10月

■管理費：込み
■間 取：１R
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑１丁目

■管理費：1,000円
■間 取：１Ｋ+ロフト
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：1996年2月

■管理費：込み
■間 取：1Ｒ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：1988年3月

■管理費：1,000円
■間 取：１Ｒ+ロフト
■構 造：木造3階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：1995年1月

■管理費：込み
■間 取：１Ｋ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑2丁目
■築年数：1994年2月

■管理費：0円
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：1993年12月

小樽商科大学まで徒歩 分

万円～
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万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

ガスＦＦ バストイレ別 収納 灯油ＦＦ バストイレ別 WiFi無料

室内洗濯機置場 収納 証明 室内洗濯機置場

万円～ 万万円円～～

電気コンロ シャワー シャンドレ ガスキッチン バストイレ別 カウンターキッチン

収納 バストイレ別 都市ガス 出窓 ロフト インターネット対応

インターネット 温水洗浄便座

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 都市ガス ガスキッチン シャワー 給湯

灯油ＦＦ バストイレ別 収納 灯油FF バストイレ別 ロフト

インターホン カウンターキッチン 出窓 室内洗濯機置場

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

灯油FF バストイレ別 収納 灯油FF バストイレ別 都市ガス

ペット相談可 暖房便座 収納

ルームアムクレスト サンヴァレー
敷金　0ヵ月　礼金：　１ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヵ月

シティＡＩ（ｼﾃｨｴｰｱｲ） ＡＭＳ緑
敷金：0ヵ月　礼金：　１ヵ月 敷金：0ヵ月　礼金：　0ヵ月

商大アビタシオン ランドマークⅡ
敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヶ月

グリーンコーポ Arietta（ｱﾘｴｯﾀ）
敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヶ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヵ月

お問合せ先⇒　アパマンショップ小樽店　0134-31-3531 取引態様：媒介　広告有効期限：令和4年3月31日

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

大学劇地下物件！緑豊かな自然あるれる物件♪ 経済的な都市ガス物件！インターネットも無料で使えます♪

陽と様々ロフト付き！おしゃれな対面キッチン都市ガス使用で経済的！シャンプードレッサーついてます♪

都市ガスなので光熱費が大変お得！ 大きな出窓付き♪

広目のお部屋で開放的！安心の女性専用アパート♪ペットの飼育相談可能！独立キッチンでお部屋も使いやすい♪

■管理費：300円
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：1985年3月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造２階建て
■所在地:小樽市富岡１丁目
■築年数：1985年10月

■管理費：込み
■間 取：１R
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑１丁目

■管理費：1,000円
■間 取：１Ｋ+ロフト
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：1996年2月

■管理費：込み
■間 取：1Ｒ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：1988年3月

■管理費：1,000円
■間 取：１Ｒ+ロフト
■構 造：木造3階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：1995年1月

■管理費：込み
■間 取：１Ｋ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑2丁目
■築年数：1994年2月

■管理費：0円
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：1993年12月

小樽商科大学まで徒歩 分

万円～

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 都市ガス ガスキッチン シャワー 給湯

ＵＴ バストイレ別 ネット無料 灯油FF バストイレ別 バルコニー

バルコニー 洗面化粧台 シューズボックス シャンプードレッサー

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

灯油FF バストイレ別 ネット無料 灯油FF バストイレ別 TVドアホン

出窓 ロフト 対面キッチン 収納 シューズボックス

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

ガスＦＦ バストイレ別 TVドアホン 都市ガス バストイレ別 TVドアホン

収納 シューズボックス エレベーター 独立キッチン シューズボックス

証明

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

灯油ＦＦ バストイレ別 収納 ガスＦＦ バストイレ別 温水洗浄便座

都市ガス 照明 出窓 収納 シャンドレ

ＮＩＣＯ（ﾆｺ） チェリーハウスⅢ
敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヶ月

ＴＳ小樽 ライムライトⅡ
敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヶ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月

お問合せ先⇒　アパマンショップ小樽店　0134-31-3531 取引態様：媒介　広告有効期限：令和4年3月31日

ステーションハイツ ツインクル
敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヵ月 敷金：0ヵ月　礼金：　１ヶ月

メゾンエルⅢ コーポみどり
敷金：　0ヶ月　　礼金：　１ヶ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　１ヵ月

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分

駅近鉄筋マンション！おしゃれな内装にリフォーム済み♪ お部屋が使いやすい独立キッチン！

シャンプードレッサー付き、都市ガス物件です！大学もJR駅徒歩圏内！スーパーも近く便利な立地♪

■管理費：3,000円
■間 取：１Ｒ
■構 造：ＲＣ造７階建て
■所在地：小樽市稲穂１丁目
■築年数：1996年3月

■管理費：込み
■間 取：１Ｋ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑2丁目
■築年数：1991年3月

■管理費：2,000円
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：1986年1月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：1988年3月

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分

インターネット使用料無償♪都市ガスなので光熱費も大変お得！ シャンプードレッサー付き！スーバー近くで買い物も便利♪

独立洗面台付き、TVインターホン付き物件です！室内リフォーム済みでお洒落な内装♪ネットが無料で使えます！

■管理費：込み
■間 取：1DK
■構 造：木造３階建て
■所在地：小樽市緑４丁目
■築年数：1998年3月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：RC造3階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：1995年3月

■管理費：1,000円
■間 取：１ＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市稲穂３丁目
■築年数：1995年9月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：1995年2月

小樽商科大学まで徒歩 分

万円～

小樽商科大学まで徒歩 分
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万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 都市ガス ガスキッチン シャワー 給湯

ＵＴ バストイレ別 灯油ＦＦ 都市ガス バストイレ別 収納

収納 シューズボックス 照明

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

FF暖房 シャンプードレッサー 温水洗浄暖房便座 灯油FF バストイレ別 TVドアホン

シューズボックス カウンター 独立キッチン クローゼット 暖房便座

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

ガスＦＦ 照明 TVドアホン 都市ガス 室内洗濯機置場 ネット無料

収納 シューズボックス エレベーター 収納 シューズボックス

万円～ 万円～

電気コンロ シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

都市ガス バストイレ別 収納 灯油ＦＦ バストイレ別 収納

照明 バルコニー

メゾン石岡 プリタスセシリアⅢ
敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヶ月

ジェラン小樽Ⅰ ファミール旭ヶ丘
敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヶ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月

お問合せ先⇒　アパマンショップ小樽店　0134-31-3531 取引態様：媒介　広告有効期限：令和4年3月31日

プリタスセシリアⅠ ロイヤル緑101
敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月 敷金：0ヵ月　礼金：　0ヶ月

アメニティ富岡 グリーンヒルハイムJUN
敷金：　1ヶ月　　礼金：　0ヶ月 敷金：　1ヶ月　　礼金：　0ヵ月

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分

広々としたお部屋でキッチンも独立タイプ♪ インターネット無料で使い放題！

広々ワンルーム♪スーパーも徒歩圏内です！経済的な都市ガス♪コンロも電気式で安全です！

■管理費：込み
■間 取：１Ｋ
■構 造：ＲＣ造３階建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：1988年3月

■管理費：込み
■間 取：１Ｋ
■構 造：Ｒ造３階建て
■所在地：小樽市富岡2丁目
■築年数：1986年9月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：Ｒ造４階建て
■所在地：小樽市富岡2丁目
■築年数：1995年1月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：1986年7月

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分

経済的な都市ガス給湯＆暖かい灯油暖房！ スーパー近くで買い物も便利な立地♪

ダブルクローゼットで収納力抜群！！新築同様フルリノベーション！高台にある物件で見晴らしもGood♪

■管理費：込み
■間 取：1Ｒ
■構 造：木造３階建て
■所在地：小樽市緑２丁目
■築年数：1990年7月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：RC造3階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：1995年3月

■管理費：1,000円
■間 取：１ＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市稲穂３丁目
■築年数：1995年9月

■管理費：込み
■間 取：１ＤＫ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑3丁目
■築年数：1997年12月

小樽商科大学まで徒歩 分

万円～

小樽商科大学まで徒歩 分

65



万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 都市ガス ガスキッチン シャワー 給湯

ＵＴ バストイレ別 灯油ＦＦ 都市ガス バストイレ別 収納

収納 シューズボックス 照明

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

FF暖房 シャンプードレッサー 温水洗浄暖房便座 灯油FF バストイレ別 TVドアホン

シューズボックス カウンター 独立キッチン クローゼット 暖房便座

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

ガスＦＦ 照明 TVドアホン 都市ガス 室内洗濯機置場 ネット無料

収納 シューズボックス エレベーター 収納 シューズボックス

万円～ 万円～

電気コンロ シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

都市ガス バストイレ別 収納 灯油ＦＦ バストイレ別 収納

照明 バルコニー

メゾン石岡 プリタスセシリアⅢ
敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヶ月

ジェラン小樽Ⅰ ファミール旭ヶ丘
敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヶ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月

お問合せ先⇒　アパマンショップ小樽店　0134-31-3531 取引態様：媒介　広告有効期限：令和4年3月31日

プリタスセシリアⅠ ロイヤル緑101
敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月 敷金：0ヵ月　礼金：　0ヶ月

アメニティ富岡 グリーンヒルハイムJUN
敷金：　1ヶ月　　礼金：　0ヶ月 敷金：　1ヶ月　　礼金：　0ヵ月

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分

広々としたお部屋でキッチンも独立タイプ♪ インターネット無料で使い放題！

広々ワンルーム♪スーパーも徒歩圏内です！経済的な都市ガス♪コンロも電気式で安全です！

■管理費：込み
■間 取：１Ｋ
■構 造：ＲＣ造３階建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：1988年3月

■管理費：込み
■間 取：１Ｋ
■構 造：Ｒ造３階建て
■所在地：小樽市富岡2丁目
■築年数：1986年9月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：Ｒ造４階建て
■所在地：小樽市富岡2丁目
■築年数：1995年1月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：1986年7月

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分

経済的な都市ガス給湯＆暖かい灯油暖房！ スーパー近くで買い物も便利な立地♪

ダブルクローゼットで収納力抜群！！新築同様フルリノベーション！高台にある物件で見晴らしもGood♪

■管理費：込み
■間 取：1Ｒ
■構 造：木造３階建て
■所在地：小樽市緑２丁目
■築年数：1990年7月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：RC造3階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：1995年3月

■管理費：1,000円
■間 取：１ＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市稲穂３丁目
■築年数：1995年9月

■管理費：込み
■間 取：１ＤＫ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑3丁目
■築年数：1997年12月

小樽商科大学まで徒歩 分

万円～

小樽商科大学まで徒歩 分

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 灯油ボイラー

シャンプードレッサー バストイレ別 ＵＴ 灯油ＦＦ バストイレ別 WiFi無料

温水洗浄便座 収納 収納 独立洗面化粧台 室内洗濯機置場

シューズボックス

万円～ 万万円円～～

システムキッチン シャワー ＵＴ ガスキッチン バストイレ別

収納 バストイレ別 都市ガス 灯油ＦＦ 照明 収納

照明 都市ガス

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 都市ガス システムキッチン シャワー TVモニターホン

灯油ＦＦ バストイレ別 床暖房 収納 シューズボックス 温水暖房便座

照明 TVモニターホン ネット無料

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

灯油FF バストイレ別 灯油ボイラー 灯油FF バストイレ別 バルコニー

都市ガス エアコン クローゼット 収納

グリーンハイツＬ コーポａｂｅ
敷金　0ヵ月　礼金：　１ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月

写楽93 カドリール
敷金：0ヵ月　礼金：　１ヵ月 敷金：0ヵ月　礼金：　1ヵ月

シルバニアコート緑 たかはしビル
敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヶ月

シティドリームⅡ 佳庵
敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヶ月 敷金：　1ヶ月　　礼金：　0ヵ月

お問合せ先⇒　アパマンショップ小樽店　0134-31-3531 取引態様：媒介　広告有効期限：令和4年3月31日

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

安心の女性限定アパート♪シャンプードレッサーも付いてます 経済的な灯油ボイラー＆灯油暖房♪インターネットも無料です

リビングと寝室が分かれてるので過ごしやすいお部屋です！大学近くで通学もラクチン♪経済的な都市ガスです！

広々キッチンで自炊も楽しくなっちゃいます♪ 物件１階が商店なので急なお買い物が便利♪

町中にたたずむ隠れ物件♪駅近で交通便のよい物件！経済的な灯油ボイラー＆灯油FF♪夏も快適エアコン付き！

■管理費：1,500円
■間 取：１ＤＫ
■構 造：木造３建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：1981年3月

■管理費：込み
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造3階建て
■所在地:小樽市緑３丁目
■築年数：2000年1月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造３階建て
■所在地：小樽市緑１丁目

■管理費：込み
■間 取：１ＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑２丁目
■築年数：1995年9月

■管理費：2,000円
■間 取：１Ｋ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑２丁目
■築年数：1993年3月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：ＲＣ造４階建て
■所在地：小樽市富岡２丁目
■築年数：1989年4月

■管理費：3,000円
■間 取：１ＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市稲穂４丁目
■築年数：2000年3月

■管理費：3,000円
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造３階建て
■所在地：小樽市稲穂２丁目
■築年数：1989年7月

小樽商科大学まで徒歩 分

万円～
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万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ＩＨクッキングヒーター 電気暖房 電気温水器

シャンプードレッサー バストイレ別 ＵＴ バルコニー バストイレ別 ネット無料

温水洗浄便座 フローリング ネット無料 クローゼット 室内洗濯機置場

TVモニターホン シューズボックス

万円～ 万万円円～～

システムキッチン シャワー ＵＴ ガスキッチン シャワー 給湯

クローゼット バストイレ別 ネット無料 シャンプードレッサー バストイレ別 ＵＴ

シューズボックス 灯油ＦＦ TVモニターホン フローリング エアコン

万円～ 万円～

システムキッチン シャワー 灯油ボイラー ガスキッチン シャワー 給湯

灯油ＦＦ バストイレ別 シャンプードレッサー シャンプードレッサー バストイレ別 ＵＴ

温水洗浄暖房便座 収納 インターホン TVモニターホン フローリング エアコン

オートロック ネット無料

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 宅配BOX 駐輪場 温水洗浄便座

灯油FF バストイレ別 バルコニー シャンプードレッサー バストイレ別 ＵＴ

都市ガス エアコン シューズボックス TVモニターホン 都市ガス エアコン

シャンプードレッサー オートロック ネット無料

Sweet Bay小樽 ベイヒルズ
敷金　0ヵ月　礼金：　１ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月

Urban（ｱｰﾊﾞﾝ） ウミナリエ
敷金：0ヵ月　礼金：　0ヵ月 敷金：0ヵ月　礼金：　0ヵ月

ハイムＩＭＡＥ（ﾊｲﾑｲﾏｴ） グランセ小樽富岡
敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヶ月

フロックス緑 ラ・シュエットαⅡ
敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヶ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月

お問合せ先⇒　アパマンショップ小樽店　0134-31-3531 取引態様：媒介　広告有効期限：令和4年3月31日

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

インターネット無料！広々とした１Ｋタイプ♪ 経済的で安全なオール電化物件♪インターネットも無料です！

暑い夏を快適に過ごせるエアコン付き！一人暮らしにピッタリサイズのお部屋！海の見えるお部屋もあります♪

炊事も掃除も楽なシステムキッチン♪経済的な灯油ボイラー♪ 安心安全なオートロック＆TVモニターホン付き♪

築２年のおすすめ物件！設備充実＆過ごしやすい立地♪洗濯物が干せるバルコニー付き！エアコンで夏も快適に♪

■管理費：込み
■間 取：１Ｋ
■構 造：木造３建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：2009年3月

■管理費：込み
■間 取：１Ｋ
■構 造：木造３階建て
■所在地:小樽市緑１丁目
■築年数：2006年3月

■管理費：1,000円
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造３階建て
■所在地：小樽市緑１丁目

■管理費：3,000円
■間 取：１Ｋ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：2016年9月

■管理費：3,000円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：2005年3月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：ＲＣ造４階建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：2017年9月

■管理費：込み
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造３階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：1999年9月

■管理費：3,000円
■間 取：１Ｋ
■構 造：ＲＣ造４階建て
■所在地：小樽市花園２丁目
■築年数：2020年9月

小樽商科大学まで徒歩 分

万円～
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万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 都市ガス ガスキッチン シャワー 都市ガス

ＵＴ バストイレ別 灯油ＦＦ ＵＴ バストイレ別 灯油ＦＦ

収納 シューズボックス 独立洗面化粧台 収納 シューズボックス 独立洗面化粧台

独立キッチン

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 灯油ボイラー 対面キッチン 駐輪場 オートロック

灯油ＦＦ シャンプードレッサー 温水洗浄暖房便座 シャンプードレッサー バストイレ別 ＵＴ

シューズボックス ウォークインクローゼット 独立キッチン TVモニターホン ネット無料 エアコン

灯油ＦＦ

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャンプードレッサー システムキッチン

灯油ＦＦ シャンプードレッサー トランクルーム 都市ガス 室内洗濯機置場 オートロック

ネット無料 クローゼット ＵＴ クローゼット シューズボックス TVモニターホン

出窓 温水洗浄便座

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 独立キッチン シャワー 給湯

シャンプードレッサー 独立キッチン クローゼット 灯油ＦＦ TVモニターホン シューズボックス

灯油FF TVモニターホン シューズボックス 宅配BOX オートロック エアコン

ネット無料 シャンプードレッサー

エスポアール ユースフラット緑
敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヶ月

マリーンパレス グラシアス小樽駅前
敷金：　1ヶ月　　礼金：　0ヶ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヵ月

お問合せ先⇒　アパマンショップ小樽店　0134-31-3531 取引態様：媒介　広告有効期限：令和4年3月31日

メゾン・ド・春香 SANKOハイツⅡ
敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヵ月 敷金：0ヵ月　礼金：　1ヶ月

ベルブランオタル Ｙ’ｓＯＴＡＲＵ
敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヶ月 敷金：　1ヶ月　　礼金：　0ヵ月

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分

寝室が別となっており使いやすい間取りです♪ 設備充実おすすめ物件！大学も駅も徒歩圏内♪

築浅デザイナーズマンション♪ネット無料です！！お洒落な内装と外観♪設備も充実おすすめ物件です！

■管理費：3,500円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市富岡２丁目
■築年数：2007年8月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：2016年3月

■管理費：2,000円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：2012年2月

■管理費：3,000円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：ＲＣ造５階建て
■所在地：小樽市稲穂３丁目
■築年数：2018年3月

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分

経済的な都市ガス給湯＆暖かい灯油暖房！ リビング・寝室ともに広い間取で、お気に入りの家具を自由におけます♪

小樽駅すぐ近く！！設備も充実しており住みやす環境です♪収納力抜群のウォークインクローゼット！オートロック付きの安心物件♪

■管理費：込み
■間 取：１ＤＫ
■構 造：木造３階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：1989年1月

■管理費：込み
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造３階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：2000年10月

■管理費：込み
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造３階建て
■所在地：小樽市富岡２丁目
■築年数：1994年10月

■管理費：5,000円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：ＲＣ造５階建て
■所在地：小樽市稲穂３丁目
■築年数：2015年1月

小樽商科大学まで徒歩 分

万円～

小樽商科大学まで徒歩 分
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万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

シャンプードレッサー バストイレ別 灯油ＦＦ シャンプードレッサー バストイレ別 ＦＦ暖房

オートロック フローリング ネット無料 オートロック 宅配ＢＯＸ 都市ガス

TVモニターホン シューズボックス TVモニターホン シューズボックス

万円～ 万万円円～～

ガスキッチン シャワー ＵＴ システムキッチン シャワー 給湯

ウォークインくろーぜっち バストイレ別 照明 シャンプードレッサー バストイレ別 灯油ＦＦ

出窓 灯油ＦＦ シャンプードレッサー エアコン 宅配BOX ネット無料

TVモニターホン シューズボックス

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

灯油ＦＦ バストイレ別 シャンプードレッサー 灯油ＦＦ バストイレ別 エアコン

トランクルーム 駐車場無料 インターホン トランクルーム シューズボックス クローゼット

シャンプードレッサー

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン 灯油ボイラー 灯油ＦＦ

シャンプードレッサー バストイレ別 灯油ＦＦ システムキッチン バストイレ別 ＵＴ

オートロック フローリング ネット無料 インターホン クローゼット バルコニー

TVモニターホン シューズボックス

4.9
スマイル浅草

4.7
小樽駅前プレジデント

敷金　1ヵ月　礼金：　0ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヵ月

4.8
ベルデローマ

44..88
アンデス富岡Ｆｌｏｒ

敷金：0ヵ月　礼金：　0ヵ月 敷金：1ヵ月　礼金：　0ヵ月

5.0
ヴィラ富岡

5.0
第二グレースマンション

敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月 敷金：　1ヶ月　　礼金：　0ヶ月

5.0
ヴィラージュ富岡

5.2
マリンビュー船見坂

敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヶ月 敷金：　1ヶ月　　礼金：　0ヵ月

お問合せ先⇒　アパマンショップ小樽店　0134-31-3531 取引態様：媒介　広告有効期限：令和4年3月31日

小樽商科大学まで徒歩7分 小樽商科大学まで徒歩16分

小樽商科大学まで徒歩15分 小樽商科大学まで徒歩13分

小樽商科大学まで徒歩13分

小樽商科大学まで徒歩12分 小樽商科大学まで徒歩20分
スーパーが近く買い物が便利♪ネット無料物件！ 小樽駅近くで大学までバス１本で行けます！

スーパーや小樽駅も徒歩圏内の便利な立地！大型のウォークインクローゼット付きで収納力ピカイチ♪

駐車場一台無料♪トランクルームも個別で使えます！ リビング・寝室ともに広く大型の収納スペースもあります♪

光熱費が大変お得な灯油ボイラーと灯油ＦＦ♪オートロック＆TVモニターホンで防犯対策もばっちり♪

■管理費：1,000円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造２建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：2015年3月

■管理費：4,000円
■間 取：１ＤＫ
■構 造：ＲＣ造５階建て
■所在地:小樽市稲穂２丁目
■築年数：2017年1月

■管理費：込み
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑１丁目

■管理費：込み
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：2014年3月

■管理費：込み
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：1994年11月

■管理費：込み
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：1985年2月

■管理費：1,000円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：2015年3月

■管理費：2,000円
■間 取：１ＤＫ
■構 造：Ｒ造３階建て
■所在地：小樽市稲穂３丁目
■築年数：2000年3月

小樽商科大学まで徒歩23分

万円～
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万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

シャンプードレッサー バストイレ別 灯油ＦＦ シャンプードレッサー バストイレ別 ＦＦ暖房

オートロック フローリング ネット無料 オートロック 宅配ＢＯＸ 都市ガス

TVモニターホン シューズボックス TVモニターホン シューズボックス

万円～ 万万円円～～

ガスキッチン シャワー ＵＴ システムキッチン シャワー 給湯

ウォークインくろーぜっち バストイレ別 照明 シャンプードレッサー バストイレ別 灯油ＦＦ

出窓 灯油ＦＦ シャンプードレッサー エアコン 宅配BOX ネット無料

TVモニターホン シューズボックス

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

灯油ＦＦ バストイレ別 シャンプードレッサー 灯油ＦＦ バストイレ別 エアコン

トランクルーム 駐車場無料 インターホン トランクルーム シューズボックス クローゼット

シャンプードレッサー

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン 灯油ボイラー 灯油ＦＦ

シャンプードレッサー バストイレ別 灯油ＦＦ システムキッチン バストイレ別 ＵＴ

オートロック フローリング ネット無料 インターホン クローゼット バルコニー

TVモニターホン シューズボックス

4.9
スマイル浅草

4.7
小樽駅前プレジデント

敷金　1ヵ月　礼金：　0ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヵ月

4.8
ベルデローマ

44..88
アンデス富岡Ｆｌｏｒ

敷金：0ヵ月　礼金：　0ヵ月 敷金：1ヵ月　礼金：　0ヵ月

5.0
ヴィラ富岡

5.0
第二グレースマンション

敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月 敷金：　1ヶ月　　礼金：　0ヶ月

5.0
ヴィラージュ富岡

5.2
マリンビュー船見坂

敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヶ月 敷金：　1ヶ月　　礼金：　0ヵ月

お問合せ先⇒　アパマンショップ小樽店　0134-31-3531 取引態様：媒介　広告有効期限：令和4年3月31日

小樽商科大学まで徒歩7分 小樽商科大学まで徒歩16分

小樽商科大学まで徒歩15分 小樽商科大学まで徒歩13分

小樽商科大学まで徒歩13分

小樽商科大学まで徒歩12分 小樽商科大学まで徒歩20分
スーパーが近く買い物が便利♪ネット無料物件！ 小樽駅近くで大学までバス１本で行けます！

スーパーや小樽駅も徒歩圏内の便利な立地！大型のウォークインクローゼット付きで収納力ピカイチ♪

駐車場一台無料♪トランクルームも個別で使えます！ リビング・寝室ともに広く大型の収納スペースもあります♪

光熱費が大変お得な灯油ボイラーと灯油ＦＦ♪オートロック＆TVモニターホンで防犯対策もばっちり♪

■管理費：1,000円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造２建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：2015年3月

■管理費：4,000円
■間 取：１ＤＫ
■構 造：ＲＣ造５階建て
■所在地:小樽市稲穂２丁目
■築年数：2017年1月

■管理費：込み
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑１丁目

■管理費：込み
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：2014年3月

■管理費：込み
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：1994年11月

■管理費：込み
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：1985年2月

■管理費：1,000円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：2015年3月

■管理費：2,000円
■間 取：１ＤＫ
■構 造：Ｒ造３階建て
■所在地：小樽市稲穂３丁目
■築年数：2000年3月

小樽商科大学まで徒歩23分

万円～

万円～ 万円～

対面キッチン クローゼット オートロック 対面キッチン 駐輪場 照明

シャンプードレッサー バストイレ別 ＵＴ シャンプードレッサー バストイレ別 ＵＴ

TVモニターホン ネット無料 エアコン TVモニターホン 温水洗浄暖房便座 バルコニー

灯油ＦＦ 灯油ＦＦ

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 独立キッチン 灯油ＦＦ シューズボックス

灯油ＦＦ シャンドレ クローゼット シャンプードレッサー バストイレ別 ＵＴ

シューズボックス エアコン 独立キッチン TVモニターホン クローゼット エアコン

照明

♪♪小小樽樽商商大大生生オオススススメメ築築浅浅物物件件♪♪
4.5

ソルファ
4.4

ビオラ緑
敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヶ月

4.5
マリオット小樽

4.2
ウエスティン

敷金：　1ヶ月　　礼金：　0ヶ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヵ月

お問合せ先⇒　アパマンショップ小樽店　0134-31-3531 取引態様：媒介　広告有効期限：令和4年3月31日

物件名：アリビオⅠ
住所：小樽市緑３丁目
築年数：2021年11月完成

小樽商科大学まで徒歩12分 小樽商科大学まで徒歩10分

小樽商科大学まで徒歩6分

スーパー近くで買い物が便利♪ネット無料で使用可能！！ リビングが広くキッチンはお洒落な対面カウンター式♪

広めの１Ｋタイプ♪夏も快適エアコン付き！大学近くの築浅物件♪とても人気のある物件です！

■管理費：3,000円
■間 取：１Ｋ
■構 造：ＲＣ造４階建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：2019年3月

■管理費：2,000円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造３階建て
■所在地：小樽市緑２丁目
■築年数：2018年3月

■管理費：3,000円
■間 取：１ＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：2016年11月

■管理費：3,000円
■間 取：１Ｋ
■構 造：木造３階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：2019年8月

小樽商科大学まで徒歩5分

万円～

★小樽商大徒歩圏内新築物件★

家賃：4.3万～4.6万円
管理費：込み

間取は選べる５タイプ♪

☆充実した設備☆
インターネット無料、エアコン、
オートロック、TVモニターホン、
システムキッチン、シャンプー^ド
レッサー、灯油ＦＦ、ガス給湯、
シューズボックス、クローゼット、
照明器具、フローリング、バスト
イレー別、シャワー、温水洗浄暖
房便座、光ファイバー、ＢＳ、Ｃ

1100..00
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シェアハウス　エミナ
緑1丁目27-22

（通学/徒歩10分）

3.5 ～3.8万円
木造2階建
無

無
昭和41年
5.5帖

家賃1 ヶ月分
男女

禁煙

周辺施設  徒歩5分　 徒歩5分　 徒歩5分　 徒歩1分

連絡先 河地　素子　携帯 080-4502-4500　E-mail：eminabackpackers@gmail.com

          賃        万円 管 無 敷 家賃  月分
緑 丁目     構 木造 階建 築 昭和  年 対 男女

駐 無 間    帖 禁煙
 通学 徒歩  分 周辺施設     徒歩 分 病院 徒歩 分 銀 郵 徒歩 分    徒歩 分

設備
専用     机 照明器具
共用 玄関     浴室 台所     

用品   他消耗品

     無料     年     済

女性専用     

連絡先  河地 素子  携帯                                                 

設備 　 

専用 ： ベッド、机、照明器具

共用 ：  玄関、トイレ、浴室、台所、キッチン

用品、その他消耗品

Wi-Fi無料
2019年リフォーム済

女性専用もあります

          賃        万円 管 無 敷 家賃  月分
緑 丁目     構 木造 階建 築 昭和  年 対 男女

駐 無 間    帖 禁煙
 通学 徒歩  分 周辺施設     徒歩 分 病院 徒歩 分 銀 郵 徒歩 分    徒歩 分

設備
専用     机 照明器具
共用 玄関     浴室 台所     

用品   他消耗品

     無料     年     済

女性専用     

連絡先  河地 素子  携帯                                                 

サン・ハイツ
緑2丁目34-1

（通学/徒歩13分）

3万円
木造2階建
無

無
昭和62年
10帖ワンルーム

無
女性

周辺施設  徒歩3分　 徒歩1分　 徒歩3分　 徒歩1分

設備  

玄関、シャワー付浴室、トイレ、ロッカー、下駄箱、押入、クッキングヒーター、冷蔵庫、洗濯機、FF灯油ストーブ、

瞬間湯沸器、換気扇、照明、TV端子、室内物干しポール

連絡先 阿部　伸尚　TEL.0134-32-0990 　Twitter @sunheightsotaru 室内・共用写真掲載

冷蔵庫
洗濯機

プレゼント！！

初期費用0円
家賃のみで
入居OK !

連絡先 宮田　章代　TEL 0134-33-8301　携帯 090-5225-8356

3,000円　 家賃1 ヶ月分　 木造　 フルリフォーム済　 男女 （留）　 有 　 6～8帖
　 周辺施設　 徒歩5分　 徒歩10分　 徒歩10分　 徒歩3分

※退居時の清掃代 0.5 か月　　水道代は家賃込み

　　朝 ・ 夕 2 食 （土日祝祭無）　　WiFi 無料

・ 　ボーディングハウス内山　　\44,000/2食付

　　　　共同 ・ トイレ、シャワールーム、洗濯機、流し、IHヒーター

・ 　内山学生館・内山情報館　　\54,000 ～ \62,000/2食付

　　　　共同・トイレ、シャワールーム、洗濯機

※各部屋に流し、 ガス台、 湯沸し器、 冷蔵庫

詳細はホームページを検索　http//uchiyamagesyuku.com/

北海道小樽市緑1丁目11-10

内山下宿
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・家賃（９畳） ４４９９，，００００００円円（食事２食付） ・敷 金・礼金（設備使用料/更新時不要）・美装代(退去時) 各０．５カ月分 

                                                                                              ３３４４，，００００００円円（食事なし）   ※土日祝日食事お休みですが、自炊も可能です。※男性専用 1 年毎の契約です。           

     

※ 「「下下宿宿」」欄欄掲掲載載希希望望  

  
  

  

  

家賃 ２.３万円（６畳） ※1 年毎の契約です。 敷金１カ月分・礼金 3 万円（新規入居時のみ、継続時不要です） 

※礼金は冷蔵庫・ストーブ等の設備使用料となり、故障時業者さんを呼ぶ必要はございません。 

付属設備：ベッド・冷蔵庫・ストーブ・クローゼット・Wi-Fi 機器（高速 10G 回線）・洗濯機・掃除機・浴槽(自動)・自動販売機等 

  

  

  

  

  

  

  

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

            

＜一例＞ 4.9 万円（食事付家賃）＋ お風呂の光熱費・ガス代等を住んでいるみんなで頭割り       

＋ 

自分が使った分の電気代（メーターより）・灯油代 

(ある学生さんの場合)  計 ６万円以内  

◎詳細（女性用・お部屋の情報など）は   

Web にて、今すぐクリック！ 

（（hhttttpp:://// oottaarruu..lliiffee..ccooooccaann..jjpp//））
  

安安心心新新生生活活  

＊＊女女性性商商大大生生専専用用＊＊  

大学まで徒歩６分 

小樽駅まで徒歩１５分だから 

★★授授業業・・試試験験勉勉強強・・部部活活でで

帰帰りりがが遅遅いい時時便便利利！！  

★★授授業業・・部部活活・・就就活活・・アアルル

ババイイトト・・夏夏休休みみ・・冬冬休休みみ

等等ででいいなないい事事がが多多くく高高

いいおお部部屋屋はは必必要要なないい方方

ににピピッッタタリリ！！  

おお食食事事  

付付あありり  since 1980 ＊＊札札幌幌圏圏出出身身者者もも大大歓歓迎迎＊＊  

「「セセカカンンドドルルーームム」」  

 菊良レディスハイム   

TEL（お急ぎの方はこちらから） 

０１３４－２２－３８５８ 

（吉田） 

※空室わずか 

★★大大学学とと大大学学生生協協ままでで徒徒歩歩３３分分！！ババスス停停徒徒歩歩２２分分！！★★OOBB・・OOGG  ２２００００人人以以上上！！★★栄栄養養満満点点安安心心ででおおいいししいい食食事事！！★★食食事事取取りり置置ききササーービビスス！！（（容容器器のの準準備備不不要要））★★全全室室門門限限

ななしし  友友人人ととゆゆっっくくりりくくつつろろげげるる！！★★ココイインンいいららずずのの自自由由にに入入れれるるおお風風呂呂（（２２４４時時間間））！！★★一一般般ゴゴミミ（（小小樽樽市市内内有有料料））のの排排出出・・トトイイレレッットトペペーーパパーー代代ななどど家家賃賃込込みみ！！★★イインンタターーネネッットト

接接続続・・WWii--FFii 接接続続アアシシスストト有有りり！！★★浴浴槽槽あありり！！★★付付属属設設備備多多数数！！（（冷冷蔵蔵庫庫・・ベベッットト・・スストトーーブブ・・掃掃除除機機・・机机・・洋洋服服タタンンスス・・洗洗濯濯機機・・WWii--FFii 機機器器「「快快適適！！高高速速 1100GG 回回線線」」））ななどど））  

月々の支払額の一例 

      ２.3 万円（家賃）※御食事を除く    

        ＋＋  

お風呂の光熱費・ガス代等を住んでいるみんなで頭割り 

        ＋＋  

自分が使った分の電気代(メーターより)・ストーブの灯油代 

(昨年のある学生さんの場合)      計計３３万万円円前前後後  

詳細は Web にて！ 

今すぐクリック！ 

＜御連絡は、お早めに！＞
 

商大生専用  食事付き安心!    吉田下宿+ TEL0134-22-3858 
食事・仲間☆安心新生活☆ 

since 1969 

賠償責任保障と一人暮らしの住居のリスクへの保障をセット
大学生協のおすすめする保険　2022年度版

火災・凍結破裂・被保険者の3日以上入院時等の
父母駆けつけ費用などの保障も充実

学生賠償責任保険
（学生・こども総合保険、施設・生産物賠償責任保険）

19HK（一人暮らし特約あり）

団体保険契約者

このチラシは学生賠償責任保険（一人暮らし特約あり）の概要をご説明したものです。
詳しくは、2022年度版「大学生協の学生総合共済」パンフレットをご覧ください。

支払限度額・保険金額（保障内容）と保険料については、裏面をご覧ください。
学生賠償責任保険の
詳細はこちらを
ご覧ください

「一人暮らし特約」4つの特長

行動範囲が広がる大学生のさまざまなリスクに対応しています。
相談したい時、事故などが起きて困っている時は

すぐご相談できます。

※示談交渉サービスとは、この保険の被保険者が加害者となったとき、相手方および被保険者の同意が得られた場合、被保険者に代わって保険会社が被害者と
折衝し解決するサービスです。

敷地内共有部分も対象
家財保障は
盗難も保障

ポイント4

借家人賠償責任保障は
1事故
最高1,000万円
まで保障
示談交渉サービス付（国内のみ）※

ポイント1

調理中に火災、
キッチンが燃え、
損害を与えた

借用住宅敷地内の
駐輪場に施錠して停めていた
自転車が盗難にあった

家財保障で
偶然な事故
（破損・汚損など）
も保障

ポイント2

家具を移動させた際、
液晶テレビにぶつけて

破損させた

ポイント3

示談交渉サービス付（国内のみ）※

個人賠償責任保障で
階下の
住人への
賠償に備える

漏水事故により、
階下の部屋に
損害を与えた
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お部屋を決めたあなた必見！

＜住所＞小樽市入船４丁目３３番１
＜受付時間＞平日９時～１７時

北北海海道道ガガスス㈱㈱ 小小樽樽支支店店
TEL. 00113344--3344--00991199

担当：藤田・塩野谷

ＷＥＢお問い合わせは
２４時間いつでもＯＫ

気気づづいいたた人人かからら安安くくななるる！！電電気気はは賢賢くく選選ぶぶ時時代代でですす！！

３３％％以以上上オトク！

※※北北ガガススののガガススをを使使っってていいななくくててももごご契契約約でで、、ききおおトトククににななりりまますす！！
※オール電化のお宅は対象外です。

１か月の電気代が
約６,000円の方なら おトク！年年間間約約2,000円円

手続き簡単５５分！まずは下記よりお問い合わせください！

※年間電気使用量2,440kWh(20Ａ)、付帯割引なしのお客さまで試算しております。

でオトクで安心な

大学生活を送りませんか？

商商大大O BBがが答答ええまますす！！ここんんななととききはは......？？

Q ..賃賃貸貸アアパパーートトででもも契契約約ででききるるののででししょょううかか？？
A.賃貸でもご契約できます！私たちも実際に賃貸アパートで北ガスの
電気を契約しています！道内であれば実家の戸建ても切り替え可能です！

Q ..請請求求先先やや口口座座はは親親がが管管理理ししてていいまますす。。
A.支払する方が、道内・道外のお客さまでも、各種クレジット払い・口
座振替を選択いただけます。また、請求書の郵送先の指定も可能です！

Q ..電電気気のの品品質質がが落落ちちてて停停電電ししややすすくくななっったたりりししなないいののででししょょううかか？？
A.既存の送電網を使うので、電電気気のの品品質質はは今今ままででとと変変わわりりまませせんん！
停電時の復旧も、今まで通りまったく変わりません！

ににすするるとと電電力力量量料料金金がが

※北海道電力㈱の従量電灯Ｂと比較

なな
（元よさこいサークル）

こうめい
（元アカペラサークル）

みさ
（元硬式野球部マネージャー）
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ご不明点がございましたらご連絡ください

CPA会計学院 法人事業部 企画担当
TEL 0120-980-559 / E-mail info@cpa-net.jp
平日・土祭日 10:00-20:00 / 日曜 10:00-18:00

\ 小樽商科大学新入生の皆さまへ /
\ 小樽商科大学新入生の皆さまへ /

CPA会計学院のオンライン講
座で

公認会計士公認会計士公認会計士を目指しませんか？公認会計士公認会計士

予約フォームは
こちら

｜お問い合わせ｜
お気軽にお問合せください

1年生から取り組んで在学中に合格される方が

今、増えてます！！

理由①

公認会計士試験の学習範
囲は簿記3級～1級の内容
を網羅していますので、事前
に簿記学習を終えている必
要はありません。会計士試
験の力試しで受ける方もい
ますので、簿記未経験者の
方も安心して挑戦していた
だけます。

簿記未経験者でも
挑戦できる

理由②

学習ペースや理解度合いを
ＣＰＡ専任講師と確認しな
がら進めていけるので、大学
生活とも両立しやすく在学
中合格も狙えます！卒業と同
時に資格を持っていることで
企業や監査法人からの引き
合いも非常に多く就職に困
りません。

大学生活と
両立できる

公認会計士の平均年収は職
業別年収ランキングで第4位
（1,042万円）です。非常勤勤
務としてプライベートや趣味と
両立しながら働く会計士も多く
います。勤務地を自由に選択
できたり、海外でキャリアを積
めるなど自由度の高い働き方
が可能です。

高収入かつ
働きやすい

理由③

試験制度や就職・勉強スケジュールなどの詳細については、無料オンラインセミナーで
お話ししております。定期開催ですのでご都合に合わせて予約していただけます。
参加者には簿記の無料体験 18,000 円相当（講義・テキスト・問題集）をプレゼント
していますので、この機会に是非お申込みください！
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詳細はコチラ↑
〒 小樽市新光 丁目

北海道公安委員会指定・技能試験免除校 【恵新自動車学園グループ】 手稲・余市・伊達

卒業検定合格後にお渡しする「卒業証明書」
を当日発行いたしますので翌日以降すぐ本免試験へ！

◆入校は毎日できます！
受付時間（ ）

◆当日入校も可能！
入校開始時間の 分前
までにお越しください。◆申込みは生協窓口へ！

ご自宅や学校などお客様のご都合に合わせて、
徒歩５分以内に停留所を作るのでとっても便利！
商大と自動車学校を約 分で結ぶシャトル
送迎を実現！授業の合間に教習可能です！【  】  

◇スピードプラン（スピードコース・準スピードコース）

◇マイスケジュールプラン

◇選べる安心プラン（安心パック・プチ安心パック・学生安心パック）

短期間で取得を目指すプランです。

お客様のスケジュールに合わせて教習プランを作成します。

運転に自信がなく、追加料金がご心配な方にお勧めです。
◇ペア割引プラン

ペアで入校すると、教習料金がお得になるプランです。

【皆様のおかげで、当校は 年以上にわたり初心運転者死亡事故抑止に努めたという表彰を受けています。】

あさりに入校すると小樽市内提携店で有効期限内
なら何度でも使えるお得なカードをプレゼント！

その他の提携店や詳細は当校 でご確認ください。

桑園自動車学校

無料送迎バス
　　毎日運行中

平日は夜9時まで教習
学校帰りでも教習が受けられます

JR桑園駅から

　　　徒歩90秒！
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札幌本校
〒060-0004　札幌市中央区北4条西5-1 アスティ45ビル（受付3階）

合格のＬＥＣ
公務員・公認会計士・簿記・税理士・中小企業診断士など

資格取得を目指すならLEC！

LEC 公務員講座・資格講座のお申込は生協窓口へ

LEC札幌本校では各資格の無料講座説明会を
開催しております。詳細はHPをご覧ください。 ☎ 011-210-5002

個別受講相談受付中！

。分1歩徒、結直りよ）アピア（」AIPA「街下地 駅ろぽっさ鉄下地。分2歩徒りよ口南駅幌札RJ
■受付／平日11：00～21：00　土・祝9：00～20：00　日9：00～19：00
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