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2020 年 9 月 1 日 

企画・発行 

小樽商科大学生協学生委員会 

商大ってどんなところ？ 

商大生はどんな生活をしているの？ 

受験勉強はどうすればいいの？ 
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ようこそ商大へ 

休校期間で、読書量が増えました！（竜崎） 
はじコラム 

 ３ 

 

みなさんこんにちは！商大クライマー２０２０をご覧いただき、ありがとうご

ざいます。この冊子は「商大についての様々な情報を高校生の皆様にわかりやす

く紹介したい」という思いから作成したものです。何かわからないことがあれば

是非この冊子を読み返して頂けたらと思います。 

 

そもそも商大とは？？ 
小樽商科大学は、数ある国公立大学の中で唯一の商科系単科大学です。１学部４

学科で構成されていて、学部は商学部のみで学科は経済学科、商学科、企業法学

科、社会情報学科です。各学科の詳しい説明に関しては、５ページの「各学科の

紹介」に記載しましたのでここでは詳細は省きますが、重要なことだけ言ってし

まうと学科の決定は１年時の成績が良い人から決まるため、１年時の成績がと

ても重要になっています！ 

 

また、商大は１学年約５２０名で４学年合わせても２１００人程度の小規模な

大学ですが、第二外国語（英語以外に必修の言語）が豊富で、教職をとるための

カリキュラムも充実しています。また今年は新型コロナウイルスの影響で留学

プログラムが軒並み中止となってしまいましたが、本学には海外留学になんと

５万円で行ける！？という他大学では中々お目にかかれない制度もあります。

留学によって他国の文化などを自分の目で確かめることが出来るので興味があ

る方は在学中に留学することをおススメします。 

 

また、新型コロナウイルスの影響で高校生の皆さんは学校が長期間休校になり、

勉強面でかなり不安を抱えている方が多いと思います。夏休みが終わり、秋にな

ると何度も模試を受けることになると思います。ただ受けるだけではなく、模試

ごとに重点的に復習する部分を決めて取り掛かるなど、工夫をすることで徐々

に得意分野が増え、実践形式の問題にも対応できるようになると思います。是非

24 ページにある「合格への道」も参考にして下さい。 

 

Twitter @OUCOOP 

Instagram @ouc_coop 

上に挙げたのは我々生協学生委員会の公式アカウントです。もし質問などがあ

れば、遠慮せずに聞いてほしいと思います！！ 

 



商大の 1年間 

大学の規模が大きすぎないので、同期や先輩方とのつながりが深いと思います。

（しゃきしゃき） 
はじコラム 
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ここでは、商大生がどんな 1 年間を過ごすのかを紹介します！ 

4 月：入学式 

11 月：中間試験 

8・9 月：夏休み 

7 月：期末試験 
6 月：緑丘祭 

6月：中間試験 

3 月：卒業式 
2 月：期末試験 

12 月：冬休み 

ドキドキワクワク。 

商大君と記念撮影がで

きるかも。 1 年生でもある人はあ

る。頑張ろう。 

3 日間全力で楽しんだ

もん勝ち。 
バイトや留学をするの

もよし。自動車学校に

通う人も多い。 

祭りの余韻から抜け出し

て勉強に集中するのみ。 

前期の中間試験と同じ

ようにある人はある。

しっかり勉強しよう。 

夏休みとは違って短

め。有意義に過ごそう。 

寒さに負けず頑張ろう。 

ハンカチを忘れずに。 

※今年度は新型コロナウイルスの影響により、 

 上記の予定とは変わっているところがあります。 

１２・2・3 月 

：入学準備説明会 

入学前に準備することや

商大生の先輩からのアド

バイスが聞けます！ 

9 月末 

：後期授業開始 

早めに休みボケを克服

しよう。 



各学科の紹介① 

いちろー（160 教室）、にっとう（210 教室）、登る、下る、などなど商大生に

しか通じない言葉が沢山ある。（おぎおぎ） 

はじコラム 
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商大では、2 年生になる時に 4 つの学科のどれかに所属することになります。 

それぞれの学科の特徴を見ていきましょう。1 年生の時は、様々な学科の科目を

履修して、自分がどのような分野に興味があるのか探すのがおすすめ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈経営学原理Ⅰ〉 

経営の基礎を 1 から学びます。予備知識が

無くても分かりやすい内容です。多くの 1

年生が履修しています。商学科科目の中でも

特に人気の科目！ 

〈簿記原理〉 

企業のお金の出入りについて記録する方法を

学びます。会計の基礎となる知識なので 1

年生のうちに履修しておくのがおすすめ！ 

経済学は、尺度（ものさし）を使っ

て物事を分析していきます。どのよ

うにアプローチすれば、みんなの生

活が豊かになるのかを考えていく学

問です。数学が出来るとなお有利か

も！ 

①経済学科 

〈経済学入門Ⅰ・Ⅱ〉 

経済の基礎を学びます。今まで経済学に触れ

てこなかった人でも付いていける内容です。

経済学科以外の学生も多く履修しています。 

〈統計学 A・B〉 

日常にあふれるデータから答えや真相を考え

ていきます。条件付き確率といった懐かしい

考えも登場します。 

商学は、財やサービスの流通過程と企

業の経営について研究する学問です。

簿記や経営の基礎を学ぶことで、企業

経営について必要な知識を身に付けら

れます！商大で 1 番人気の学科なの

で、商学科に入りたい人は 1 年生の時

から勉強を頑張りましょう！ 

1年生おすすめ科目 

1年生おすすめ科目 ②商学科 



各学科の紹介② 

２年生になる時に学科が選べるから、自分に適した分野に進めることが良い！

（いぬかわいい） 

はじコラム 
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いかがでしたか？気になる講義はありましたか？ 

1 年生の冬に学科ごとのガイダンスがあって、その後学科希望アンケートを提

出し、2 年生の 4 月に配属先が決定します！ 

入学した時から行きたい学科を絞っている人もいれば、1 年間色々な学科科目

を履修してから決める人もいます。 

学科ごとに定員が決まっており、1 年生時の成績順で振り分けられます。 

ですから、第 1 希望の学科に行けるように、1 年生の内からテストは全力で取

り組むように頑張りましょう！！ 

企業に関わる商法・労働法・国際法な

どの法律だけでなく、憲法・民法・刑

法など法学部さながらの内容を勉強す

る事が出来ます！一口に法律と言って

も様々な分野の講義が開講されている

ので、法律に興味がある人にはぴった

り！ 

 

〈法学〉 

企業法学科の講義をオムニバス形式で行う授

業です。法律の入門編として、分かりやすい

内容となっています。他学科の学生も多く履

修しています！ 

〈民法・基礎〉 

日常で起こり得る問題の判例を取り扱いま

す。生活する上で知っておいてよかったとい

う内容ばかりです。 

日常の事象をいかに効率的にできる

か、という組織の円滑な運営や情報技

術を学ぶ学科です。プログラミングを

行ったり人間の情報処理を扱ったりな

ど、幅広い分野の科目が開講されてい

ます。IT 系や経営システムに興味のあ

る人に適していると言えます。最近人

気上昇中の学科です！ 

 

〈社会情報入門Ⅰ・Ⅱ〉 

データ処理の基本を学びます。学生全員が参

加しての実験もあり、1 年生のほとんどが履

修する人気の科目です！先生が教室でドロー

ンを飛ばすことも！？ 

〈情報処理基礎〉 

情報理論、情報倫理についての内容です。コ

ンピューターやインターネットの仕組みにつ

いて学びます。 

 

③企業法学科 1年生おすすめ科目 

④社会情報学科 1年生おすすめ科目 



一般教養とは？ 

想像以上に経営やマーケティングなど専門的な分野から一般教養として必要な

政治や現代社会について学ぶことができた。（はたきち） 

はじコラム 
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1 年生の授業の多くは、全ての学問の基礎である一般教養

科目です！！ 

ここでは、一般教養科目の一部をご紹介します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他にも… 

【歴史学ⅠⅡ】 

日本史を高校よりも深く学習します。 

【物理学ⅠⅡ】 

Ⅰでは宇宙、Ⅱではエネルギーについて

学習します。 

【基礎数学】 

公倍数などの整数分野を学習します。 

基礎ゼミナール 

先生 1 人につき 15 人

程の少人数で授業を行

います。先生によって

授業内容が大きく異な

ります！！ 

予防の医学 

飲酒のリスクや生活習

慣病などを学びます。

自分の健康に関心を持

ち、見直すことができ

ます！！ 

心理学ⅠⅡ 

心理学の基本を学びま

す。 

錯覚などの簡単な実験

も行うので楽しみなが

ら学べます！！ 

社会学ⅠⅡ 

Ⅰでは都市学を学び、

Ⅱでは資本主義など

を学びます。 

社会調査の方法など

将来に役立つことを

学べます！！ 

数学ⅠⅡ 

Ⅰで微分、Ⅱで積分を

学習します。文系でも

復習をすれば大丈夫！ 

高校で数学Ⅲを勉強し

ていれば有利かも？！ 

商大には他にもたくさんの科目があります！ 

詳しくは大学 HP のシラバスから見ることができます。ぜひ見てください！！ 

 



商大の英語 

入学早々受けるプレイスメントテストの問題は、TOEIC と同じ形式。春休みの

うちに TOEIC を勉強しておくと良いかも。（江戸前） 

はじコラム 
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商大の教育の特徴の一つとして、語学に力を入れています！特に、商大の英語は

A～D の 4 つの講義に分かれていて基本的には全て必修になります！ 

ここでは、1 年生が必修する講義を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに、これらの英語のクラスはレベル別に分かれていて、入学してすぐに受

けるプレイスメントテストの結果によって割り振られます。自分に合った授業

を受けることができます！ 

 

英語ⅠA 英語ⅠB 

英語ⅠC 英語ⅠD 

Reading 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！ 

Speaking 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！ 

ReadingかSpeakingのどち

らかの授業に割り当てられま

す！自分の弱点を克服するこ

とができます。 

パソコンを使って TOEIC 対

策をする授業です！ 

実際の試験で 450 点以上取

ると単位がもらえます。 



商大生の２外！ 

商大は、場所によってお手洗いの新しさが全然違う。（いぬかわいい） はじコラム 
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「北の外国語学校」とも呼ばれる商大では、第 2 外国語(通称２外)が必修となっ

ています。昼間コースはドイツ語、フランス語、中国語、スペイン語、ロシア語、

韓国語の 6 か国語から、夜間主コースではドイツ語、フランス語、中国語の 3

か国語から選択できます。英語単体よりもさらに広い世界での活躍を目指せま

す。商大で 2 外を学んでみませんか？ きっとあなたの将来に役立ちます！ 

 

ドイツ語 

    EU 圏では最も話されている 

〇英語と似ているので結び付けられる 

〇動詞や冠詞の活用が多い 

〇発音は比較的簡単 

 

 

 

 

フランス語 

    カナダやアフリカの国でも話されている 

〇日本でも使われている単語がわかると楽しい 

〇単語に性別がある 

〇発音には慣れが必要 

 

 

中国語 

    北海道の観光業で役に立つ！ 

〇漢字が使われているので馴染みやすい 

〇文法は英語と日本語の中間みたいなイメージ 

〇発音は種類が多くてちょっと大変かも… 

 

 

 

☆辞書について 

・商大では大学生用の電子辞書を使っている人も多い。 

・坂が急なので、紙の辞書を持ち運ぶのは大変、という声も。



商大生の２外！ 

冬になると地獄坂が凍り、本当の地獄を見る。（かまよ） はじコラム 
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スペイン語 

    南米の国々でも話されている 

〇英語に近い単語もある 

〇単語に性別がある 

〇発音はなじみやすい 

 

 

 

ロシア語 

    東欧の国々でも話されている 

〇単語の語尾変化が多い 

〇原則、音と文字が対応しているので読みやすい 

〇発音はクセがある 

 

 

 

韓国語 

    お隣の国との交流に役立つ 

〇K-pop 好きは有利かも！？ 

〇文法は日本語と似ている 

〇発音は韓国語特有のものもある 

 

 

 

それぞれの 2 外で「こんにちは」 

你好（中国語） Guten Tag（ドイツ語） Bonjour（フランス語） 

안녕하세요（韓国語） Здравствуйте（ロシア語） 

Buenas tardes（スペイン語）

 

 



遠隔授業の受け方 

遠隔授業で、学生よりも先生の方が機械の操作に慣れておらず、少し不安・・・

（       ） 

はじコラム 
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新型コロナウイルスの影響で商大生は遠隔授業を受けています！ 

遠隔授業には大きく２つの種類があります！ 

 

 

１年生の授業はオンデマンド型の割合が大きいです！ 

〈遠隔授業の受け方〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学の先生方がいろいろな工夫をした授業をして下さって、遠隔授業もスムー

ズに受けることができていますが、早く対面で友達と一緒に授業を受けたいな

と思っています✨ 

オンライン型

•ZOOMなどを用いたリアルタイムの授業です！

•言語系の授業に多く、少人数でブレイクアウトルームなど
を使って会話練習やディスカッションなどをしています！

オンデマンド型

•manabaというサイトに動画や資料が上がり、自分の好
きな時間に受けることができます！

•私は時間割通りに受講しています！

家 

私は普段は小樽に住んでいます
が、遠隔授業の時は札幌の実家

に帰っています！ 

空き時間 

授業と授業の間が１時間以上 
空いていることもあるので、 
ドライブや散歩をして気分転換
をしています！遠隔授業ならで

はですね！ 

服 

集中して授業を受けるため、 
トップスだけでなく、 
全身着替えています！ 

メイク 

するかしないか迷った結果 
私は軽くしています！ 

授業は基本家で受けているので 
マスクはしていません！ 



教職課程について 

教職科目は卒業所要単位に含まれない事があり、そのような科目は空単（からた

ん）と呼ばれる。（江戸前） 
はじコラム 
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○教職課程とは？ 

学校の先生になるために必要な資格（＝教員免許）を取得するために必要な講義

を履修していく道のことを「教職課程」と呼びます！教員を目指す人全員が 1

年生の頃から教職課程を履修しているわけではありませんが、卒業するために

必要な単位数（124 単位）に加え、教員になるために必要な単位（40～60 単

位ほど）を履修する必要があるので、多くの人は 1 年生のうちから計画的に履

修を進めています。 

ちなみに、商大では教職課程を履修することを「教職を取る」、教職を取ってい

る人のことを「教職の人」と言うことが多いです。教職を取る人は、毎年 4 月

頃に開催される「教職ガイダンス」という説明会に必ず参加しましょう！ 

○教職課程を取るのに所属は関係あるの？ 

所属は関係ありません！昼間コース、夜間主コース、学科の所属に関係なく教職

を取ることができます。特に「教職コース」というような区分はなく、教職を取

りたい各個人が自由に必要な単位を取っていくことで教職課程を進めていきま

す。 

 

○商大で取得できる教員免許の種類は？ 

商大では、中学英語・高校英語・中学社会・高校公民・高校商業・高校情報の教

員免許の取得を目指すことができます！教職を取っている人の中には複数の教

科の免許取得を目指している人もいます。

教職に必要な単位 
（卒業所要単位に含めるもの

もあります） 

40～60 単位 

卒業に必要な単位 
（卒業所要単位） 

124 単位 



教職課程について 

地獄坂がキツい。（ティー）  はじコラム 
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○どれくらいの人が教職を取っているの？ 

1～4 年生、更には卒業後に教員を目指してまた商大に戻ってきた卒業生（＝科

目等履修生）まで、幅広い年齢層の学生が教職を取っています。 

近年は在籍学生の 3～4％、毎年十数人ほどの学生が教職課程を取っていると言

われていますが、前述のとおり各自が自由に始めたりやめたりすることのでき

る、乗り降り自由な電車のようなしくみなので、正確な人数は不明です。その中

で実際に卒業後教員になる人は年度にもよりますが一桁台です。 

 

○教職の講義にはどんなものがあるの？ 

各科目に関する専門的な内容を学ぶ講義や先生になるために必要な「教育」につ

いて深く学ぶ講義があります。また、教職を取る人の必修科目として憲法や体育

の講義などもあります。これらの講義は、教職を取っていない人でも受講するこ

とができますが、受講生のほとんどが教職の人です。少人数で同じ講義を複数受

講するので教職の人同士は顔見知りになり、仲良くなれる傾向があります！4年

生では 3 週間ほど自分の母校で教育実習をします。 

 

▽ 教職課程に必要な講義例（英語教職の場合） 

教科・教科の指導法に関

する科目 

英語学 

英語文学 

英語コミュニケー

ション 

異文化理解 

教育の基礎的理解に関する科目 

道徳、総合的な学習の 

時間等の指導法 

生徒指導、教育相談等に 

関する科目 

教育実践に関する科目  

教育の基礎的理解に 

関する科目等 

憲法基礎 

健康スポーツ 

英語 

情報機器概論 

免許法施行規則に 

定める科目 

教職共通科目（必修） 教科によって異なる科目 



留学について 

留学先は、アメリカやオーストラリア、カナダ、マレーシアなど様々あるよ！

（江戸前） 
はじコラム 
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ここでは商大の海外留学の制度について説明していきます！ 

 

商大の留学制度 

 

詳しくは大学 HP の資料をチェック！！ 

https://www.otaru-uc.ac.jp/international/sabroad/ 

 

 

学内にある大学生協の留学 

一週間ほどの短期研修から本格的な長期留学まで、 

組合員の学びと成長をサポートします！！ 

留学相談会、ワーキングホリデーの支援、 

国際学生証の発行も行っています。 

大学生協の留学でも単位を取得できる留学もあります！！ 

 

一つでも気になるものがあれば、 

大学や購買前で行われる留学説明会に参加してみよう！！ 

 

＜長期留学＞ 

交換留学 

・約半年間または約 1 年間 

・学生交換協定を結んでいる大学に

派遣されるプログラム。    

・派遣先の大学で履修した科目を卒

業所要単位に含めることができる

ので、きっちり 4 年で卒業できま

す！ 

・芸術などの商大にはない分野を学

ぶこともできます！！ 

＜短期留学＞ 

語学研修、海外研修プログラム 

・約１週間～１か月間 

・外国を視察したり、提携大学の語

学学校や予科に通うプログラム。 

・帰国後に所定の語学試験を受験

し、一定以上の成績を収めると外 

国語科目の単位を取得できま

す！ 

・海外経験を積みたいけど、いきな

り長期留学をするのは不安な人

におすすめ！ 

 

  

https://www.otaru-uc.ac.jp/international/sabroad/


夜間主コースとは？ 

夜間主コースは人数が少なく、みんながほぼ同じ講義を取るので、多くの人と仲

良くなれたので入って良かったなと思います！（       ） 

はじコラム 
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夜間主コースとは、夜に授業を受けるコースのこと。基本的な授業は 6 講目

（17：45～19：15）と 7 講目（19：25～20：55）に行われていますが、

昼間の講義も取ることができます！そんな夜間主コースの魅力や入試方法につ

いてみていきましょう！ 

【入試方法】 

まずは入試方法です。夜間主コースには一般選抜、学校推薦型選抜、社会人入試

の 3 つの方法があります！ 

 

 

 

 

 

 

 

【魅力】 

1． 入学金・学費が安い！ 

なんと夜間主コースは入学金や学費が約半額です！昼間の講義を受けることが

でき、夜間主コースの科目も昼間とほとんど講義内容が変わらないのに、これは

とってもお得ですよね。その分のお金で自分のやりたいことに取り組むことも

できます！ 

 

2． 昼のサークルにも入ることができる！ 

夜間主の人しか入れない夜間のサークルはもちろん、昼間のサークルに入るこ

ともできます！多くの夜間主生がいろいろなサークルに入って楽しんでいます

よ！中には 2 つ以上サークルに入っている人もいます。 

 

3． 少人数制！ 

夜間主コースは 1 学年が 50 人ほどと、少人数なのでとってもアットホーム！

みんなすぐに仲良くなります。夜間の人気の科目はほぼみんなとるから、すごい

安心感があります。さらに社会人の方もいるので、いろんな世代の人とお話がで

きます！ 

 

もっともっと夜間主コースについて知りたくなってきましたか？？ 

そんなあなたは次のページに進んでみましょう！ 

〈一般選抜 〉 

一次試験：共通テスト（国・外・数） 

二次試験：英語 

〈学校推薦型選抜・社会人入試〉 

小論文・面接試験 

学力試験なし 

https://2.bp.blogspot.com/-ymQR_t5od9o/W-Jm_B10YbI/AAAAAAABQB0/GeqYiSNhtRchjCQ91IBEPj0gWuEcA7tgACLcBGAs/s800/review_woman_star5.png
https://2.bp.blogspot.com/-kfBfGv8PoTw/Ve4hilOpg5I/AAAAAAAAxKg/AU73d2Yst_U/s800/mensetsu_hitori_woman.png


夜間主コースとは？ 

帰る時、快速エアポートに乗れなかったら絶望・・・（しゃきしゃき） 
はじコラム 
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夜間主コース Q&A で、さらに夜間主コースについてご紹介します！ 

 

Q：夜間主コースは、昼間の講義は取れますか？ 

A：取れます！4 年間で 60 単位まで昼間の単位を取ることができます！ただ

し、夜間主コースと昼間コースで同じ授業が開講されていた場合、夜間主コ

ースの授業を取らなくてはいけません。 

 

Q：卒業証書に「夜間主卒」って書かれますか？ 

A：書かれません！夜間主の学生も昼間コースの学生と同じ扱いになります。 

 

Q：昼間の人は 2 年生から学科に入るそうですが、夜間主はどうなるんですか？ 

A：夜間主の学生も同じく 2 年生から学科に所属しますが、夜間主コースは総

合コース制なので、所属学科に関係なくとりたい科目を自由にとれます。 

 

Q：夜間の第二外国語科目について知りたいです！ 

A：ドイツ語・フランス語・中国語の 3 つから選べます。また、昼間は 2 年次

まで第二外国語が必修ですが、夜間主は 1 年次のみ必修です。さらに学び

たい人は 2 年次に昼の第二外国語科目を履修することができます。 

 

Q：教職科目は夜間でも履修できますか？ 

A：できます！教職科目は昼に多く、朝から夜まで学校にいる形になるので最初

は大変かもしれませんが、慣れれば大丈夫！教職の友達も増えて一緒に頑張

れます！ 

 

Q：夏休みにも授業があるんですか？ 

A：夜間の授業だけではどうしても単位が足りなくなってしまうので、夏休みに

短期間で単位を取得できる夏学期というものがあります。もちろん昼の講義

で補って、夏学期は取らないという選択肢もありですよ！ 

 

Q：夜間主の人って昼間何をしてるんですか？ 

A：一番多いのはアルバイト！ほかにも、サークル活動をしたり、昼の講義を受

けたりと過ごし方は様々です！みなさんもお気に入りの過ごし方を見つけ

てみてください！ 

 

疑問は解消できましたか？夜間主コースはとっても楽しいですよ！ 

ちょっとでも気になった方はぜひ選択肢の一つとして検討してみてください！ 

https://3.bp.blogspot.com/-mKp-3JQm44o/Us_L9CtAw9I/AAAAAAAAc-o/p0jJmnA6ejU/s800/banner_q_a.png
https://4.bp.blogspot.com/-oSAai3HlmKU/Uku95ZUXlFI/AAAAAAAAYoM/1V_UHyCFBeg/s800/summer_himawari.png
https://2.bp.blogspot.com/-DTdXmcwA83Y/U2tHcYE6LdI/AAAAAAAAgMw/d5FGVyWWM_U/s800/China.png


商大生の一日 

1 講義の日は小樽駅前にタクシーの行列ができる！（がんばりゅ） 
はじコラム 
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大学生活を楽しみにしている人が多いと思います！でも、「大学生ってどんな風

に過ごしているの？」、「夜間主の人はバイトをいつやっているの？」、「対面授業

と遠隔授業で生活がどう変わった？」など、疑問が多いと思います。今回はそん

な疑問を解決して、大学生活のイメージを持ってもらえたらいいなと思いま

す！ 

 

・昼間コース 1 年 札幌住みの場合 

○時間割 

 

   月   火   水   木   金 

１講 

8:50～10:20 

 フランス語  フランス語  

２講 

10:30～12:00 

英語 IC  歴史学Ⅱ 生物学Ⅱ  

3 講 

12:50～14:20 

 基礎数学  情報処理基

礎 

 

4 講 

14:30～16:00 

    社会情報入

門Ⅱ 

5 講 

16:10～17:40 

    心理学Ⅱ 

6 講 

17:45～19:15 

  経営学原理 簿記原理  

 

○ 対面授業と遠隔授業の違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

対面授業のとき 

 

・1 講だと早起きが必須なので

特に冬だと大変…！ 

・空き講は友達と過ごしたり部

活やサークルの活動に参加して

いる！ 

・授業終わりに友達とご飯を食

べに行くことも…！ 

 

 

 

 

 

 

遠隔授業のとき 

 

・家で授業を受けているから通

学時間が０に！ 

・対面授業に比べて課題の量や

自分で印刷するプリントの量が

増えた…！ 

・対面授業の時よりも早めの時

間からバイトに行けるようにな

った！ 

 

 

 

 

 



商大生の一日 

小さい大学とはいえ、端の教室から端の教室までの移動は結構時間がかかる。

（まめ） 

はじコラム 
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・夜間主コース 1 年 小樽住みの場合 

 

○時間割 

 

 月 火 水 木 金 

1 講 

8:50～10:20 

   教育心理  

2 講 

10:30～12:00 

   流通システ

ム論Ⅰ 

 

3 講 

12:50～14:20 

    心理学Ⅰ

B 

4 講 

14:30～16:00 

 情報機器概

論 

   

5 講 

16:10～17:40 

     

6 講 

17:45～19:15 

物理学Ⅰ 中国語 基礎ゼミ 生活と健康 英語ⅠC 

7 講 

19:25～20:55 

英語ⅠA 基礎数学 総合科目

Ⅱ 

中国語 歴史学Ⅰ 

 

○対面授業と遠隔授業の違い 

対面授業のとき 

 

・昼にバイトをして、夜に授業

を受けている！ 

・空き講は課題をやったり友達

と図書館で話したりする！ 

・夜ご飯は 17 時頃に友達が自

然と食堂に集まるので、一緒に

ご飯を食べているよ！ 

 

 

 

 

 

 

 

遠隔授業のとき 

 

・昼にバイトと課題をこなし、

夜に授業を受けている！ 

・空き講は買い物に行ったり家

の掃除をしたりなど、家事をし

ている！ 

・夜ご飯は自炊しているよ。 

 

 

 

 

 



一人暮らしについて 

冬は帰り道に 3 回転ぶことある。（特快 AP ） 
はじコラム 
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大学生になったら一人暮らしをしよう！と考えている人も少なくないと思いま

す。さっそく、3 パターンの一人暮らしの商大生のくらしを見てみましょう！ 

 

学生寮 

☆メリット：大学から徒歩 5 分圏内！ 

                    入学前から身近に商大生がいる 

同じ寮の人と仲良くなれます！ 

 

   デメリット：ほかの人と共同生活をすることになる. 

シャワー、トイレ、リビングは共同です。 

                       コンビニやスーパーが遠い 

友達を部屋に呼べない 

 

下宿 

☆メリット：ご飯を作ってもらえる。門限がない 

                     身近に商大生がいること。友達も呼べます！ 

体調を崩したら大家さんが助けてくれる 

 

   デメリット：ご飯の時間が決まっている 

                          お風呂、トイレ、洗濯機は共同で使用 

                     声や音が響く 

アパート 

☆メリット：自立心、責任感が芽生える 

                    とにかく自由！友達を呼ぶことができる 

 

   デメリット：家事が面倒になりがち 

                     ときにふと寂しくなる 

                     風邪をひいたとき大変 

 

 

 

 

 

 

一人暮らしを考えている方は、それぞれきちんと下調べをして、自分に合った住

まいを見つけてください！ 

大学生協の生命共済に加入すると、24 時間 365 日無料で健康やく

らしの健康相談ができる学生生活無料健康相談テレホンが使えます。 



商大生のバイト 

オンライン授業のおかげで大学からの移動時間が無くなったから、対面授業の

時より早い時間にバイトに行けるようになった！（江戸前） 
はじコラム 
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今回の記事では商大生のアルバイト事情について説明していきたいと思ってい

ます！！ 

新型コロナウイルスの影響により、アルバイトの収入が大きく減った、逆に人手

不足のためバイトの時間が増えたなど職種によってさまざまな事情を持つ人が

多いです。そこで今回は商大生がどのようなアルバイトをしている人が多いの

かを紹介したいと思います。 

 

A レジ打ち：スーパーの食品売り場や百円ショップなどが多い 

１度操作を覚えてしまえば楽！！ 

また年配のパートの方が多いため職場の雰囲気はアットホ

ームなところが多く、初めてのバイトにおすすめ。テスト休

みなども事前に伝えれば多めにもらえることが多い。 

 

 

 

B 飲食店のホール：レストランや居酒屋などで接客を担当 

食事の配膳やオーダーの聞き取り、会計などやることは多

種多様。同年代の学生が多く友人を作りやすい。深夜帯（夜

22 時以降）もやっている店であればより高い収入を得る

ことが出来る。店によって勝手が違うので実際に働いてい

る人の意見を聞くことが重要。 

 

C 塾講師、家庭教師 

上の２つのアルバイトに比べると時給は高め。充実した

研修や詳細なマニュアルがあることが多いので指導に

自信がなくても安心。集団・個別など形態は塾によって

異なる。 

 

 

 

今回は上の３つの職業について紹介しました。現在の新型コロナウイルスの影

響で B、C のバイトをしている人は営業自粛や学校の休校によりシフトが入ら

ない週が出来た人もいますが、A のバイトでは逆にシフトが増えて忙しかった

という意見が多く聞こえました。皆さんも大学合格後に生活のリズムがつかめ

たら、アルバイトを始めることをおススメします。 



商大生がよく取る資格！ 

ただ本を借りるだけでなく、レポート作成に必要な文献を探すなど、 

大学生になってこんなに図書館を使うとは思ってなかった。（はたきち） 
はじコラム 
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TOEIC 

商大では全学生が英語ⅠDの授業で

必ず受験します！ 

700 点以上で英語Ⅰ、750 点以上

で英語Ⅱの単位を申請できます。 

就活にも役立ちます。 

 

TOEFL 

留学時に語学力を証明するものと

して要求されることが多いです。 

PBT では 500 点以上、IBT では

61 点以上で英語の単位を申請で

きます。 

 

 

日商簿記 

簿記は企業活動を帳簿に記録し、報

告する一連の手続きのことです。 

2 級以上で、「簿記原理」「応用簿記」

の単位を申請できます。原価計算論

などの会計科目は簿記を知っている

と学習しやすいです。 

 

 

 

自動車免許 

長期休暇を利用して免許を取得する

人が多いです。商大生協で自動車学

校の申し込みをすると割引が適用さ

れお得です。 

 

MOS（Microsoft Office Specialist） 

Excel や Word などの利用スキルを

証明できる資格です。 

世界で通じる国際資格であり、就活

でアピールポイントになります。 

 

IT パスポート 

IT や経営などの総合的知識を問う

試験です。CBT 方式というコンピ

ューターを利用した試験方式です。 

「情報処理基礎」の単位を申請でき

ます。 

 

 

 

 

資格は就職活動において、アピールポイントになります。 

また、自分自身のスキルアップにもつながります。 

時間を有効活用して資格取得を目指してはどうでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



商大のサークル紹介 

商大に入って良かったと思うことは、気の合う仲間が見つかったこと！ 

（がんばりゅ） 

はじコラム 
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大学生活で気になることといえば、サークル活動！ 

趣味や特技を磨いたり、新しいことにチャレンジしたりできます。 

ここでは個性豊かな商大のサークルを紹介します。 

 

～体育系～ 

・硬式庭球部/軟式庭球部/Be-Pal（テニス） 

・硬式野球部/準硬式野球部/軟式野球同好会 RANGERS ・ラグビー部  

・サッカー部/夜間主フットサルサークル/Liberal（サッカー・フットサル）/TORUA（フットサル）  

・男子バスケットボール部/女子バスケットボール部/clutch（バスケットボール） 

・男子バレーボール部/クイック（バレー） 

・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 ・陸上競技部  

・ゴルフ部 ・基礎スキー部 ・水泳部 ・漕艇部 ・ヨット部 

・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/夜間主バドミントンサークル/Ailes（バドミントン） 

 

～文化系～ 

・演劇戦線 ・小樽商大ポケモンサークル ・翔楽舞（よさこい） ・AXCEL（ストリートダンス）  

・軽音楽部 ECHOES ・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 AIRS 

・合唱サークル グリー＆カンタール ・小樽笑店 ・美術サークル メロコトン  

・創作活動部 ・放送サークル たるもじゅ ・国際交流サークル  

・茶道部 ・写真部 ・緑法会 ・将棋部 ・ダーツサークル  

・アナログゲーム研究会 ・数学研究会 ・UFO 研究会 

 

～学生団体・その他～ 

・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 ・生協学生委員会  

・音楽・文化団体連合会 ・商大くんが行く！ブログ 

 

例年、入学後にサークル合同説明会、各サークルで「お食事会」が行われます。

積極的に参加して自分に合ったサークルを見つけよう！（今年は新型コロナ 

ウイルスの影響により、オンラインでサークル紹介や新歓が行われました。） 

詳しいサークルの情報は、商大の HP や各サークルの SNS などでチェック！ 



大学生協って？ 

お昼に購買でカップ麺を買うものの、汁を捨てる場所は限られている。 

（いぬかわいい） 
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大学生協は、あなたの大学生活をサポートします！ 

ここでは実際の活動を紹介します。 

 

購買           食堂

 

 

 

 

 

 

旅行           書籍 

 

 

 

 

 

 

学びと成長        共済 

 

 

 

 

 

 

入学が決まったら、入学準備説明会に参加しよう！ 

 大学の合格通知と一緒に、入学準備説明会の案内が郵送されます。 

入学前に準備すべきことや大学生活について、先輩が教えてくれます！ 

先輩に直接、質問することができるので、不安が解消されます。 

ぜひ、保護者の方と参加してください！ 

入学後はぜひ、大学生協の取り組みを活用してください！ 

はじコラム 

 

あなたの大学生活

に寄り添います！ 

 

食べ物や文房具、日用品など 

を買うことができます。季節ご

との装飾やいろいろなイベン

トもあるので、ぜひ足を運んで

ください！ 

温かくておいしい、栄養バラ

ンスのとれたご飯が食べられ

ます。種類が豊富で、期間限定

のメニューもあり、飽きるこ

とはありません！ 

購買のトラベルカウンターで

交通機関から宿泊施設まで、ほ

とんどの手続きができます！

留学の相談や自動車学校の申

し込みもここでできます。 

年に２回教科書販売をしま

す。ポイントがつくのはここ

だけ！検定の参考書や

TOEIC の対策本、就活の本

もあります！ 

みなさんのキャリアアップの

支援を行っています。TOEIC

などの検定、公務員講座・資格

講座の申し込みが購買店で 

できます！ 

学生本人のリスクに備える、

学生総合共済への加入・給付

申請手続きなどができます。

病気・ケガなどをしたら、給付

申請を購買カウンター窓口

で！ 

入学準備説明会で、入学前に準備することなどを先輩に聞こう！ 



合格への道 

玄関の近くの教室でドアが開くたび、めっちゃ寒かった。（おぎおぎ） はじコラム 
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受験生応援のため、小樽商科大学に合格した先輩の合格体験記を紹介します。 

（共通テスト導入前の試験制度にもとづく） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S・O さん 2 年生（前期・昼間コース・一般） 

4 月～夏休み この時期は、過去に学校で受けて、ストックしてあった模試の復

習などを中心に１～2 年生の復習に重点を置きました。 

学校でも、先生方が授業とは別にセミナーを開いてくれていたのでそれにも積

極的に参加しました。 

 

夏休み 基礎固めと応用問題の両方に取り組んでいました。基礎問題は、学校で

扱っている数学や理科基礎の公式についての問題集や、英単語、漢字などを中心

に勉強していました。 

応用問題は、学校のセミナーで中心に取り扱っていたので、国数英を中心にでき

るだけすべての教科のセミナーに出席して、応用問題を解くことを練習してい

ました。 

 

9 月～冬休み この時期からセンター試験の赤本などを使って全教科応用問題

の勉強を本格的に始めました。夏までに基礎を固めておくと、この時期は基礎問

題はやらずに実際の試験に近い応用問題に集中することができます。 

入試方法 

一般前期昼間コース ：共通テスト 900 点満点、2 次試験 500 点満点の配点。 

一般前期夜間主コース：共通テスト（外国語、数学、国語）、2 次試験（英語の 

み）。 

一般後期      ：共通テスト 900 点満点、志願者本人が記載する資料 

昼間コース推薦   ：評定平均 4.0 以上が条件。共通テストの英語、数学、国語

のうち 1 教科（複数受験の場合は最も得点が高いもの）を

採用。その他に高校からの調査書、推薦書、自己推薦書が

必要。2 次試験はありません。 

夜間主コース推薦  ：評定平均 4.0 以上が条件、小論文、面接試験がある。高校

からの調査書、推薦書、自己推薦書が必要。 

このほかにグローカル入試などがあります。また、一般前期昼間コースの試験に 

は数学重視枠と、英語重視枠などの制度があります。詳しくは大学のホームペー 

ジやパンフレットで！ 

 



合格への道 

受験当日、札幌から小樽までの距離感がわからず、余裕を持って家を出たら早く

着き過ぎてしまった。（       ） 

はじコラム 
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また、この時期はマーク式、記述式ともに大きな模試がかつてないほど頻繁にあ

るので、自分は特に模試の解き直しに重点を置いて勉強していました。 

模試は受験勉強をするのにとても良い教材となるので、得点を確認するだけで

なく、間違えた問題を中心に解きなおしてみてください。 

 

冬休み～センター試験 センター試験の実践問題とその解き直しに重点を置い

ていました。さすがに 1 日ではすべての教科の問題を解いて間違った部分を解

き直す、というのはできなかったので、文系科目と理系科目で分けて、2 日で全

教科を終えられるようなスケジュールで過ごしていました。 

また、実際に携帯電話のストップウォッチを使って大問ごとに細かく時間を図

って、本番の時間配分と同じように解くことを心がけていました。 

 

2 次試験 赤本を使って、過去問を中心に勉強しました。自宅での学習に加え

て、学校でも 2 次試験対策の講習を開いてくれたので、それにも参加していろ

んな種類の応用問題を解いていました。 

特に商大の 2 次試験の英語は独特の問題を取り扱っているので、国数英のなか

でも特に英語の長文読解と英作文に重点を置いて勉強していました。長文読解

は、赤本の問題に加えて、長文読解専用のテキストを購入して勉強していました。

問題を解くだけでなく、実際に長文全体を訳してみて、わからなかった単語はノ

ートなどにまとめていました。 

英作文に関しても、学校のセミナーとは別にテキストを購入して勉強して、作っ

た作文は必ず先生に添削してもらっていました。 

また、作文にはグラフを使った比較問題も出ることがあり、学校の先生が比較す

るときに使う副詞や形容詞などの表現をまとめた表を用意してくれたので、実

際にそれらの表現を使った作文を書いて覚えるようにしていました。 

 

 



合格への道  

1 年生のときにどの学科に所属したいかをじっくり考えることができるのが商

大の良いところ！（Blue） 
はじコラム 
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N・H さん 2 年生（昼間コース推薦） 

4 月〜夏休み 国数英の基本問題を中心にやっていました！ 

私はこの時点で理社の暗記科目にまったく手を付けていなくて、後からとって

も大変でした   英単語や古文単語は 2 年生のうちに覚えていたので、忘れない

ように隙間時間で軽く見ていました！ 

(1 年生、2 年生のみなさんは 3 年生になるまでに単語を覚えておくととっても

楽なのでおすすめです！) 

 

夏休み 現代文や英語などの得意科目は応用問題を解き始めました！どちらも

選択式ではなく、記述式の問題集を使っていました！ 

私は古文漢文が苦手だったので、応用問題には進まず、4 月から使っていた比較

的簡単な問題集の解き直しをしていました！ 

そして、理社の勉強を始めました！問題を解くレベルまで達していなかったの

で、まずは参考書などを読んで暗記することから始めました！(日本史は範囲が

とても広い上に、私はあまり得意では無かったので、もっと前から始めておくべ

きでした   ) 

 

9 月〜冬休み 国数英は安定した点数が取れるようになっていましたが、理社

が壊滅的だったので国数英の勉強時間を短くして、理社の暗記と問題演習を主

にやっていました！ 

 

冬休み〜センター試験 赤本や青本をひたすら解いていました！推薦の場合は

国数英のどれか一つがとても重要になってくるのですが、私は英語が得意だっ

たので、そこで確実に点が取れるように、リスニングも含めて英語は重点的に勉

強していました！ 

 

2 次試験(センター後) 志望理由書はセンター前に、ある程度自分で書いていた

ので、センター後 3 日間で先生に添削してもらい提出しました！ 

私は前期も併願だったので、合格発表までは 2 次試験対策として、学校の講習

に行ったり、過去問を解いて先生に添削してもらったりしていました！ 

 

 

 



合格への道  

商大のチャイムは音程が少し独特なので、試験開始のときに驚いた。 

（いぬかわいい） 

はじコラム 
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H・Y さん 2 年生（夜間主コース推薦） 

4 月～夏休み前 ４・５月はまだ進学先を決めかねていたので、とにかくいい成

績を取るために、勉強に力を入れるようにしていました。6 月に商大を受験する

ことを決めてから小論文の勉強を始めました。まだ書いたりはせず、小論文の構

成や意識するべきポイントを勉強していました。 

 

夏休み 部活動や検定の勉強が忙しく、正直小論文の勉強はあまりできていま

せんでしたが、新聞を読む習慣をつけるようにしていました。 

夏休みが明けた 8 月下旬からは小論文の勉強を本格的に始めました。小論文は

先生に課題を出してもらって、文章の要約の練習や、文章を書く練習をしていま

した。 

 

9 月～冬休み前 引き続き小論文の練習と、志望理由書の作成を始めました。小

論文は課題に加え、新聞を読んでいて気になった記事を一つ切り取ってノート

に貼り、そのニュースの要約と自分なりの感想をまとめるという練習をしまし

た。志望理由書は、「自分のやりたいことは商大でしかできない」ということを

積極的にアピールするために、ホームページやパンフレットを読み込んで書き

ました。 

面接練習では、「質問には自分の思っていることを自分の言葉で素直に答える」

ということを大切にしていました。たくさんの先生にお願いして、慣れておくこ

とが大切だと思いました。 

また、質問は基本志望理由書の中から聞かれるので、内容も頭に入れておくとい

いと思います！ 

 

冬休み 私は地方出身なので、進学後のお部屋探しをしていました。また、自動

車学校に通って免許を取りました！勉強面では商大は英語のレベルが高いと聞

いていたので、英語の勉強をしていました。（少しですが…！） 

 

 

 

 



合格への道  

解答用紙回収の時に前の人の解答用紙がびっしり埋まっていて、落ちた…と思

った。（しゃきしゃき） 

はじコラム 
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受験生へのメッセージ！ 

その１：模試を有効活用しよう！ 

本番の試験の過去問を見てみると、模試でも似ている問題を扱っていることが

多いです。なので、受講した模試は、得点を確認するだけでなく、間違った問題

を解きなおしてみてください！また、模試は、ペース配分のよい練習にもなりま

す。模試を受講するときは、時間配分にも気を使って受講してみてください！ 

 

その２：自分のスタイルを確立しよう！ 

必ずしもほかの人の勉強方法や問題の解き方、解く順番などが自分に合ってい

るとは限りません。本番の試験までに、いろいろな勉強方法や問題の解き方、解

く順番を試して、自分が本番で最高の結果を出せるような自分オリジナルのス

タイルを確立して、試験に臨みましょう！ 

 

最後に・・・ 

受験にはつらいことが多いと思います。一生懸命勉強することも大切ですが、適

度にリフレッシュしつつ頑張ってください！これを読んでくれた皆さんと、商

大で会える日を楽しみにしています！合格体験記、読んでいただきありがとう

ございました！ 

 

 

 



相談会 Q&A 

二次試験の時は厚着・カイロ必須。万全の寒さ対策をしてきてね。（江戸前） 
29 

はじコラム 

 

 

今年は学内で行うオープンキャンパスの中止に伴って例年実施していた 

対面での相談会は中止となってしまいました       

ですが、みなさんの不安を少しでも解消したいと思い、このページでは昨年の

相談会で多く聞かれた質問に Q&A 形式で答えていきたいと思います！ 

 

Q．学科はどのように決まるのですか？ 

A．学科は１年生の時の成績順で決まります！ 

 

小樽商大には経済学科、商学科、企業法学科、社会情報学科の４つの学科があ

ります！小樽商大の受験を考えている人は学科が２年生で決まるということ

を知っている人も多いと思います！何となくこの学科に行きたいと決めてい

る人もいるのではないでしょうか？ 

私も受験する前から商学科に行きたいと考えていましたが、商学科は一番人

気という話を聞いていたので不安でした…。でも大丈夫です！入学後ちゃん

と勉強すれば好きな学科に行くことができます！ 

 

 

Q．どんなゼミがありますか？ 

A．それぞれの学科に様々なゼミがあります！ 

 

それぞれ研究内容は違いますが、株式会社を実際に経営しているゼミなども

あります！また、他のページで英語の授業や留学について書いていますが、小

樽商大は英語教育が盛んなので、英語など言語系のゼミもたくさんありま

す！他にも心理学や歴史学、数学などのゼミもあります！ 

詳しくはこちら ▷ （https://nyushi.otaru-uc.ac.jp/unique/seminar/） 

 

 

以下の動画で他にもいろいろなことを紹介しているので見てみて下さい！ 

 

受験勉強に関することは ▶小樽商大受験生サイト内の受験のアドバイス動画 

学生生活に関することは ▶小樽商大受験生サイト内のキャンパスライフ動画 

 

 

 

 

https://nyushi.otaru-uc.ac.jp/unique/seminar/


学生委員からの 

メッセージ 
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夜間主コースを目指す君へ！周りに「なんで

夜間なの？」って聞かれることもたくさんあ

ると思いますが、夜間には夜間の良いところ

がたっっっくさんあります！！授業料以外に

も、入ったからこそ分かる夜間の魅力はたく

さんあるので、機会があれば夜間の先輩のお

話を聞いてみたり、調べてみてください。

（🐌） 

悔いの残らないよう勉強してください！

（ティー） 

今は勉強大変だと思いますが、商大に入ると本

当に楽しいです。学生同士が本当に仲が良く学

校に行くのが楽しみになりますよ！（しゃきし

ゃき） 

いま不安なことがとても多いと思います

が、どうかそれほど悲観せずに自分にと

ってよりよい選択だと思えるものを信じ

て突き進んでください！（はたきち） 

しんどいな、辛いって思うときもあると思うけ

れども乗り越えたら楽しい楽しい大学生活が待

ってます！最後まで何が起こるかわからないの

で、諦めずに頑張りましょう！（メロンパン） 

受験生活は辛いことも多いけど、今頑

張ったことが未来の自分の為になりま

す！！！絶対です！！！今できること

から始めてみよう！（いぬかわいい） 

来年会えるのを楽しみに待っています!!（Blue） 

努力は結果に結びつく！（竜崎） 

最大限の努力をしてぜひ合格してくださ

い🙌とても楽しい毎日が待っています！

（かまよ） 

日々の小さな成長に目を向けて、自分を

褒めてあげて下さい。最後まで自分を信

じて、やり切って下さい。応援していま

す。（おの。） 

勉強もしつつ、息抜きもしつつ頑張って

ください。（おぎおぎ） 

最後まで諦めずに頑張ってください！応

援してます！（がんばりゅ） 

夢を大きく持って頑張ってください！（まめ） 

これから先どうなっていくかわからないけ

ど、商大生活では勉強だけでなく、たくさ

んのことを学べます！夢に向かってがんば

れ！（特快 AP） 

勉強した分だけ自信になるよ！！商大で待って

ます！（重堂） 

1 日 1 日を大切にして頑張ってください！（ぽっぽ） 

少しずつ絶対成長してるから、自信もっ

てね（ぶちこ） 

コロナで大変かと思いますが、自分を信じて最後

まで諦めないでください！（ばやっしー） 



最後までご覧いただき、 

ありがとうございました！！ 
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☆生協学生委員会のSNS、 

商大生協HPも要チェック！！ 

Twitter→＠OUCOOP    

インスタグラム→ 

＠ouc_coop 

で検索！ 

 

 

 

商大生協HP→ 

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

私たち生協学生委員会 ORUKA クライマー係は、商大に興味を持ってくれている

高校生の皆さんに少しでも役に立つ情報を発信したい！との思いでこのクライマ

ーを製作しました。ホームページやパンフレットからでは伝わらない、リアルな

商大生の生活をイメージして頂ければ幸いです！ 

学生委員がお役立ち情報を随時発信中！！ 

ぜひフォローしてくださいね！ 

疑問点や不安な事はぜひ DM で聞いてください！！ 

購買などの最新や資格検定の情報など、大学生活に関する情

報が載っています！ 


