
「自分はずっとストレスを溜めやすく、気持ちを

コントロールするのが苦手でした。 でも今回、

具体的な改善策として、とるべき行動を知る

ことができて良かったです。」

ビジョン・ナビ・セミナー
北大生としての第一歩！

ぜひ、たくさん行動してください！

こんな北大生、素敵だと思いませんか？

V[ビジョン]

N[ナビ]

S[セミナー]

★今、自分の現状は？

「自分の性格や行動が

具体的に知ることが

できて良かった！」

「自分って、いままで
どんな行動をしてきたのかな、
と振り返ることができました。」

「これからも自分のことをよく分析し、
やるべきことを言語化して、

計画を立てて行動していこうと
思います。」

「自分の気持ちを伝えながら相手のことを意識することで、仲良くできる人ができた。」

「行動を起こせば

自分自身を変えることが

できると学んだ。」

「３日坊主にならない行動を

起こして、なりたい自分を

目指していきたい！」

★来年のビジョンナビセミナー受講生へ一言！

★4年後の自分は何をしている？

高校卒業まで、あと数ヶ月。ひとあし先に「素敵な北大生」へと
歩きはじめてみませんか？

★3日間のセミナー＆SEQ受診を通して見えてきたのは…？

1年生のうちから大学生活をどうす
るかをよく考えると楽しい毎日を
過ごせるようになりますよ！

自分のことを知れるきっかけになるの
で自分を知りたいひとは受けるべき！

講師の方々はいい人ばかりだし、と

てもためになるので、受けることを

おすすめします！

自分の行動方法を客観的に見つめ、
改善できる良い機会なので是非受
講してみて下さい。

「課題達成できるように、

頑張ります！！」



１日目 【4/14（土）】 2日目 【5/18（金）】 3日目 【7/20（金）】

大学生活のキーワード
講座受講料（セミナー2回＋SEQ2回受診）

￥9,800（税込）

※お申込期限 4/10（火）まで
※時間・場所はお申込後に日程表をお送りいたします。
※�TOEFL�ITPスターターキットもしくは英語講座のセット購入
で特別価格がございます。詳しくはP95をご覧ください。

★来年のビジョンナビセミナー受講生へ一言！
◦�1年生のうちから大学生活をどうするかをよく考えると楽しい毎日を過ごせ

るようになりますよ！
◦ぜひ、たくさん行動してください！
◦�自分のことを知れるきっかけになるので自分を知りたいひとは受けるべき！
◦�講師の方々はいい人ばかりだし、とてもためになるので、受けることをおす
すめします！
◦�自分の行動方法を客観的に見つめ、改善できる良い機会なので是非受講して
みて下さい。



新入生センターで買うと、

入学前に読めます！！

大学生必読「学びの基本書」セット
入学前に読んでおきたい！！

通常価格￥3,369（税込）

2018年新入生特別価格

¥2,980（税込）

1「学びの技 YOUNG ADULT ACADEMIC SERIES」
（玉川大学出版部）

2「思考の整理学」
（ちくま文庫）

3「レポート・論文の書き方入門 第3版」
（慶應義塾大学出版会）
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読み続けられている理由があります。
大学での学びにスタートダッシュをかけるため、 北大生協が薦める3冊 

大学での

学び方がわかる！！
新たな視点で、

考え方を整理する事

ができる！！
授業のレポートが

正しくかける！！

購入方法

①新入生センターでのご購入
生協会館1Fで開催される新入生センター会場（3月7日～3月31日）では、
その場でお持ち帰り頂けます。

②Webでのお申し込み
Webでお申し込みの場合は、お振込みの確認後「北大生協書籍部北部店カウン
ター 」で商品受け渡しとなります。※4月2日（月）より順次受け渡し開始
尚、お振込みの確認には、入金後4日程お時間を頂戴いたします。



研究のプロセスを解説した定番のバイブル
「学びの技 YOUNG ADULT ACADEMIC SERIES」
（玉川大学出版部）

理学部��3年��小笠原�明信さん
まずこの本の副題には『14歳からの～』とありますが、内容は大学生の学習にも使
えるレベルとなっています。情報収集→情報の整理→論理的にまとめる→アウトプッ
トする（論文・プレゼン）という一連の流れに沿って、わかりやすいイラストと共に
記載されています。
この本を研究の第一歩として活用し、『レポート・論文の書き方入門』、『思考の整理学』
で、より知識を深められる事を願っています。

1997年の発行から読み継がれるレポート・論文の定番書籍
「レポート・論文の書き方入門 第3版」（慶應義塾大学出版会）
農学部��3年��中嶋�拓也さん
この本は大学に入って初めてレポート・論文を書く人向けに基本的なレポート・論
文の書き方や注意事項が書いてあり、実際にレポートを書く前に一度読んでおくとす
んなりレポートを書くことができるようになるのではないかなと思います。
自分自身、何となくこんな感じかなと思ってレポートを書いていましたが、この本を
読んでみて、今まで間違って書いていたことを発見できたので、レポートを書いたこ
とがある人にもぜひ読んで頂きたいです。

大学では、レポートの提出、プレゼン、学会発表等様々な機会があります。
１年生のうちからこの本を読み、これからの大学生活に備えましょう！

累計発行部数200万部突破 ! !  大学生に最も読まれている文庫。
「思考の整理学」（ちくま文庫）
工学部��3年��佐藤�昂汰さん
自分の中で常識と思っていた物事の考え方とはかなり異なる思考の仕方について、
ユーモア溢れる読みやすい形で書いてあり、大きく衝撃を受け、新たな考え方の視点
を得られる良いきっかけとなる本でした。また、思考する上で日常における具体的な
実践法も書いてあり、すぐに形として実行することができるので、皆さんにもなるべ
く早い時期に読んで、今後の人生で活かして欲しいと自信をもってお薦めできる作品
です。



北大生と英語
自分史上最高な頭脳を錆びつかせるな！
　毎年6月に新入生全員を対象とした英語の試験が行われます。大学
入学後、皆さんが初めて受ける試験TOEFL（Test�of�English�as�a�
Foreign�Language）とは、英語を母国語としない人たちが、英語能力
を測るための試験です。アメリカ・カナダ・オーストラリアなど世界中
の大学が、英語を母国語としていない入学申請者に対してTOEFLテス
トのスコア提出を要求していることに加え、各種政府機関、奨学金プロ
グラムなどでもスコアを利用しているほか、日本国内でも学内単位認定
や、入試優遇、海外派遣選考の目安として導入するなど新しい方面での
利用も増加中です。

■平成29年度　英語単位「優秀認定」基準
・TOEFL�ITP　530点以上
・TOEFL�iBT　71点以上
・TOEIC　680点以上
・実用英語技能検定　準1級合格以上

※詳しくは大学の学生便覧をご確認ください

　北大ではTOEFL ITPテストの点数を元にレベル別クラス編成（初級～中級）が行われます。
将来的にも留学や大学院進学を考えている方（特に総合理系の学生）は少しでもスコアが高いほ
うが有利になりますので、大学受験時のレベルを維持できるよう日常的な学習が必要となります。

　さらにTOEFL�ITPテストの点数次第では後期必修科目の英語Ⅲ・Ⅳを履修
しなくとも単位認定を受けられる制度もあることから専門科目学習に集中で
きるメリットがあります。

　「全学TOEFL�ITPテスト」まであと2ヶ月。語学力は継続しなければ落ちて
いくと言われていますが、大学入試を終えたばかりの今が「自分史上最高な頭
脳」です。このレベルを維持するためにも今こそTOEFL対策を始める絶好のタ
イミングです！

また、新渡戸カレッジプレイスメントテストは4/1（日）です。留学をお考え
の方は入学前に勉強をすることをおすすめします。
※プレイスメントテストについては新渡戸カレッジにお問い合わせ下さい。

※TOEFL� ITPテストとは、TOEFLテスト作成元である
Educational�Testing�Service(ETS)が提供する団体向
けテストプログラムです。TOEFL�PBT（ペーパー版TOEFL
テスト）の過去問題を再利用した、学内で実施されるリス
ニング＆リーディングのペーパーテストです。

試験対策のための「 TOEFL ITP  スターターキット」

新入生の 5 人に 1 人はこのキット
で 6 月の試験を乗り越えています。
取り組んだ人は必ず結果を出して
います。さあ、トレーニングを始
めよう！

￥14,900（税込）



大学教員からのメッセージ
Welcome�to�Hokudai.�Your�hard�work�paid�off.�Congratulations.

Hokudai�requires�all�freshmen�to�take�TOEFL�ITP,�a�test�that�measures�
your�English�ability.�Many�schools�worldwide�use�TOEFL�ITP�to�train�
and�measure� their�students'�ability�of�academic�English� language.�
Mean�scores�at�Hokudai�have�risen�consistently�during�the�past�11�
years.�

The� scatter�plot�below�shows�English� language� scores�of�2470�
Hokudai� freshmen�who� took�TOEFL-SMT�(Hokudai's� sample�mini-
test)�at�week�1�and�TOEFL�ITP�at�week�9�of�2016�spring�semester.�

The�scores�of�many�students�changed�dramatically�during�their�first�
9�weeks�at�Hokudai.�The�Pearson�correlation�value�between�the�2�
tests�is�0.49,�which�is�no�correlation.�This�means�that�scores�at�week�
1�do�not�predict�scores�at�week�9.�

I�believe�that�your�study�habits�change�your�scores.� I� recommend�
the�following.

Continue� to�study.�Do�not� rest�between�your�entrance�exam�and�
your�first�day�of�class.�If�you�continue�to�study,�then�your�knowledge�
remains�active,�and�becomes�part�of�your�long-term�memory.�If�you�
stop�studying,�then�your�knowledge�disappears.�Do�not�let�your�hard�
work�evaporate.�Getting� it�back�requires�almost� the�same�time�as�
starting�from�zero.

This� is� true�of�any�area�of�study:�math,�physics,�history.�The� longer�
you�use�your�knowledge,�the�longer�it�stays�with�you.�Use�it�or�lose�it.�

Give�yourself�a�concrete�objective.�Prepare�yourself� for�Hokudai�by�
targeting�TOEFL�ITP.�

Thanks,�and�good�luck,

Goh�Kawai,�PhD
Professor�of�Educational�Technology
Hokkaido�University,�Center�for�Language�Learning

父兄の方へ
入学前学習をお勧めします。入試から授業開始
までの間に学習を継続すれば知識が長期にわた
り記憶されやすくなります。短期集中の受験勉強
は中断すると短期忘却します。失った知識を回
復するには初回学習に近い時間を要します。もっ
たない。
やる・やらないの違いは甚大です。図に示したと
おり学生の成績がわずか９週間で逆転します。
本学の１年生は消防ホースから水を飲む勢いで
勉強します。具体的な目標を定めると入学前から
準備しやすい。１年生全員が受けるTOEFL�ITPの
対策を講じられてはいかが。

河合　剛�

博士（工学）
教育工学�教授
外国語教育センター

試験対策のための「 TOEFL ITP  スターターキット」
オプション　TOEFL ITP 4月受験

TOEFL ITP を受験したことはあり
ますか？この試験は 6 月に行われ
る英語試験Ⅱの中間試験と同じ形
式の英語試験です。

通常￥4,700 のところ

￥4,200（税込）

通常より

500円
お得！

この日を逃すと次は
6/16（土）の本番ですョ！



TOEFL ITPスターターキット

英語学習アカデミックパック TOEFL ITP スターター
は、大学の新入生のために全国の大学生協とアルクが共同

で開発した、はじめの一歩をスタートするための学習パッケージ
です。英語学習が長続きしない原因はあなたではなく英語教材に
あると考え、まずは学習の癖を身につけることを目標とした「40
日間で修了する」教材です。留学をはじめ、大学院・研究機関な
どで必要とされる英語力を測定するのは英検や TOEIC ではなく
TOEFL です。初めて経験する 6 月の全学 TOEFL ITP 試験に向
けてぴったりの教材が出来上がりました。

2017年は約500名の新入生（ほぼ5人に1人）が購入！
ＴＯＥＦＬＩＴＰの点数は確実にアップをしています！

TOEFL ITP（Institutional Testing Program= 団体向けテストプログラ
ム）とは過去に実際に行われた TOEFL テストのペーパー試験（PBT=Paper 
Based Test）を用いて英語の運用能力を測定する試験です。リスニング、
文法、リーディングの 3 セクションに分かれており、この 3 つの能力を総合
的に測定します。
　　　日本の大学では主に英語のクラスのレベル分け、英語クラスの
　　　　習熟度の確認、一定スコア以上で単位認定、大学院入試の英
　　　　語力判定などに使われています。

北海道大学ご入学のみなさんが 6 月に受けるテストもこの TOEFL ITP です。
本試験で自分の英語力をできるだけ発揮するためには、テストについて知っ
ておくことが必要です。

北海道大学生協では TOEFL ITP 対策として『英語学習アカデミックパック
TOEFL ITP スターターキット』をオススメします。

キット

スターターキットはガイダンスでのお渡しとなりますが、４月1日(日)に
開催される新渡戸カレッジプレイスメントテストを受験される方は新
入生センターでお持ち帰りをすることができます。
※プレイスメントテストについては新渡戸カレッジにお問い合わせ下さい。

特別価格

￥14,900（税込）
特別価格

￥14,900（税込）
※お申込期限4/2（月）まで。
※商品は十分に用意をしておりますが、新学期のみ特別販売をしているため万が一品切れの場合は

お待ちいただくことがあります。



大学入学～卒業まで、
4 年間の英語学習プラ
ン作りのバイブル。
大学時代に身につける
べ き 英 語 力、 留 学 や
ESP（専門英語）の知
識、自己学習習慣の鍛
え方など、学習のベー
ス部分の指南書。

Kit 1　英語学習のトリセツKit 0
だんだん
英語を勉強
したくなる
ＢＯＯＫ

日々の簡単な学習記録
をつけ「学びの見える
化」を促進する学習ダ
イアリー。
単なる日記ではなく、
目標達成のためのアイ
ディアマップも活用で
きます。

Kit 2　英語学習
モチベーショナルノート

TOEFL ITP テ ス ト の
概要について、マンガ
でわかりやすく解説し
ています。TOEFL ITP
がどんなものか知らな
い人や受験経験のない
人は、まずこれを読み
ましょう。
※ 体 験 ミ ニ テ ス ト、
CD1 枚付。

Kit 3　マンガでわかる
　　　  TOEFL ITP 入門

TOEFL 受験のエキス
パートである神部孝先
生が、自分の目標スコ
アを目指して 40 日間
で計画的に学習を進め
られるように構成しま
した。さまざまなトピ
ックの英文に触れなが
ら、効果的に学習を進
めます。CD各1 枚付。

Kit 4　大学生のための
　　　 TOEFL ITPトレーニングブック

本 物 の TOEFL ITP テ
ストを知るために必要
不可欠な、フルサイズ
の模擬試験に挑戦。
本試験ではできない、
復習で力をつけるため
の別冊解答・解説集も
充実しています。CD1
枚付。

Kit 5　TOEFL ITP
　　　　完全模試＋解答・解説

まずは英語学習
への意欲を高め
ましょう！軽く
ウォーミング
アップする冊子
です。

Option 2　購入者限定外国人講師による
　スタートアップガイダンス（参加必須）

Option 1　追加教材

Option 3　学習サポート A

継続学習をサポートする、スマートフォ
ン対応の専用ウェブサイトを利用できま
す。教材付属の音声はすべてこのサイト
で聴くことが可能。他にも、目標設定と
自動スケジュール機能、学習クイズや教
材活用法の動画なども活用できます。累
積学習時間のマイレージカウンターも備
えています。

【学習サポートサイト（スマホ対応）】

※画面はイメージです。

６月の本試験受験までスケジュール
を守って日々の学習を続けるのは大
変ですが、このサイトに登録すれば
進捗具合を確認し、毎週取り組むべ
きユニットも案内してくれるので学習
の継続が無理なく可能です。

Option 4　学習サポート B

日々の学習管理はスマホでOK！
PESM Personal English Study Manager

TOEFL ITP テストの説明や
対策、学習法を教えます。また、
キットの教材紹介と活用法、
学習アドバイザーによる個別
カウンセリングの方法も説明
します。

2018年4月7日（土）予定
学内で開催
※時間・場所はお申し込み後に日程

表をお送りいたします。

① TOEFL TEST Words & Idioms 2000
② TOEIC テスト Essential Grammar
③留学 & ホームステイのための英会話
①②はプランニングシート提出時、③はステップアッ
プシート提出時にお渡しします。



TOEFL ITPスターターキットオプション
スターターキットと同時にお申し込みいただいた場合に限り下記の価格にてご提供
いたします。単品でのお申し込みはお受けいたしかねますので予めご了承願います。

入学初年度は「TOEFL�ITPスターターキット」で基本学習するこ
とをオススメします。まずは、「①TOEFL�ITP�4月受験」を目標
に頑張って下さい。
北大では総合教育（総合理系、総合文系、医学部）から学部移
行をすると、より専門的な英語教育が必要となるため、次ペー
ジのキットで学習が効率的です。総合理系の新入生には「②理
系英語キット」を。総合文系の新入生には「③文系英語キット」
を。医学部新入生はその進学先に応じて「④医学英語キット」、
「⑤看護英語キット」をオススメします。

6月に行われる英語Ⅱの中間試験と同じ形の英語試験を受
験することで、問題の形式や受験時の空気感に慣れ、現在
の実力を測ることができます。「TOEFL�ITPスターターキッ
ト」や「北大新入生のための英語講座」をお申し込みの方は
特にその効果を実感してもらえます。

《例年見られる新入生のこんなミス》
例１　セクション２が始まっているのに気付かないで5分以上経過。
例２　セクション２・３の時間配分がつかめずに最後まで到達できない。
例３　どこに何を書くかわからず、生年月日に受験日を書いてしまう。
例４　受験番号のマークが間違えている。

試 験 日　2018年4月28日(土)
会　　場　北海道大学  文系共同教育研究棟（予定）

受付時間　  9:30 ～ 10:00
試験時間　10:00 ～ 12:35（予定）

※試験日、会場は変更になる可能性があります。
※�お申し込み後、受験票は4/2（月）～ 4/23（月）（予定）にキャリ
アサポート店でお渡しを致します。本人確認書類をご持参の上
ご来店ください。

①TOEFL ITP 4月受験 英語になれる。試験になれる。自分の弱点を知って
得点アップを目指せ

通常より

500円
お得！

この日を逃すと次は
6/16（土）の本番ですョ！

通常価格

￥4,700（税込）

特別価格

￥4,200（税込）

500円お得！



②理系英語キット 理系の学生には不可欠。一年生のうちから着実に
進めていくことが学部移行の鍵

③文系英語キット 国家公務員採用総合職試験にもTOEIC、TOEFL
のスコアが活用。公務員志望者は是非

④医学英語キット ⑤看護英語キット

通常価格

￥5,940（税込）

特別価格

￥5,000（税込）

940円お得！

通常価格

￥5,184（税込）

通常価格

￥12,343（税込）

特別価格

￥4,000（税込）

特別価格

￥10,000（税込）

2,343 円お得！

通常価格

￥13,068（税込）

特別価格

￥10,000（税込）

3,068 円お得！

◦理系たまごの
◦はじめての理系英語リーディング
◦理系たまごの英語単語＆表現

◦２ヶ月完成！！英語で学べる経済ニュース

1,184円お得！

医療の世界で英語は共通言語。外国人患者の治療、心のケアに英語は欠かせません。



北大新入生のための英語講座






