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英 語 学 習を
まるっとサ ポ ート。

英語教材
GUIDE BOOK

北海道大学生活協同組合

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。

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.

河合

The scatter plot below shows English language scores of 2470
Hokudai freshmen who took TOEFL-SMT (Hokudai's sample

博士（工学）
教育工学 教授
外国語教育センター

mini-test) at week 1 and TOEFL ITP at week 9 of 2016 spring
semester.

大学とは自由な場です。高校までの教育とは違い、自ら“学びたい”と思ったことを、いくらでも学ぶことができるのが
大学です。よい単位を取得することや良い会社に就職することだけが大学で“学ぶ”目的ではありません。進む学部によっ
ては学生生活の忙しさに違いはありますが、自分が「知りたい」
「学びたい」
「深めたい」と思ったことを、とことん追求で
きるのが大学であり、大学時代の特権だと思います。
大学時代に学んだことや体験は、社会に出てからの人生に大きな影響を与えるものです。しかし、皆さんの中は「何から
始めればよいのか分からない」
「大学生活を充実させたいけれど…」などの悩みを抱えている方も多いでしょう。そんな
悩みに応えるのが、私たち大学生協の役目だと思います。

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.

剛

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。

本冊子では英語を軸にして様々な教材や学び方、大学生活を悔いのないように過ごしてもらうためのヒントをたくさん

Continue to study. Do not rest between your entrance exam

やる・やらないの違いは甚大です。図に

ご紹介しています。

and your first day of class. If you continue to study, then your

示したとおり学生の成績がわずか９週間

自分の将来のために「何をするのか」
「どうなりたいか」
「どうありたいか」…。入学直後、
“自分史上最高の頭脳”である今

knowledge remains active, and becomes part of your long-term

こそ、新たな学びをスタートする時です。

memory. If you stop studying, then your knowledge disappears.

書籍部クラーク店

店長

大矢かおり

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

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。

longer you use your knowledge, the longer it stays with you.
TOEIC

1～2年生の時期に英語トレーニングを進めたり

就職活動でスコア提出する場合は
12月受験がリミット

学外での社会経験を積むことが重要 ! !
1年生
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4月

6月

3年生

2020年
2月

へ

by targeting TOEFL ITP.

2022年

8月

2023年
3月

GO !

夏休み

Give yourself a concrete objective. Prepare yourself for Hokudai

4年生

2021年

P11

8月

Use it or lose it.

POINT

卒業
旅行

Hokkaido University, Center for Language Learning

TOEFL-ITP
（英語Ⅱ）

P3

へ

GO !

入学式

P9

へ

GO !

1

Goh Kawai, PhD
Professor of Educational Technology

海外体験

ビジョン・ナビ・セミナー

Thanks, and good luck,

インターンシップ
短期留学

P13へ
GO !

卒業式
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TOEFL ITPスタータ ー キ ッ ト

TOEFL ITPスターターキットに関するお問い合わせは

新 入 生の4 人に1 人がこ の 教 材 で 勉 強 し て い ま す

※ 2016年 調 べ

11

開催日

40日間

5月

本試験前に腕試し！
６月に先駆けて、
「TOEFL ITP」を特別価格

土

で受験することができます。TOEFL試験は
初見だとかなり苦戦します。本番前に問題

日

の形式や、時間の使い方、受験時の空気に
慣れておきましょう。

6月英語Ⅱ試験

通常価格

対策キット

TOEFL ITPスターターキットのココが凄い！
Point

1

Point

2


大学生協とアルクの共同開発！


TOEFL ITP対策はこれ１つでOK！

TOEFL ITPのための完全オリジナル教材。

今後のTOEFL学習の「型」が身につく
！

¥4,000

¥13,800

（税込）

理系英語キット

理系の世界では、英語が公用語です。
理系の学部や大学院、将来研究者を目指すあなたには、理系英語を効
率よく学べるこちらがおすすめです。40日間学習キットに加え、理系独
特の単語集とリーディング教材もついた大学生協オリジナルセットで
す。世界で活躍するノーベル賞受賞者のインタビュー記事もあります。

※TOEFL ITPテストとは、TOEFLテストの 作成元であるETS
が提 供する団体向けのテストプログラムです。TOEFL PBT
（ペーパー版TOEFLテスト）の過去問題を用いて、学内向け
に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。

＋

位認定試験や大学院入試で採用されるケースが増えています。北海道大学でも後期必修科目である
「英語Ⅲ」
「英語Ⅳ」のクラス編成や、履修が免除される単位認定制度（優秀認定）に使用されています。
また、総合理系・総合文系クラスの皆さんにとっては、進級に向けて学部や学科の選定にも大きく
関わってきます。優秀なスコア
（点数）をとることで目指す学部・学科に一歩近づくことができます。
医歯薬系学部への道も開けてきます。学部別入試の皆さんも、目指す学科・コースによっては、良

英語単位「優秀認定」基準


A（エー）

・TOEFL ITP 530点
・TOEIC 680点以上

880点

・実用英語技能検定
準１級合格以上

１級

※詳しくは大学の学生便覧をご確認ください。

かつ実践的な試験対策を行うことが可能です。
強することをおすすめします。

日

＋

¥5,000

（税込）

通常価格

＋

¥9,800（税込）

¥5,800

（税込）

専門講師の丁寧な解説

。
購入者の全員が参加。

ご購入方法につきましては、裏表紙をご覧ください。

スターターキットの使い方は、専門講師によるガイダンスで
詳しく説明します。キットの引き渡しもこの日に行います。
※画像は前年のものです。

3

通れません。

※詳細は9ページをご覧下さい。

※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合わせください。

6

グローバル化が進む今の時代、文系の皆さんにとっても、英語は避けては

ビジョン・ナビ・セミナー

また、新渡戸カレッジプレイスメントテストは、4/20（土）です。留学をご検討の方は、入学前に勉

4月

国家公務員試験にも、TOEICやTOEFLのスコア提出が必要になります。

・TOEFL iBT 71点以上 100点

TOEFL ITP試験まではわずか2か月。TOEFL ITPスターターキットで勉強すれば、短期間で効率的

土

（税込）

将来、外資系企業を目指すなら、英語の習得は必須です。

600点



スタートアップ
ガイダンス

文系英語キット

A+（エープラス）

い成績が必要となってきます。

開催日

¥10,000

平成30年度

能力を測るテストとして世界的に採用されている試験です。高校、大学の入試英語や英検など今ま

以前は英語圏の大学へ留学する際に受験するものとされてきましたが、近年では国内の大学でも単

（税込）

新入生特別価格

ITPを受験します。TOEFL試験とは、英語を母国語としない人々の、英語圏でのコミュニケーション

なっています。

¥4,900（税込）

＋

北海道大学では、毎年６月に新入生全員が前期必修科目の「英語Ⅱ」の中間試験としてTOEFL

で経験してきた英語試験とは違い、ネイティブかつアカデミックな内容のため、より実践的な試験と

TEL:011-736-0916

オプション

TOEFL ITP 5月受験

2005年発売以来、全国15万人の学生から支持されています。

書籍部クラーク店まで！

※新入生センターでご購入いただいた商品は、その場でお持ち帰りいただけます。

4
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北大生のための英語講座に関するお問い合わせは

キャリアサポート店まで！

TEL:011-709-7717

お申込みは裏表紙をご覧ください。

5

6

北大生のための英語講座に関するお問い合わせは

キャリアサポート店まで！

TEL:011-709-7717

お申込みは裏表紙をご覧ください。

5

6

北大生のための英語講座に関するお問い合わせは

7

キャリアサポート店まで！

TEL:011-709-7717

8

北大生のための英語講座に関するお問い合わせは
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TEL:011-709-7717

8

ビジョン・ナビ・セミナー

大学生活…
何からはじめたら

いいか分からない

ビジョン・ナビ・セミナーに関するお問い合わせは

就活に備えて

大学生活悔いのない

受講者の声

1年生の今のうちから

ようにしたい…

意識・準備を

充実させたい…

Before

しておきたい…

何もかも新しいこと

一人暮らしに対して

たらいいのか不安だ

安で心配ばかりして

ばかりで、何をやっ

そんな方のために作られた生協オリジナルセミナーです

1 日目
13

4月

土

日

12:30-16:00

・ 大学生活と大学の学びを充実させるためのコツ

●

 学での学び、充実した大学生活を送る
大
ことの意味を考えます。

●

 職活動や実習、インターンシップで必
就
要となるコミュニケーションスキルを学
びます。

場所はお申込み
後ご案内します。

・就 職活動や将来を見据えたキャリアデザインの描き方

大学の 仕組みも理

と思うけど、コミュ

見 知りすぎ て 友 達

ニケーション取れる
かが不安です。

ワークショップ －充実した大学生活をデザインする

勉 強 に つ いて い け

・目標のためのワークショップ

るか、寒い北海道で

・行動計画づくりのためのワークショップ

やっていけるか

SEQ
とは

2 日目
10
18:15-20:15

（予定）

5月

金

強み・課題を知る
● スチューデントEQを使って今

の自分を客観的に考えます。

日

●

場所はお申込み
後ご案内します。

 学生 活を通して「なりたい
大
自分」像を具体化します。

SEQアドバイザーによる解説
・SEQのスコアの正しい読み方
・SEQを活用した成長課題の設定

解できていないし人

作 れるか が 不 安 で
いっぱい

知らない土地、知ら
ない人だらけという
初 めての 環 境 で 緊
張！

CHALLENGE!!

SEQは行動を数値化しています
私は自分の感情を調整したり、表現したりする
ことが得意なんだ！ 逆に他人とトラブルがあっ
た場合に弱いみたい…。3ヶ月、人間関係の調
整に意識を向けてみようかな？

新入生特別価格

先輩の体験談から学ぶ
・先 輩の成長体験談から、具体
的な行動計画を立てる

います。

大学は発表など人と
協力する場面が多い

キャリアカウンセラーによる講演

大学 生 活をイメージ

らけです。

の不安、授業への不

英語講座とセットでお申込みの場合

講座受講料（セミナー２回＋SEQ２回受診）

スタッフ紹介

3 日目
12

（予定）

7月

金

● ス チューデントEQを6月頃に

受診します。

日

18:15-20:15
場所はお申込み
後ご案内します。

●

 月から6月の行動の変化を分
4
析します。

●

 来を見据えた夏休み以降の
将
行動計画づくりをします。

SEQアドバイザーによる解説
・SEQの結果を元に3 ヶ月間の

¥5,800

（税込）

〈スタッフからのメッセージ〉


行動が変われば結果も変わります

振り返る･計画する

オプション特別価格

TOEFLスターターキットまたはオレンジバード

（税込）

4月

大学生活を目標のないままだらだらと過ごしたくないと思って参加しました。
3日間のセミナーで「大学に入って何をしたらいいか」、
「仲間とどう協力して
いけばよいか」などを他の人の意見やワークを通じて学びました。

高校までは全て流れに身を任せていたが、大学生になれば何事も自分で考え
て行動しなくてはならないので、まずは今の自分をしっかり知る必要がある
と思い参加しました。実際に参加してみて、普段の生活の中でこれほど自分
について考えることはなかったので、とても充実した時間となりました。

自分はこのままではいけない、何か変えなくてはと漠然と考えていたが、どう
すれば良いのかがわからず、そんな現状を変えるためにと思い参加しました。
今後の人間関係や生活のために役立つ知識を得ることができ、またSEQに
よって自分自身について言葉ではっきりと理解することができたので、改善し
たい部分を明確にできました。大学生になり、目上の人や社会人との関わり
が更に増えていく中で、このセミナーは学ぶことが多いと思います。

自分はどういう行動をすべきなのか、自分には何が足りないのかを知りたく
て参加しました。SEQの結果やワークを通じて、まずは考え方から変えてみ
ようと思いました。失敗しても良いから、色々なことに全力でぶつかりたい、
それがポジティブな自分を作るのだと今は考えています。

もともと人と会話をするのがあまり得意ではなく、大学生になると様々な人
と出会うので、そんな自分を変えたくて参加しました。自分の意外な強みも
発見できたので、新しいことにもどんどん挑戦し、積極的な自分に変化させ
ていきたいと感じました。

自分の将来についてよく考え、計画を立てたいと思い参加しました。自分が
苦手と感じることの原因を考えて行動することが大切ということがわかりま
した。SEQ結果をもとに、自分に足りていない点を常に意識していきたい。

友達が作りたい、自分を客観的に見てみたい、自分を変えるきっかけがほし
い、と思い参加しました。自分の強み・課題、今後の目標がわかったので、4
年間頑張ります。

さらにお得

¥9,800

TEL:011-709-7717

ビジョンナビセミナーに参加した先輩の声

After

過去の参加学生が入学時不安だったこと

キャリアサポート店まで！

大学生活は思った以上に時間がなく、自分について

友達とケンカした時に「なんで、あの子はあん
なことを言うのだろう」と考えてみることをした
ら、自分の気持ちの整理がつくようになった!!
「人って変われるんだ!!」と思った！

考える時間がないという学生が多くいます。ですが、
社会人に向けてはもちろん、大学生活において様々
な人と関わっていく上で自分について知ることはとて

変化を振り返る

も大切です。そして「なりたい自分」はほんの些細な
行動次第で叶えられます。自分が変わる、成長する、

先輩と一緒に考える
・先 輩と一緒に夏休み以降の行
動計画を考える。

6月

川瀬 葵
〈所有資格〉
キャリアディベロップ
メントアドバイザー

鷲見 綾乃
〈所有資格〉
EQGA公認プロファイ
ラー・トレーナ－

上田 悦子
〈所有資格〉
EQGA公認プロファイ
ラー・トレーナ－

そんな体験を通して、大学生活をより充実したものに
しませんか？


キャリアサポート店

鷲見 綾乃

キャリアコンサルタント

9

EQGA公認プロファイ
ラー・トレーナ－

お申込みは裏表紙をご覧ください。
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海外異文化体験プログラム
初めての夏休みをオーストラリアで
キャンパスライフに慣れ始めた頃にやってくる最初の夏休み。学年が上がると忙しくなるのが大学生です。
自由に使える長期夏休みは、1・2年生の夏休み、春休みの４回だけ！スタートとなる１年生の夏休みの
過ごし方が大切です。夏休み、自分を成長させる旅へ出よう！

11

海外異文化体験プログラムに関するお問い合わせは

お申込みの流れ

1

仮申込・
詳細はこちら！

WEBで仮申し込み
5月24日
（金）募集締切

※定員に達した場合は受付を中止します。

2

入学後、生協トラベルカウン
ターで申し込み書の提出と
申込み金１万円をお支払い

北部トラベルセンターまで！

TEL:011-758-3459

3

残額は出発の１ヶ月前までに
お支払い
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12

語学留学【大学生協オリジナル企画】
北大から世界へ一歩踏み出してみよう！
語学習得はもちろん、人との接し方、異文化理解等を高めます。留学先で日本人以外の
様々な人達と関わる中で自分に自信が持てるようになることも大きなメリットです。

13

語学留学【大学生協オリジナル企画】 に関するお問い合わせは

北部トラベルセンターまで！

TEL:011-758-3459

生協で申し込むメリット
代 行手 数 料がかかる場 合でも、
生 協 割 引があり代 行 手 数 料 が
安い！

普段の相談は生協旅行カウンター
でできるので、学内で相談・確認・
申込み・支払いがすぐにできる！

CO-OP海外あんしんサポートに加入
すると、もしもの時の24時間安心ダイ
ヤルや旅行傷害保険がついています。

大学生協は認可を受けた登録旅
行業者なので、航空券や査証、ま
とめて相談できる！
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北 大 生 協 が サ ポ ー ト し ま す！
大

生協会館

2

F

北

キャリア
サポート店の
ご紹介

あなたの「真剣勝負」、
全力で応援します！

北大生協キャリアサポート店

店長

川瀬 葵

新入生の皆さん、入学おめでとうございます。
ここキャリアサポート店（通称キャリサポ）には、年間約
3,000人の北大生が来店し、それぞれに成長して社会に
巣立っていきます。来店動機は様々ですが、昨今増加傾向
にあるのは「留学」
「英語」
「就職活動（就活）」
「公務員」と
いうキーワードをお持ちの方々です。敏感な学生は、日本
全体が「世界に目を向けた社会」
「安心して暮らせる社会」
に変化してきている事を鋭く察知していると感じています。
新入生の皆さん、想像できますか？
【あなたが北大を卒業するとき、世の中はどうなっているで
しょう？】
私達は、社会に巣立つ皆さんの「真剣勝負」を全力でサ
ポートします。心からの笑顔と、熱い気持ちでお迎えしま
すので、大学生活で
「少しでもレベルアップしたい！」と思っ
た時には、気軽にお越し下さい！

北

海外で
【英語】を!!

部 食 堂 2F

北部トラベル
センターの
ご紹介

試してみませんか ! !

新入生の皆さん、入学おめでとうございます。
受験勉強で英語も頑張って学習されたと思いますが、入学
後も重要な科目になります。
学習した英語がどの程度、使えるか？現地で試したい。短
期、長期の留学に行ってみたい。
ワーキングホリデーも、などの希望を伺っていますが、海
外に行った事がなく、ハードルが高いと感じる方も多くい
らっしゃいます。
今回、メルボルン体験企画ではそのような初めて海外へ行
く皆様にピッタリの企画です。
また短期、長期の留学、ワーキングホリデーを始め北海道
内から海外旅行、個人から団体、サークルの遠征まで北
部食堂2階にある
【北部トラベルセンター】で相談、予約を
する事ができます。お気軽にお越しください。
北部トラベルセンター 店長 長瀬 忍

お 申 込 み 方 法 TOEFL ITPスターターキット／英語講座／ビジョン・ナビ・セミナー
お支払い方法は

※ご 来店によるお申し込み、お支払いも可能です

1

北大生協

新入生センター
での申し込み

2

①クレジット決済 ②コンビニ決済（上限金額30万円）

WEBによる
申し込み

からお選びいただけます。以下のURLからアクセスしてい
ただき、認証画面が現れたら、下記ID、パスワードを入力
してお進みください。

ID・パスワードは冊子をご覧ください。

h t t p s : // w w w . h o k - u n i v . c o m / h o k u d a i /

北海道大学生活協同組合
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西7丁目1-1 北大生協会館3階
お問い合わせ先

・T O E F L I T P スター ター キット は 書 籍 部 ク ラ ー ク 店 TEL：011-736-0916
・英語講座/ビジョン・ナビ・セミナーは キャリアサポート店 TEL：011-709-7717
・海外異文化体験プログラム/語学留学は 北部トラベルセンター TEL：011-758-3459

北大生協は
北大生活の全てを
バックアップ！

