
入学試験合格者 各位 

 

令和３年３月 

小樽商科大学 

 

入学式・新入生オリエンテーション等のご案内 

 

 このたびは、合格おめでとうございます。 

以下の 3 点についてご案内いたしますので、事前に内容をご確認ください。 

新型コロナウイルス感染拡大防止を踏まえた対応となりますので、よろしく

お願いいたします。 

 

１．入学式について 

２．新入生 Web セミナー＆オリエンテーション等について 

３．授業受講に当たっての留意点（事前の環境整備など）について 

 

なお、上記の各内容の詳細については、今後、本学ウェブサイトの「NEWS」

欄及び合格者向けページで最新の情報をお知らせいたしますので、こちらも適

宜ご覧ください。 

 

★本学ウェブサイトの「NEWS」→ https://www.otaru-uc.ac.jp/news/ 

★合格者向けページ → https://nyushi.otaru-uc.ac.jp/pass/ 

 

（参考資料） 

 １．Zoom 接続にあたり事前にご確認いただきたいこと 

 ２．令和３年度学部新入生向けオンデマンド資料一覧（3/23 公開予定） 

 ３．学修管理システム「manaba」の利用方法について  



１．入学式について 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、感染防止対策を講じた上で、下記のとおり、

午前・午後の２回に分けて実施いたします。 

今回、入学式の出席者は新入生のみとさせていただきますので、保護者の方はご来場

をご遠慮いただきますよう、お願い申し上げます。なお、ご来場いただけない皆様のた

めに、式典の様子は、動画配信（詳細は後日 HP でお知らせいたします。）する予定で

す。 

また、入学式の参加にあたり、ご自身が、【午前の部】・【午後の部】のどちらに該当

するかについては、以下の表の「対象」欄をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 午前 午後 

時間 

（10:00 開場） 

10:30 開式 

（11:00 閉式） 

（14:00 開場） 

14:30 開式 

（15:00 閉式） 

※11:30～ オリエンテーション ※15:30～ オリエンテーション 

対象 

●推薦入試合格者(ア行～ナ行)※ 

●前期試験合格者（ア行～ナ行)※ 

●グローカル総合入試合格者（全員） 

 

●推薦入試合格者（ハ行～ワ行）※ 

●前期試験合格者（ハ行～ワ行）※ 

●後期試験合格者（全員） 

●追加合格者（全員） 

●編入学・再入学（全員） 

●夜間主コース（全員） 

●大学院（全員） 

※苗字の五十音順に基づきます。 

なお、入学式終了後に、別会場で新入生オリエンテーションを行いますのでこちらもご

参加ください。 

（ただし、大学院アントレプレナーシップ専攻のオリエンテーションはございません。） 

■日時：令和３年４月２日（金） 

    （午前の部）10：30～11：00  （午後の部）14：30～15：00 

■会場：本学第一体育館 

    ※それぞれ、５分前までに、直接会場にお入りください。 

 



【注意事項】 

・自家用車の乗り入れはできませんので、バス・タクシーなどの交通機関をご利用くださ

い。 

・会場内での私語はお控えください。 

・発熱等の風邪の症状がある場合には、来場をお控えください。 

・来場前に検温をして発熱（37.5℃以上または平熱よりも１度以上超過）が無いことを確

認してください。 

・マスクを必ず常時着用してください。 

・式場に入る前に、式場入口に設置している手指消毒剤を利用してください。 

・式終了後は、職員の指示に従って新入生オリエンテーションの会場まで移動してくださ

い。 

・上履きは不要です。 

・当日は、正門前及び体育館前に入学式の看板を設置いたしますが、記念撮影等を行う場

合には、ソーシャルディスタンスを保つなど、感染防止には十分にご配慮ください。 

・当日は、換気のため、式場の窓や扉を開放いたしますので、コート等の上着を用意して

きてください。 

 

式場案内図 

 

※次ページの「入学式式場・新入生受付配置図」も併せてご覧ください。  

商大通り 

地獄坂 

小樽駅前 JRバス 

2番乗り場 

中央バス「小樽商大線」 

タクシー 

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 

体育館 



入学式式場・新入生受付配置図 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

大学構内に駐車場はございません。公共の交通機関等をご利用ください。 

大学会館 

生協・食堂 

正門 

国際交流会館 

附属図書館 
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【入口】 

オリエンテーション会場へ 



２．新入生Webセミナー＆新入生オリエンテーション等について 

 

（１）新入生オリエンテーション（対面） 

■日程：４月２日（金）・５日（月） 

 ４月２日（金）は、入学式終了後、３つの教室に分かれて、新入生オリエンテー

ションを実施いたします。（所要時間は９０分程度を予定） 

 ４月５日（月）は、部活・サークル合同説明会を実施いたします。 

 オリエンテーション、部活・サークル合同説明会の詳細については、決定次第、

ウェブサイトの「NEWS」欄及び合格者向けページにてお知らせいたします。 

 

（２）新入生Webセミナー（Zoom開催） 

 ■日程：３月２９日（月）14：00～（15：30終了予定） 
アクセス URL・ID・パスコードは別途郵送等によりお送りしております。また、本

学の学修管理システム「manaba（マナバ）」からもアクセスすることを可能にする予

定です。 

 テレビ会議システム（Zoom）によるWebセミナーを開催します。 

皆様はご自宅等からご視聴ください。 

 令和３年度前期授業の受講にあたり、事前の準備が必要となる事項を中心に説明い

たしますので、必ずご参加ください。当日の内容・スケジュール等詳細についは、

決まり次第本学ウェブサイトの「NEWS」欄及び合格者向けページにてお知らせいた

します。 

 Web セミナー視聴にあたり、別紙「Zoom接続にあたり事前にご確認いただきたい

こと」をご確認ください。 

 

★時間割・シラバス・オンデマンドコンテンツの事前閲覧 

 ■日程：３月２３日（火）～閲覧開始予定 
 時間割・シラバスは、３月 23日（火）以降、本学 HP（「在学生向けページ」→「時

間割・シラバス」で閲覧できます。 

■URL：https://www.otaru-uc.ac.jp/student/syllabus/ 



 オンデマンドコンテンツは、本学の学修管理システム「manaba（マナバ）」内で閲

覧することができます。ID とパスワードは別途郵送等でお送りしておりますので、

ご確認ください。 

 

【当面のスケジュール】 
日にち 内 容 

3/23（火） 
令和３年度時間割・シラバスの公開開始 

オンデマンドコンテンツの閲覧開始（manaba） 

3/29（月） 新入生向けWEBセミナー（Zoom開催） 

4/ 2（金） 新入生オリエンテーション（対面開催） 

4/ 5（月） 部活・サークル合同説明会（対面開催） 

 

 

  



３．授業受講に当たっての留意点（事前の環境整備など）について 

前期授業には「遠隔手法により実施する講義」があります。皆様におかれましては、オ

ンライン授業を受講する環境（光回線の契約、パソコン購入など）の整備をお願いいたし

ます。 

 

●受講端末の購入について 

端末は、パソコン、タブレット、スマートフォンのいずれでも受講可能ですが、レポー

トや卒業論文の作成、就職活動等、これからの大学での様々な学習活動を進めていくうえ

では、動作の安定したパソコンを持つことを推奨します。 

【推奨するスペック例】 

●CPU:Intel Core i3 以上，AMD Ryzen シリーズ 

 ●メモリ:8GB 以上 

●ストレージ:256GB 以上  ※HDD より SSD 推奨 

 

また、テレビ会議システム（Zoom）を利用したリアルタイム配信授業を受講する上で、

カメラ、マイク、スピーカー（ヘッドホン・イヤホン）が必要になります。近年のパソコ

ン（主にノートパソコン）やタブレット、スマートフォンでは、これらが内蔵済みの機種

が多く、これらを使用する場合はカメラ等を別途用意する必要はありませんが、必ず事前

にご確認ください。 

 

なお、令和３年度から，Microsoft 包括ライセンスを大学として契約することに伴い，前

期授業開始の早い時期を目途に，学生の皆さんも「Microsoft365（旧称 Office 365）」

（Word・Excel・PowerPoint 等の Office 製品をパソコンにインストール又はクラウド利

用できるサービス）が利用可能となります。つきましては，新規でパソコンを購入される

方は，Word・Excel・PowerPoint 等の Office 製品の購入は不要です。 

Microsoft365 が利用可能になりましたら、manaba（マナバ）及び情報総合センターホ

ームページでご案内いたします。なお、利用可能の案内があるまでは、Office 製品の代替

として、互換ソフト「OpenOffice」または「LibraOffice」を利用してください。 

 

【参考】 

・OpenOffice（Office 製品互換ソフト） 

  https://www.openoffice.org/ja/ 

・LibraOffice（Office 製品互換ソフト） 



 https://ja.libreoffice.org/ 

・小樽商科大学情報総合センターホームページの URL 

 https://www.otaru-uc.ac.jp/center/ 

・小樽商科大学大学生協ホームページ「受験生・新入応援ページ」の URL 

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

 

●ネットワーク環境構築について 

 オンライン授業を受講するうえで、講義資料のダウンロードやリアルタイム配信授業受

講等によりデータ通信量が膨大になる可能性があるため、データ通信料が無制限のネット

ワーク環境（光回線等）を用意することを推奨します。 

 

●遠隔授業に必要な機器の貸出について 

経済的理由や引越の都合などにより、ネットワーク環境、受講用端末等の準備ができな

い方は、学生サポート窓口（ouc-edu-support@office.otaru-uc.ac.jp）までご相談くだ

さい。 



【参考１】 

◇◆Zoom接続にあたり事前にご確認いただきたいこと◆◇ 

 

①PC から Zoomへの接続が可能であることをご確認ください。 

（Zoom を使用したことのない方は、以下の「Zoom について」の項目をご覧ください） 

※PC が準備できない場合、タブレット、スマートフォンのいずれかで接続してください。 

 ※Zoomのアプリをインストールしたうえで、Zoom に接続することをお願いします。 

 

②必要な通信速度（ダウンロード 50Mbps 以上を推奨）のインターネット環境から接続してください。 

 ※「インターネット 速度テスト」で検索すると、通信速度を計測することのできるウェブサイトが表示

されます。 

 

③参加者のプライバシーへの配慮のため、他者の出入りがない場所から Zoom にアクセスし、ご参加くださ

い。 

 

④参加者の皆さまのプライバシー保護の観点から、以下の行為はお控えくださるようお願いします。 

 ・講座等の録画や録音、スクリーンショットや携帯電話などでの画像撮影 

 ・授業内容や他の参加者の方の情報を SNS 等に投稿すること 

 

 

 

Zoomについて 

 Zoom（ズーム）とは、複数名の同時参加が可能な、映像と音声のオンライン会議ができるサービスで

す。招待を受けた側（主催者でない方）の Zoomサービスのご利用は無料です。 

 

［Zoom 公式ホームページ］ 

https://zoom.us/  

 

■ご準備いただく物 

・PC 

・カメラ及びマイク（PCに内蔵されていない場合はご用意いただく必要があります） 

 ※戸外の雑音などが入る環境の場合は、イヤホンマイク、または、マイク付きヘッドセットを推奨しま

す。 

・インターネット接続環境（有線 LANによる接続が可能な場合、WiFi 接続よりも有線 LAN 接続をお勧めし

ます） 

 



【参考１】 
■接続方法 

 初めて Zoomを利用する際、接続する方法は複数ありますが、事前にダウンロード及びアカウント登録を

しておく方法を推奨します。 

 

1.Zoomの公式ホームページにアクセスします。 

 https://zoom.us/  

 

2.画面右上の「サインアップは無料です」というボタンをクリックします。 

 

3.メールアドレスを入力し、サインアップのボタンをクリックします。登録したメールアドレスに、確認用

メールが送信されます。 

 

4.確認用メールを開き、「アクティブなアカウント」というボタンをクリックします。ボタンがクリックで

きない場合は、記載されている URLをクリックします。 

 

5.表示された画面で必要事項を入力し、「続ける」をクリックします。 

 

6.「仲間を増やしましょう」と表示されますが、ここはスキップして構いません。「私はロボットではあり

ません」にチェックを入れてください。CAPTCHA（ロボットではないことを証明するためのテスト）が

表示された場合は、指示通りに回答し、「確認」をクリックします。「手順をスキップする」をクリック

すると、アカウントの作成が完了します。 

 

7.当日は本学が指定する URL にアクセスすることで、ご参加いただきます。 

 また、ID・パスワードが求められる場合は、併せて本学が指定する ID・パスワードをご入力ください。  

 

★インターネット上の様々なサイトで、Zoom の接続方法の詳しい説明や YouTube 動画などが掲載されて

います。操作方法にご不安がある方は検索してみてください。 

 



【参考２】 

令和３年度 学部新入生オリエンテーション 

オンデマンド資料（3/23公開予定） 
 

 

 新入生への説明資料として，「新入生Webセミナー（3/29）」と「新入生オ

リエンテーション（対面）（4/2.4/5）」での説明に加えて，大学生活に関する

さまざまな情報を『オンデマンド資料』とし，学修管理システム「manaba」

で閲覧できるよう，準備いたします！ 

 

 大学生活を過ごすために必要な連絡事項をまとめていますので、授業開始前

に必ずお目通しください！ 

 

３月２３日（火）に公開予定です。 

 

No タイトル 担当係等 

1 教育課程及び授業科目の履修方法 学部教務係 

2 講義で利用する「情報ネットワーク端末」について 教務企画係 

3 外国語オリエンテーション（昼間コースのみ） 言語センター 

4 学園生活について 学生支援係 

5 
保健管理センター・学生なんでも相談室利用案内お

よび学生定期健康診断について 
保健管理センター 

6 本学の特色ある教育 
国際交流室、学部教務係、

CGS教育支援部門 

7 留学制度について 国際交流室 

8 情報総合センターの利用について 情報総合センター 

9 附属図書館の利用方法について 利用者支援係 

※オンデマンド資料のタイトル・内容は，変更になる可能性があります。 

 



【参考３】 

★学修管理システム「manaba」の利用方法 

（インターネットの検索画面で、「小樽商科大学 manaba」で検索） 

１．manaba にログイン！（URL：https://otaru-uc.manaba.jp/ct/login） 

 

※ユーザ IDとパスワードは別途郵送等によりお知らせしています。 

 

 

２．「令和 3 年度 新入生オリエンテーション」コースをクリック！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://otaru-uc.manaba.jp/ct/login


【参考３】 

３．「コースコンテンツ」をクリック！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．「新入生オリエンテーションの資料・動画コンテンツ」をクリック！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考３】 

５．表紙のタイトルの順番でコンテンツが用意されるよ！ 

 

※上記画面は一例です。表示されたものを順番に見てね！ 
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