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大学生活

スタートアップ講座 2022

全国の新入生とオンラインでつながる
ドキドキを「ワクワク」に変える新入性のためのレッスン

高校までとは何もかも違う大学。大学生活を充実させるためには最初のスタートダッシュが肝心。自分の目標を見つ
け行動を起こし続ければ未来は大きく変わるはず！その最初のきっかけをつくるのがこの講座です。
大学生活や将来がふあんなのは自分だけじゃありません。同じ想いを盛った全国の新入生と一緒に大学生活をスター
トしてみませんか？

プロの講師による動画教材

Point 1

やりたいことが見つからない、自分には何が合うのか分からない、と
いった不安を「プロのカウンセラーʹΑΔಈըࡐڭʯͱʮࣗݾੳʯ
Ͱղফʂ

講座動画の内容
（約20分×3本）

˞υΠπޠɾϑϥϯεޠɾதࠃޠɾϩγΞޠɾޠࠃؖɾεϖΠϯ͔ޠΒબ
˞ߪೖޙɺ
ཤम͢Δୈ̎֎ࠃ͕ޠมߋʹͳͬͨ߹ɺ
ަ͢·͍ͨ͠ɻ

Point 2

お申し込みは WEB 受注サイトから申込してください。
宅配でお届けします。

●大学生と高校生の違い
●大学生活と大学の学びを充実させるためのコツ
●就職活動や将来を見据えたキャリアデザインの描き方

自己分析ツールで自分を知る

自自己分析ツール（SEQ）を受診することで、自身の強みと課題を知
り今の自分を客観的に見つめます。
※SEQ の受診料は受講料に含まれています
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Point 3

全国の新入生と交流する。つながる。

自分のワークシートと先輩の体験談をもとに新入生同士で 90 分の
グループセッションを行います。聞くだけでなく、「大学生活でやり
たいこと」「できること」を話し合います。
講座日程
講座概要

詳細・お申し込みについて
講座名
講座概要
講座日程
受講料

大学生活スタートアップ講座

online2022

動画教材による事前学習、SEQ 受診２回と解説
オンライン交流セミナー（約 90 分 ×1 回、約 60 分 ×2 回）

●講座の詳細、日程、お申込み方法は
以下の二次元バーコードより
web サイトにてご確認ください。
●受講にはインターネット環境が
必要となります

1 〜 4 月に Day１をスタート、その後夏休み前までに計 3 日間
（詳細は Web でご確認ください）
全国の
新入生対象

組合員価格

9,000

※SEQ 受診料を
円（税込） 含みます。



詳細
お申し込みは
コチラ
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英語学習アカデミックパックは、大学生にとって必要な「自分で学ぶ力」を身につけ、自律学習の習慣
化を促すためのオールインワン学習支援パッケージとして、大学生協とアルクの共同企画として 2005
年からこれまでにのべ 20 万人の新入生に提供されています。
英語学習アカデミックパック
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「TOEIC®スターターキット 講座動画付」
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●10:00 〜 11:30

TOEIC スターター
キット 800
●13:00 〜 14:30
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英語学習アカデミックパック

「TOEIC®スターターキット８００ 講座動画付」
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