医学部生のための医学電子書籍セット

電子辞書

講義・臨床実習・国家試験対策で、持ち運んで勉強できます。
電子書籍なら、持ち運びも検索もラクラク
電子書籍ならかさばりません
紙版で揃えたらなんと約11kg!毎日持ち運ぶのは大変です。電子書籍な
らスマホやタブレットに何冊も入れておくことができます。

専用ビューアアプリで
複数コンテンツの同時検索も可能
専用の学習ビューアアプリを使用することで、ダウンロードした全てのコ
ンテンツを一括で検索できるほか、
マーカー・手書きメモ・付箋などにも対
応します。

3台までの端末で閲覧が可能
VOICE

1つのアカウントで3台の端末に電子書籍をダウ
ンロード可能。スマホやタブレット、自宅のパソコ

先輩の声

医学の専門書は重くてかさばるものが多いので持ち運びが大変

ンで閲覧ができ、マーカー・手書きメモ等の記入

ですが、専用ビューアアプリを使うとタブレットやスマートフォン
でいつでもどこでも簡単に閲覧することができるので非常に効
率的に勉強ができます。検索機能が充実しているので講義や実
習で気になったことを空いた時間に手早く調べたり、大事なとこ
ろにはマーカーの印やメモ・付箋を加えて試験前など必要な時に
見直したりしています。

内容も3台で同期します。
※電子書籍の利用には、閲覧端末としてスマートフォン・タブレット(iOS/Android)、
パソコン
(Mac/Windows)が必要です。また、大学生協の電子書籍販売サイト
「VarsityWave
eBooks」
の会員登録が必要になります。

※対応OS:Windows 7・８・１０、Mac OS X 10.10〜10.13以降、iOS 8.0〜10.2以降、
Android 4.4〜8.0

電子書籍版はスマホの他、タブレットやパソコンでも利用できます。
６年間常に持ち歩いて活用いただくためにも、電子書籍版をおすすめしています。
講義だけでなく臨床実習・国家試験対策の場面でも活用できます

医学書の改版サイクルは４〜６年と言われています。この基本セット
は、新版を買い換えず在学中の学びを支える
「６年間レンタル」
利用
とすることで、低価格を実現しました。

医学書基本４点セット

1

医学大辞典

解説項目52,000の圧倒的な情報量と信頼性!その解
説は初学者にもわかりやすい記述になっています。表・
写真・イラストも2,500点以上が収録され、正しい理解
を助けます。

フルカラーの図解を中心に構成した紙面で、解剖学・生
理学の高度な内容をやさしく学べる教科書として評判
です。ひとつのテーマが見開きで完結するよう編集。重
要事項をコンパクトにまとめてあり、読みやすく理解し
やすくできています。※本商品は閲覧期限はありません
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ステッドマン医学大辞典

4

医学書院

3

６年間レンタル

メジカルビュー社

６年間レンタル

今や世界標準の医学辞典として確固たる信頼を得てい
るStedman s Medical Dictionaryは、医学分野を代
表 する英 和・和 英 辞 典 。図 も 豊 富 で 、カラー 表 記 、
56,000語の発音音声付きです。

人体の正常構造と機能

日本医事新報社

内科学
朝倉書店

６年間レンタル

日本初の本格的内科学書として誕生し信頼を集めてき
た『朝倉内科学』。国家試験出題基準を満たすととも
に、様々な疾患に関連する項目を網羅し、内科学に要求
される広い範囲に応えた内容です。
※本商品は改版があった際に、無料でアップグレード対応い

たします
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医学書院標準シリーズ2018

医学書基本４点セット

基礎セット(全10冊)

紙版では
82,944円のところ

「6年間レンタル」
利用で
紙版の半額近い金額でご提供

<主に1〜2年次で学習する、基礎医学講座に必要な標準医学シリーズ>

●標準解剖学 ●標準組織学 総論 ●標準組織学各論 ●標準免疫学 ●標準生理学
●標準病理学 ●標準細胞生物学 ●標準生化学 ●標準薬理学 ●標準微生物学

54,000

(税込)

円

レンタル期間中に改版があった際は、
無償で改訂版を提供保証

紙版では
89,208円
のところ

45,360

(税込)

円

ご購入いただく電子書籍セットは
「ページ移動」
「アノテーションの付加」
「各種検索」
について利用データを取得しております。取得したデータは
「セット商品の改善」
「より良 い 活 用 方 法 の 提 案 」を目 的として 利 用 させ て い ただきます 。V a r s t i y W a v e e B o o k s の 個 人 情 報 保 護 方 針 はこちらからご 確 認ください 。
https://coop-ebook.jp/ 千葉大学生協の個人情報保護方針はこちらからご確認ください。https://www.univcoop.jp/chiba-u/etc/etc̲55.html
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私もおすすめします！
EX-wordの大学生用2019年モデルがスゴイ！インターフェースの刷新，液晶パネルの大型化，より明瞭な音声再
生と，旧モデルからパワーアップして，さらに「使いやすく，見やすく，わかりやすく！」なりました。小さなボディに
は，英語系・国語系辞典，TOEIC対策の学習教材，専門用語辞典等，信頼のおけるコンテンツが190種類詰まって
います。4年間の保証も付いているので，授業，研究，学習，生活，趣味から就職活動まで，オールラウンドに４年間
の大学生活をサポートします。しかもこの大学生用モデルAZ-SRシリーズを購入できるのは大学生協だけで，学
割価格なのでお買い得です。EX-wordを手に取って，驚きのコンテンツと機能を体験なさってみてください。

教育学部 教授

西垣 知佳子
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大学生にふさわしい電子辞書を
おすすめします！
収録コンテンツの違う２つの
「大学生モデル」
をご用意致しました。
詳しいコンテンツ内容はメーカーホームページでご覧いただけます。

英語強化モデル
4

年間
在学保証

英文を読むために編集され、
リーディング教材や専門の文献・論文ま

千葉大学では入学時TOEFL ITP®テストを実施しています。また大

ラス」
や専門分野の文献を調べる際に大活躍の
「オックスフォード現

TOEIC/TOEFLの数値が提示されているものがあります。大学時代

代英英辞典」
など英語辞典が充実しています。文系モデルならば古文

台数限定

英語強化モデル限定コンテンツ

学で実施している留学プログラムには参加要件の英語力の目安に
のTOEIC/TOEFLの受験は必要不可欠となっています。大学生モデ

ルの電子辞書には2016年に変更された新試験対応のTOEICコンテ

辞典には載っていない理系用語や専門表現を収録した
「自然科学系

ンツ
（2016年発売の高校モデルにはありません！）
や高校モデル収録

リーズ、
「NHKラジオ英会話」
シリーズなどを収録するなど、英会話学

容となっています。

英和大辞典」がさらに収録されています。また
「キクタン英会話」
シ
習コンテンツも豊富です。

のものにさらに英単語・熟語集が加わったTOEFL対策など充実の内

AZ-SR9800
税込

新英和大辞典

新和英大辞典

ロングマン英英辞典

￥37,800

税込

本体+第二外国語カードセット

経済・ビジネス・就職対策
高校生と大学生の大きな違いは
「就職活動がある」
ということです。大学モデルの電子辞書には
「史上最強 SPI＆テストセンター超実践問題集」
「ダン

トツ一般常識+時事一問一答問題集」
などの就職活動対策のコンテンツ、
また社会への見識を深めるための経済・株式・金融などの用語辞典も多数

収録コンテンツ

収録しています。

▲

詳しくはこちら

https://web.casio.jp/exword/AZ-SR9800/

在学保証

TOEIC・TOEFL

で対応可能、翻訳家も愛用する
「リーダーズ英和辞典」
「リーダーズプ

圧倒的な英単語・熟語量で「英語」を使いこなすための辞書

￥34,000

4年間

英語・英会話・留学

英語の検索に適した
「新英和大辞典」
・理系モデルならば一般の英和

電子辞書本体のみ

理系強化モデル

大学生モデルの特徴

オックスフォード辞典各種

豊富な専門用語を手に入れ、語学の土台を築くための辞書
台数限定

理系強化モデル限定コンテンツ

従来モデルより機能が大幅改良されています

AZ-SR9850
￥34,000

税込

電子辞書本体のみ

2016年
モデル
理化学英和辞典

2019年
モデル

税込

超の演算処理能力を実現しています。

■キーボードは早打ちに対応、ボタン幅が広がりさ

▲
自然科学系和英大辞典 自然科学系英和大辞典

どうして大学生モデルが必要なの？
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■大口径スリムリフレクションスピーカーを搭載

らに打ちやすくなっています。

https://web.casio.jp/exword/AZ-SR9850/

千葉大学は平成26年に文部科学省の
「スーパーグローバル大
学等事業」
に採択され、
「 700科目の英語での授業を実施」
「入
学定員の半分(1,200人)が留学」
など独自の数値目標も打ち出
しています。大学受験の為の英語から留学時に使いこなせる英
語にするためには高校時代の電子辞書では語彙不足なのが現
実です。

りさらに見やすく・表現力が格段にアップしました。

■CPUが2010年以来の大幅改良、従来の約４倍

詳しくはこちら

1

いイワタUDゴシック/イワタUD明朝体の採用によ

高音質な音声を実現しています。

収録コンテンツ

千葉大は
スーパーグローバル大学に
選ばれています

■高精細WVGAカラー液晶画面を採用＆目に優し

し、低音域強化及び新圧縮方式OPUS採用でより

岩波 理化学辞典

本体+第二外国語カードセット

￥37,800

サポートセンター
で実機を展示
違いを直に体験
して下さい！

2

電子辞書だからこそ
出来ることがあります

スマートフォンアプリやウェブサイトを利用すれば多くのことを
調べられることは確かです。ただスマートフォンで専門用語を
素早く調べることは難しく、多くの辞書・百科事典に跨って語句
を検索
（ジャンプ機能）
することも出来ません。実習先などでス
マートフォンが使えない場合も考え、電子辞書をお勧めしてい
ます。

第二外国語コンテンツ
本体とセット購入が大変お得です。本体をお渡しの際に引換券をお渡しし、履修登録確定後に対応するパッケージをお渡し致します。
ドイツ語セット
XS-SS04DL-B

アクセス独和辞典
アクセス和独辞典

文法中心 ゼロから始めるドイツ語
口が覚えるドイツ語

フランス語セット
XS-OH29DL-B

ロワイヤル仏和中辞典
プチ・ロワイヤル仏和辞典
プチ・ロワイヤル和仏辞典

文法中心 ゼロから始めるフランス語
口が覚えるフランス語

スペイン語セット
XS-HA09DL-B

西和中辞典
現代スペイン語辞典
和西辞典

イタリア語セット
XS-SH25DL-B

伊和中辞典
和伊中辞典

文法中心 ゼロから始めるイタリア語

ロシア語セット
XS-SA28DL-B

コンサイス露和辞典
コンサイス和露辞典

文法中心 ゼロから始めるロシア語

文法中心 ゼロから始めるスペイン語

中国語セット
XS-SH24DL-B

中日辞典
日中辞典
中日辞典新語･情報篇

韓国語セット
XS-SH26DL-B

朝鮮語辞典
日韓辞典

文法中心 ゼロから始める韓国語

文法中心 ゼロから始める中国語
口が覚える中国語

第二外国語(諸外国語)ですが、専用パッケージをご購入頂き、Windowsパソコンからのダウンロードになります。尚、Macをお持ちの方はライ

フセンターサービスカウンターにて対応いたします。詳しくはお渡しする引換券をご覧ください。
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朝鮮語辞典
日韓辞典

文法中心 ゼロから始める韓国語

文法中心 ゼロから始める中国語
口が覚える中国語

第二外国語(諸外国語)ですが、専用パッケージをご購入頂き、Windowsパソコンからのダウンロードになります。尚、Macをお持ちの方はライ

フセンターサービスカウンターにて対応いたします。詳しくはお渡しする引換券をご覧ください。
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