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※パソコンは台数限定のため期間内に終了する
　場合がございます。ご了承ください。

保護者の方と
ご一緒にご覧ください

お申込みは早目に
お願い致します

重 要
教科書購入
教科書購入の流れから
おおよその購入金額

電子辞書
大学生モデルが必要なわけ
こんな活用方法

英語学習教材
入学前準備として
在学中のTOEICスコアアップに

ノートパソコン
授業・レポートから就職活動まで
とにかく４年間安心

このパンフレットはダウンロードできます 桜美林生協　新入生応援サイト2019 検　索

入学までに何を準備する？

自信をもっておすすめします。学習教材は大学生協から！
大学の学びにはこれが必要

購入ガイドブック
教科書・英語学習教材・電子辞書・ノートパソコン2019年度

桜美林学園消費生活協同組合

申込期間5月13日（月）まで
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■教科書購入の流れ

■大学生活の4年間

■入学前に準備しよう！ 『入学前の英語事前学習』のご案内 Part.1
　アルク英語学習 アカデミックパック TOEIC®スターターキットPlusのご案内

■入学前に準備しよう！ 『入学前の英語事前学習』のご案内 Part.2
　朝日出版社 u-CATのご案内

■電子辞書大学生協モデル
　大学生には大学生向けの電子辞書

■自動車運転免許の取得

■旅行／留学／資格

■桜美林生協おすすめ「学習用パソコン」

■パソコンの一日の活用例

■入学前に準備しよう！ 初～中級者向け安心・頑丈パソコン（Windows）
　DELL 大学生協オリジナルモデル Inspiron13 5370（おすすめモデル）

■入学前に準備しよう！ 手書き対応！ペンタブレットパソコン（Windows）
　Microsoft 大学生協オリジナルモデル Surface（チャレンジモデル）

■「パソコンを買うならMac」とこだわりの方は、コチラ！
　Apple MacBook Air（Mac入門モデル）
　Apple MacBook Pro（Mac上級モデル）

■入学前に準備しよう！ セットプリンターはこちら！
　ブラザー 大学生協専用モデル

■基本セット商品／オプション商品

■Webでお申し込みいただける商品一覧

■桜美林生協パソコンならではのメリット！

■4年間ずっと安心して使えます

■パソコン購入についてよくある質問集

■お申し込み方法
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教科書購入の流れ

10%OFF
書籍
雑誌

桜美林学園生協
組合員

まずは生協に加入しましょう
組合員証のご提示で
書籍10%引き

町田キャンパス

（出資金はご卒業時に返還します）

※新宿キャンパスは、他社が教科書を販売します。
　大学からの案内をご確認ください。

『１年生　春学期　教科書費用』
必修科目12,000～20,000円・必修以外5,000～15,000円＝17,000～35,000円位
（学群・履修科目により個人差があります）

手続きはWebで
加入手続き締切までに
ご加入を1 教科書教材説明会2

４月５日（金）～４月８日（月）
（オリエンテーション期間）

必ず履修しなければならない必修科目の教科書をご購入いただきます。
教科書以外にもＵＳＢメモリなど必要な教材も販売いたします。
CASECテスト（秋学期に実施する英語習熟度テスト）のお支払いも同
時に受付する予定です。「教科書教材購入説明会」で配布いたしますお
申込書をご持参の上ご利用ください。学群、英語レベルなどによって購
入教科書が異なります。大学の指示に従いご利用ください。

必修教科書・教材購入3
４月９日（火）・10日（水）
（オリエンテーション期間） ●必修以外の教科書は、授業

がはじまってからご購入くだ
さい。履修された授業のシラ
バス（講義案内）を確認して必
要な教科書をお求めくださ
い。生協では、先生からご指示
を頂いた教科書を各種販売し
ています。

必修以外の教科書4
４月11日（木）～５月10日（金）

教科書販売は、キャンパス内　明々館 1階エントランスロビーで行います。
卒業旅行で海外へ！

※写真はイメージです。

3

「生協加入手続きのご案内」をご覧いただき、生協への加入手続きをお
済ませください。入試別に締切期日を設定させていただいております。
期日前の加入にご協力をお願いします。

オリエンテーション期間に「教科書教材購入説明会」を行います。各学
群ごとに実施いたしますので必ずご参加ください。教科書の購入方法を
ご説明。「必修科目教科書・
教材申込書」「CASEC 申込
書」なども事前配布します。
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大学生活の4年間

英語クラス分け
「プレイスメントテスト」

入学準備説明会

新入生歓迎会

インターンシップ

就職活動

入 学 式

定期試験

サークルに入る

アルバイトを始める

夏 休 み

学 園 祭
所属コース決定

（ビジネスマネジメント学群）

留　学
（GOプログラム）

専攻プログラム選択
（リベラルアーツ学群）

実　習演　習

卒業研究卒業論文

定期試験

春 休 み

内　定

運転免許の取得は大学生協で！
お得で安心、しかも早く取れます！

入
学
前

１
年
生

２
年
生

３
年
生

４
年
生

で き ご と学  事  日  程

合格！ おめでとうございます。

卒業！ おめでとうございます！

卒業旅行
P.11へ

  免許を取る（通学）
P.10へ

  免許を取る（合宿）
P.10へ

留　学
P.11へ

サークル旅行
P.11へ
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入学前の時間を有効活用して
英語力をＵＰしよう！

※2018年新入生の約7割が、
　入学を機にパソコンを
　購入しています。

生協の「学習用パソコン」なら、
4年保証・4年保険で安心。

※持ち運べる
　ノートPCがおすすめ

英語クラス分け
「プレイスメントテスト」

レポート作成

プレゼン作成

課題提出

留学先にもパソコンを

スキルアップ
（データ集計、グラフ作成）

就職活動は
パソコンが必須！

パソコンを使いこなせる社会人に！英語を使いこなせる社会人に！

英語の授業中や課題提出で
電子辞書は大活躍！
留学でも強い味方に！ 
「大学生モデルの電子辞書がおすすめ！」
ＬＡ学群は第二外国語でも
大活躍するよ！

使えるようにサポートします。

調子はいかがですか？

海外でもうまく使えましたか？

そろそろ故障する人も。
まだまだ保証期間内ですよ。

パソコン点検会

卒業まで使いこなそう！

説明会申込
エントリーシート提出
Webテスト   etc.

英語コアで課題提出

ＧＯプログラム
等で留学へ！

ＣＡＳＥＣ
（習熟度テスト）

大学在学中に留学に挑戦！
世界で通用する語学力を身につけよう！
グローバル社会に活躍できる人を目指そう！

申込は生協カウンターへ

ビジネス英語の勉強

長期＆短期
 留学にもトライ！

就職活動に向けて
TOEIC受験

内　定

短期的に基礎を学ぶなら
アルクの
「TOEICスターターキット」

長期的にしっかり力をつけるなら
朝日出版のｕ－ＣＡＴ

入
学
前

１
年
生

２
年
生

３
年
生

４
年
生

Ｐ.6へ

英　　　語 パ  ソ  コ  ン

Ｐ.7へ

Ｐ.8へ

楽しい旅行の動画編集

卒業論文

卒業研究
P.20へ

パソコン点検会
P.20へP.11へ

パソコン点検会
P.20へ

パソコン点検会
P.20へ

パソコン相談会
P.22へ

パソコン購入を検討

桜美林生協の
学習用パソコン
P.14 -19へ

P.12-13へ
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入学前に準備しよう！

『入学前の英語事前学習』のご案内 Part.1
桜美林大学では、グローバル時代の大学教育として英語教育に力を入れています。入学前にクラス分けのための英語テ
ストを行う予定があり、入学後も充実した英語の必修科目で英語の基礎力は、欠かせないものになります。
早い時期から英語学習を始めておくことは、非常に有効です。
また大学で実施されている国際交流、留学プログラムでの英語力、就職活動、社会に出てからの英語力が問われる時代
ですので必要不可欠なスキルと言えます。
英語を好きになって頂くため、そして授業やTOEICのスコアアップ対策ツールとして、この教材が皆さんのお役に立て
ることを願い、ご提案させて頂きます。

新入生特別価格

 9,800円（税込）

大学生に欠かせないTOEIC学習・英語学習のスタート教材短期集中型！

TOEIC
アルク英語学習
アカデミックパック

スターターキットPlus
Kit 0 英語に親しみを持つ

まず最初に読む導入のための一冊。
英語を身に付けると、どんな未来が広
がるのか、などヤル気を出すためのア
ドバイス満載です。
読み終わったら勉強したくなります。

Kit 3 TOEICテストの把握・体験
「なぜ大学生がTOEICなのか」、を含
めてわかりやすく紹介しています。
テスト構成・概要から、各パート別のア
ドバイスまでを収録し、ミニ自己診断
テストやCD付です。

Kit 1 英語学習の基礎を学ぶ
4年間の英語学習プラン作りのバイ
ブル、まさに“トリセツ”です。
TOEICテストの情報から効果的な英
語学習法など、学習のベース部分の
指南書です。

Kit 4 効率的・継続的にTOEIC学習
書籍『TOEIC(R)テストはじめての解
答技術』（アルク刊）をベースにした、
実践トレーニングブックです。
1日20～30分、標準学習期間は40日
間です。 Kit 6 学習カウンセリングシート（2回）

Kit 2 継続する力を身に付ける
日々の簡単な学習記録を付ける、「学
びの見える化」を促進する学習ダイア
リーです。
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 5 TOEICの実力試し・復習
本物のTOEICテストを知るために
必要不可欠な、フルサイズの模擬試
験に挑戦できます。復習に活用する
ための別冊解答・解説集も充実してい
ます。

Kit 7 英語で学び・考え・発信する
英語で考え・学び・発信するためのト
レーニングブックです。自然科学から
文化まで、内容を重視した素材で英
語の論理展開を学び、意見を述べる
力を身に付けます。

「今からやらなくても、必要になったらやろう」
  と思っている方はいませんか？

「聞く、話すには自信がないな…」
  と思っている方はいませんか？

「TOEICって何？必要かな？」
  と不安に思っている方はいませんか？

カウンセリングシート（2回）の提出者のみにプレゼントします

TOEICテスト
Essential Words320

（単語集）

TOEICテスト
Essential Grammar

（文法集）

留学＆ホームステイの
ための英会話
（体験版）

★学習サポートサイト（スマホ対応）
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。目標設定と
自動スケジュール機能、模試正答率をもとにし
た本試験スコア予測、学習クイズや教材活用法
の動画のほか、音声も全てスマホでOK。学習時
間のマイレージカウンターも備えています。

★カウンセリング(ウェブ・書面)　
学習前の「プランニングシート」、学習後の
「ステップアップシート」を基に、専門の英語
学習アドバイザーが、一人ひとり丁寧にア
ドバイス。学習期間中は何度でも相談を受
け付けます。学習相談もカウンセリング同
様、専門のアドバイザーが対応します。

追加送付教材3冊 日々の学習管理はスマホでOK！
PESM （Personal English Study Manager）

新入生新入生生特別価格生新 生

※『入学前の英語事前学習』のお申し
込み方法は、パソコン、電子辞書と
は異なります。同封の『入学前の英
語事前学習 お申し込み方法』をご
参照の上、お申し込みください。
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朝日出版社 u-CAT

※改訂のため表紙は異なります。ご了承ください。
※使用には、パソコンが必要になります。Macでは、ご使用頂けません。

大学生活4年間をサポート！
「u-CAT」(eラーニング)なら、あらゆるレベルの人に合う学習を提供、
実力を把握して自分のレベル、ペースで学習できます。

150問×3回
強化学習

復 習 成績表

100問×4回模試

「u-CAT」とは「u-CAT」とは
（ユーキャット）（ユーキャット）

効率よく、確実な
レベルアップを実現！

学習者の弱点を分析して
ピンポイントの克服対策！ 模擬テストの

スコアが瞬時に出てくる！

コンピュータが学習者の
実力を分析。個々人のレベルに
最も合った学習を提供！

　「u-CAT」1年間の学習の流れ（1年ごとに更新されます）ライバルに差をつける
英語学習は入学時からの
対策が肝心です。

インターネット学習でTOEICスコアを伸ばす4年間も使える！
4年間利用

新入生特別価格 9,000円（税込）

入学前に準備しよう！

『入学前の英語事前学習』のご案内 Part.2

●本番のTOEICテストでは問題が
　回収されてしまって答え合わせが
　できないけれど、u-CATだとすぐ
　に答え合わせができる！

●TOEICテスト未受験なので、間違
　えた問題に関しても丁寧な解答と
　解説が与えられることによって、弱点
　を知り、理解を深めることができて
　とてもよいです。

●自分のテスト結果に応じて調整され
　た練習問題が提供されることと、
　解答に対するフィードバックが即座
　に受けられることがよかった。

「u-CAT」を
体験した

先輩の声

500

●英語によるコミュニケーション能力を幅広く評価する世界共通のテストです。
●多くの大学・短大でTOEICがクラス分け・単位認定などで採用されています。
●多くの企業・官公庁が学生の採用、新入社員のレベルチェック、
　海外出張、昇進などに活用しています。

（TOEIC＝Test of English for International Communication）
TOEICテストとは？

1st Step

多くの企業が
就職活動の際に
学生に期待する
スコアです。

海外で買い物をしたり、
レストランできちんと
オーダーできるとされる
スコアです。

多くの大学院で
学力試験が
免除される
スコアです。

点

600
2nd Step

点

730
3rd Step

点

熊 澤  雅 子 先生
桜美林大学 グローバル・コミュニケーション学群
准教授 

4月26日(金)まで『入学前の英語事前学習』お申込み期間

※『入学前の英語事前学習』のお申し込み方法は、パソコン、電子辞書とは異なります。同封の『入学前の英語事前学習のご案内』をご参照の上、お申し込みください。

「その人の英語力に最も適し
た」TOEIC対策を提供する
eラーニングです。英語に自
信がある人もない人も、ひと
りひとりのための学習プロ
グラムを受けることができ
ます。

「その人の英語力に最も適し
た」TOEIC対策を提供する
eラーニングです。英語に自
信がある人もない人も、ひと
りひとりのための学習プロ
グラムを受けることができ
ます。

就職試験で重要視される英語能力試験
TOEICですが、出題形式や出題範囲が
大学入試とは異なり、試験対策にはそれ
に応じた準備が必要です。
アルクの教材は、TOEICの学習を初めて

する方に合った基礎的な問題を毎日短時間で解きつつ、少し
ずつTOEICに慣れるとともに学習習慣を身につけることができる
点で大変よく出来た教材です。また朝日出版社の教材はパソ
コンによるe-ラーニングを使い自分のレベルに合った教材の
みを自分のペースで学習できます。長期4年間利用可能である
ところも長期戦が必要なTOEIC対策に相応しいと言えます。
TOEICは意外とスコアアップに時間が掛かります。就職試験に
使えるハイスコアを目指すなら準備開始は1年生の早い時期
からがお薦めです。
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ドイツ語 フランス語 スペイン語

イタリア語 ロシア語 ポルトガル語

中 国 語

韓 国 語

電子辞書大学生協モデル

大学生には大学生向けの電子辞書
桜美林学園生協が新入生におすすめしている電子辞書は、大学生が使用実態や様々な要望を反映した大学生の
ためのモデルです。充実したコンテンツと便利な機能で専門性の高い学習や、就職活動まで幅広く頼もしくサポー
トします。大学生モデルの電子辞書を、高校で使用していた電子辞書と、しっかり比較してみてください。

大学生協オリジナルモデル注文番号

K-1
※第2外国語コンテンツは
　付いていません

新入生特別価格

34,000円

ＡＺ－SR9800

（税込）

収録コンテンツ・大学生モデルの違いについては同封の別刷りチラシをご参照ください

第2外国語は
コンテンツ追加で対応
第2外国語を履修する方はコンテンツを
追加できます

大学生専用モデルならではの

お得＋安心仕様!
大学生特別斡旋価格1

特 典

2
特 典

3
特 典

お得な価格設定は大学生専用モデルならでは！

メーカー保証を最長4年間に延長！

保証対象外の修理料金も割引に！

在学保証【最長4年間】

修理代金割引

●特典2 

●特典3

在学期間保証【最長4年間】
通常1年間のメーカー保証が
大学生協専用モデルは4年間
修理代金は生協特別料金にて対応
メーカー保証外の修理には生協特別料金にて
対応します。また、学内にある生協が修理窓口
なのでいつでも相談できて安心

【よくある修理の例】
（例 落として画面にヒビがはいってしまった!?
　　症状：液晶割れ 一般修理価格：11,340円

→大学生協特別価格5,400円

）

お買い得限定セット

第２外国語のコンテンツは4月の履修が決まってから「期間限
定特別価格」でご購入いただけるので安心です。本体を購入
すると第2外国語コンテンツが特別価格で購入できる「利用
券」がついています。4月に第2外国語の履修がきまったら生
協店舗にてご購入ください。
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電子辞書は調べるだけの機器ではありません
学習するためのツールです

１）イングリッシュトレーニングジム

２）発音トレーニング

3）学習コンテンツ

こんなに違う！

収録見出し語数

複数辞書検索によるヒット数

就活系コンテンツ数

大学生モデル高校生モデル
AZ-SR9800AZ-K4700edu VS

約2.9倍!

約6倍!

就活にも
有利！

リーダーズ英和辞典第3版
約28万語

［absolute］を複数辞書検索した場合
約530ヒット

SPI・一般常識・日経TEST系
5コンテンツ

ジーニアス英和辞典第4版
約9万6千語

［absolute］を複数辞書検索した場合
約90ヒット

0コンテンツ

電子辞書の購入についてよくある質問集

大学生モデルの電子辞書が必要ですか？
高校まで使用していた電子辞書と、大学生が使用する電子辞書
の大きな違いは、収録されている語彙数が大幅に増えているこ

と、専門用語が非常に多く載っていることです。大学在学中に、英語の４
技能（Reading,Writing,Listening,Speaking&Communication）を
確実に習得することが必要です。おすすめする電子辞書には、専門用語
にも対応した英和大辞典ほか収録し英語論文に活かせます。TOEIC教
材・TOEFL教材を収録し学業・就職活動・社会人としてのステップアップ
として役立ちます。また英会話教材としてのラジオ講座等も収録されて
おり、コンテンツも充実しています。

紙の辞書をもっているけど？
もちろん紙の辞書を使用し「引く・読む」ことの重要さは大学で
変わることはありません。しかし、電子辞書は紙の辞書にない便

Q
A

Q
A

利な機能があります。数十種類に及ぶ高度な辞書から一括して即座に
調べたい単語を検索できるだけでなく、英和から国語へ、英英から英
和へといった具合に、辞書から辞書へより深く探求していけるのが電
子辞書のメリットです。「単語」の意味を１つしか取るのでなく、広く深く
理解できる機能をもつ電子辞書が必要になります。また小さくてコン
パクトな電子辞書は、紙の辞書より置き場所もいらず、持ち運びに
も便利です。

スマートフォンでも調べられる？
スマートフォンでは専門用語を素早く検索することは難しい
です。無料のアプリなどは貧弱で、間違った解釈の場合もあ

ります。電子辞書に収録されている辞書は多岐にわたります。大学
で本格的に語学や専門科目の勉強をするなら、電子辞書をおすす
めします。

Q
A

電子辞書を大事に使うために
電子辞書の修理で落下・圧迫による液晶画面の破損が一番多いです。特に持ち運び
時にカバンの中で衝撃が加えられて破損しているようです。電子辞書をご購入され
ましたら、なるべく液晶を保護するシートや電子辞書ケースに入れて持ち運びをして
ください。生協で販売しております。

近年は、調べるという辞書としての役割に加え、
参考書や問題集、動画やラジオ英語講座を収録
し、学習ツールとしての役割を両立させています。
中でもネイティブ発音によるスピーキングやリ
スニングなど英語学習をサポートするコンテン
ツが好評を博しています。 

英語学習におけるボキャブラリー、リスニング、スピーキングの
進捗状況を確認できる機能。
現在の英語の習得レベルや学習ペース・目的にあわせて最適な
コースを選択します。

英語の文章を録音して採点、専門家の的確なアドバイスでネイ
ティブのような英語発音を目指します。
発音は採点され、グラフ化されることにより、弱点を認識し、繰
り返し学習するモチベーションにつながります。

英会話トレーニング、TOEICテスト問題集、SPI＆テストセン
ター問題集（就活）など。
詳しくはメーカーホームページhttp://casio.jp/をご参照ください。
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自動車運転免許の取得

運転免許は大学生協で！

通学免許

通
学
免
許

合
宿
免
許

４月
空き 空き 空き 普通 やや混み やや混み 普通 空き 空き やや混み 超混み 超混み

空き 空き 空き 空き 超混み 超混み 空き 空き 空き やや混み 超混み 超混み

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

合宿免許

大学生協だからお得で安心！ しかも早く取れます！

https://www.withnavi.org/drive/
ホームページでもお申込み可能です。

自動車運転免許は、１～２年生のうちにとりましょう！

●教習所　年間受付・混雑カレンダー

大学生協の運転免許プラン

● 生協提携校はすべて『実施試験免除』の
　 公安委員会指定教習所です。
● 生協店舗スタッフと教習所は日常的に連絡
　 を取り教習中の要望・相談にお応えします。
● 大学生協は組合員が教習所を卒業する
　 までサポートします。

大学生協
だから

大学生協
だから

大学生協
だからお 得お 得 安 心安 心 早く取れる早く取れる

コンビニや直接教習所に
申し込むより安い！

卒業するまでサポート！
だから安心です。

一般よりも技能教習が
優先的に取れます。
● 各教習所の一般入校の方よりも、
　 技能教習が多く取れ
　 　　　　スムーズに進みます。
● 結果として
　 早く卒業することが可能です！

● 入学から卒業までの
　 基本教習費用がパックされています。
● 教習所基本代金より
　 3,240円～最大78,840円お得！
● 技能検定料は合格するまで何度受けても
　 追加料金がかかりません。

大学生協の
得意分野

※入学前の取得もご検討ください。右の「新入生・推薦生特集号」をご覧ください。

自宅から通学して免許を取得

今取る！キャンペーン
《春～初夏》

●授業期間やサークル活動との両立OK。
●大学から送迎バスのある教習所もあり。
●首都圏82校と提携。自宅の近くにも。

・大学生協限定特典
・教習所オリジナルサービス

夏の合宿
・6月～9月に教習
・4月中に満席になる場合もあるので早めの申込を！
・日程調整ができれば空いている6-7月もおススメ

秋の合宿
・10月～12月に教習
・年内に取得可能
・卒業直前の4年生向け

春の合宿
・1月～4月に教習
・混雑します！ 早目の申込を！

今取る！キャンペーン
《秋～冬》
・大学生協限定特典
・教習所オリジナルサービス

夏の短期
スケジュールコース
・通学生で最も早く卒業可能
・安心パック併設

春の短期
スケジュールコース
・通学生で最も早く卒業可能
・安心パック併設

地方の教習所で、合宿で取得
●最短13日で取得可能。
 （AT車の場合。MTは15日から）
●往復交通費支給。
 （切符支給や上限のある教習所一部あり）
●早めに申し込むと大変お得に。

（7月受付開始） （10月受付開始）（４月受付開始）



11

旅行 ／ 留学 ／ 資格
大学時代の4年間で経験できることは勉学だけではありません。
講義以外の旅行や留学、資格取得なども、大学生協でサポートします。

■スペシャル学割（国内、海外）

桜美林大学は、大学の留学プログラムが非常に充実しています。
生協でも短期・長期の語学留学をご紹介しています。
ご検討ください。

● TOEIC®Testは、生協カウンターでお申込いただけます。
● 公務員、会計士などの資格のためのスクールもご紹介しています。

■テーマのある旅（海外）

◎ゼミ・サークル合宿、スノボ・スキー、卒業旅行なども是非生協でお申し込みください。

※大学生協で教習所・旅行等を申し込むには、生協への加入が必要です。
※町田キャンパスにお越しいただけない場合は、大学生協トラベルサポートセンターよりお申込いただくことができます。

大学生協トラベルサポートセンター：東京都新宿区市谷田町3-24-1　TEL 03-5261-9101　FAX 03-5261-9521
　　　　　　　　　　　　　　　　 営業時間  平日 10：00～17：30（日曜・祝日は閉店 ／ 土曜日の営業はお問い合わせください。）

大学生が行きやすい時期に、人気のエリアを格安でご案内しています。
毎年大人気のプランです。
（2018年度実績　沖縄、札幌、USJ、台北、香港など）

詳しくは、桜美林生協町田店カウンターまでお越しください。

旅 行旅 行

留 学留 学

資格・検定資格・検定

普通の旅行ではつまらない！
異文化体験、平和について考える、ボランティア、海外事情の視察など、
大学生協があなたらしい旅探しをお手伝いします。
相談会も開催していますので、是非ご検討ください。

詳細は
こちらより

大学生協テーマのある旅
http://travel.univcoop.or.jp/pkg/index.html
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桜美林生協おすすめ「学習用パソコン」

桜美林大生のパソコン使用実態

桜美林生協「学習用パソコン」の特徴

■ 必修科目「コンピュータリテラシー」
　  Word／Excel／PowerPoint

■ 履修登録／e-Campus／Gmail
　 さくら～にんぐ（e-learning）

Wordでレポート、
レジュメ実技、それから、
PowerPointで発表も

あるよ！

耒代 誠仁 先生
桜美林大学

リベラルアーツ学群
准教授

きただい あきひと

桜美林大学では、PCを使ってe-Campusと呼ばれる大学システムから履修登録
を行います。授業の情報などはこのシステムを使います。大学からのお知らせや先
生との連絡はシステムと連携しているGmailで。さくら～にんぐ（e-learning）は
授業理解を深めるための自習プログラムです。

■ 桜美林大学の実態にあった機種選定
●桜美林大学の先輩が、パソコン展示会に参加し、機種を選定しました。
●「Microsoft Office」なしのモデルを提案しています。
　桜美林大学の学生は、Microsoft Office 365のソフトを無償でインストールして使用することができます。
　入学後にアカウント取得ができましたら、インストール可能です。それまでお待ちください。

■ 4年間でパソコンを使いこなせるセット、サポート
「パソコン苦手です。設定を全部やっていただけますか？」というお問い合わせをよくいただきますが、4年間でパソコン
を使いこなせるようになってもらいたい、というセット提案です。大学生活の第一歩として、ぜひパソコンにチャレンジし
てみてください。
●自分で設定できる「セットアップテキスト」。
●「パソコン活用読本」で最新情報をチェックしながら、パソコンのスキルアップ。
●困ったときは「無料電話サポート」（1年）か、生協店舗でご相談ください。

桜美林大学では、どの学群の学生も１年次に「コンピュータリテラシーⅠ」を
履修します。教室内のWindowsパソコンを使用して、Word,Excelなどの
基本操作をしっかり学習した後、ゼミ活動で必修となるプレゼンテーション
技能を習得するためにPowerPointの学習を行っています。

「コンピュータを使う人になるか？コンピュータに使われる人になるか？」と問われたら、皆さん
はどちらを選びますか。機械学習が労働者の雇用を脅かす社会では、コンピュータを扱うスキ
ルの高さが人生を変えます。自分専用のPCを所有し、情報技術に関する授業※で学んだ技術
を実践することは、スキルを高める近道です。本学では、在学中のMicrosoft Office 365の
無償提供を通して皆さんが所有するPCの活用支援を行っていますので、PCを持っていない人
は是非購入を検討してください。なお、購入の際にはコンピュータウイルスや故障などのトラ
ブルを見越した選択をお願いします。大学生活の4年間は、最初から最後までサプライズの連
続です。「リスクは抑えてチャンスを活かす」、そんな大学生・社会人になってください。

※Windows 10＋Microsoft Officeのアカデミックな活用方法を学ぶ「コンピュータリテラシー」を始め、コンピュータに
関する様々な授業を用意しています。
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パソコンの一日の活用例

● 起床　● 身支度　● 朝食

● スマホでニュースを見る

● 空きコマ 
● マイパソコンで課題作成、提出
● SACで印刷
● 学生委員会ミーティング

● 講義（パソコン使わない）

● 昼食 
● 部室で、マイパソコンで課題作成、印刷

● 講義、マイパソコンで課題作成

● 講義、マイパソコンでプレゼン作成

● 学生委員会活動、

　マイパソコンでプレゼン作成

● 英会話（週1日）
● アルバイト（週5日）

● 入浴　● 夕食
● マイパソコンで課題作成、

　動画視聴、音楽の取り込み

● 部屋の掃除　・明日の準備
● 読書　・就寝

二人の桜美林大学の学生の、ある1日のパソコン活用例です。
次のように色分けしました。

Ｙさん（1年生、女性） Ｓさん（1年生、男性）

黄 色　：マイパソコンで作業　　 水 色　：大学パソコンで作業

赤字：大学の講義での活用
青字：講義以外（サークル・委員会活動、趣味等）でのパソコン活用

朝

通学

帰宅

昼休み

放課後

１限

２限

３限

４限

５限

朝

通学

帰宅

昼休み

放課後

１限

２限

３限

４限

● 身支度　● 朝食
● マイパソコンで課題作成

● マイパソコンで、音楽聴きながら、読書、

　課題作成

● 講義（パソコン使わない）

● 空きコマ
● 部室で、マイパソコンでプレゼン練習
● SACで課題作成、課題提出、印刷

● 昼食　● 学生委員会ミーティング
● SACで課題作成、印刷

● 講義（パソコン使わない）

● 講義、マイパソコンで作品作り

● 講義、マイパソコンで作業、電子書籍

● 学生委員会活動､

　マイパソコンで資料作成、プレゼン作成

● SACで課題作成、印刷
● 毎週火曜&水曜はバイト

● マイパソコンで、検索、課題制作、

　学生委員会活動の資料作成、プレゼン作成

● 印刷（資料等）
● 入浴等　・明日の準備　・就寝

SAC（セルフアクセスセンター）など
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入学前に準備しよう！

初～中級者向け 安心・頑丈パソコン
おすすめモデルWindows

パソコンは大学生活に欠かすことのできない重要なアイテム。桜美林生協では、大学生協にしかつくれ
ない大学生に最もふさわしいオリジナルWindowsパソコンとMacをご提案致します。

デル大学生協オリジナルモデル
Inspiron13 5370

シルバー

ピンクシャンパン

おすすめモデル　基本セット商品

メーカー

4年保証
無料電話
サポート

1年間

動産保証

4年間
ウイルスバスター

クラウド

4年間

▶セット一覧は、
　19ページを
　ご覧ください

詳細はP20

詳細はP21

就活や語学学習にも使える
大学生協オリジナルコンテンツ

プリンタ＋基本セット（Ａ-１／Ｂ-１）

基本セットのみ（Ａ-２／Ｂ-２）

133,800円（税込）

119,800円（税込）

Windows10 Home
64bit 第8世代  intel Core i3 4GB

（空スロット1）

約9時間約1.4kg IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth4.2

光学ドライブ、有線LAN、タッチパネルなし
HDMI-VGAアダプタ同梱

13.3インチ
(1920×1080)128GB SSD

注文番号

Ａ-２
基本セット

注文番号

Ａ-１
プリンタセット

▶セット一覧は、
　19ページを
　ご覧ください

注文番号

Ｂ-２
基本セット

注文番号

Ｂ-１
プリンタセット

台数限定

パソコンケース USBメモリ 8GB アダプタ ワイヤレスマウス パソコン活用読本 取扱説明書ファイル セットアップテキスト

OS

重 量 無線LAN その他

CPU メモリ 液 晶

バッテリー駆動時間

ストレージ ※芸術文化学群ビジュアル・アーツ専
修の方は、授業でMacを使います。
専門的に勉強するには、Macも選
択肢のひとつです。

大学では、レポート作成やプレゼン発表などパソコン
を使用する機会は今までの学校生活より増えると思
います。そして時には、家に帰ってもレポートやプレゼ
ンの作成にあてる時間が無くなっていることも多々あ
ります。自分専用のパソコンがあれば、授業の空き時
間や通学時間などに課題を作成することができます。
このパソコンは、この大学でPCを使う上で必要な機能
を持っています。レポートや、プレゼンといった課題を、
ストレスなくクリアできるので、4年間無駄なく充実し
た大学生活を送ることができます。

リベラルアーツ学群　2年　Tさん

※

※表紙は前年度のものです。

※
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入学前に準備しよう！ Windows

手書き対応！ ペンタブレットパソコン

タブレットモード

メーカー

4年保証
無料電話
サポート

1年間

動産保証

4年間
ウイルスバスター

クラウド

4年間
詳細はP20

プリンタ＋基本セット（Ｃ-１）

基本セットのみ（Ｃ-２）

183,800円（税込）

169,800円（税込）

Windows10 Pro
64bit intel Core m3

約13.5時間 タイプカバー、タッチペン同梱

12.3インチ
(2736×1824)

マイクロソフト
大学生協オリジナルモデル
Surface

768g（本体のみ）      
1,100g（タイプカバー込）

▶セット一覧は、
　19ページをご覧ください

注文番号

Ｃ-２
プリンタセット

プリンタセット

注文番号

Ｃ-１
基本セット

基本セット

チャレンジモデル
台数限定

チャレンジモデル　基本セット商品

4GB

IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth4.2

128GB SSD

タイプカバー インナーケースタッチペン USBメモリ 8GB アダプタ パソコン活用読本 取扱説明書ファイル セットアップテキスト

OS

重 量 無線LAN その他

CPU メモリ 液 晶

バッテリー駆動時間

ストレージ ※芸術文化学群ビジュアル・アーツ専
修の方は、授業でMacを使います。
専門的に勉強するには、Macも選
択肢のひとつです。

今はあらゆるものがICT化され、スマホ1台あ
れば何でもできてしまう時代です。ですが、大
学生がレポート作成や研究発表などで使う
WordやPowerPointの編集は、パソコンで
作業する方が圧倒的に利便性が高まります。
Microsoft Surfaceの特徴は、ひとつのデバ
イスを、ノートパソコンとタブレットのふたつ
の用途で使用できるという点です。私は教職
課程の講義で模擬授業を行う際に、資料は
ノートパソコンとして作成し、授業の際はタ
ブレットとして操作しプレゼンしました。ICT
化が進むこの時代に対応している機種である
と思います。

リベラルアーツ学群
3年　Oさん

※ ※

※表紙は前年度のものです。

『Microsoft Office』について
ご購入時は、Officeは付属していませんが、桜美林大学の学生は、Microsoft Office365を無償でインストール
して使用することができます。入学後のアカウント取得ができましたらインストール可能になりますので、それま
でお待ちください。また生協ご購入の方で設定に自信のない方は、4月中にPC相談会を開催予定です。



16

「パソコンを買うならMac」と
　　　　　　　　こだわりの方はコチラ！

Apple MacBook Air 13インチ
3色（ゴールド / シルバー / スペースグレイ）

「パソコンを買うならMacにしたい」とMacにこだわる方におすすめします。
大学生協では、Macがエディケーション（教育機関向け）価格でお求めいただけます。
メーカー1年保証に加え3年の延長保証と4年の動産保険、オプション品を追加したオリジナルセットです。

大学でのPC Lifeを
快適に過ごすために
必要なものをセット
メーカ1年
＋3年間

生協特別保証

無料電話
サポート

1年間
ウイルスバスター

クラウド

4年間

動産保証

4年間

『Microsoft Office』について

芸術文化学群 ビジュアル・アーツ専修にご入学の方へ

▶セット一覧は、
　19ページをご覧ください。

Ｄ-１    ゴールド
Ｅ-１    シルバー
Ｆ-１    スペースグレイ

カラー注文番号
プリンタ＋基本セット

基本セットのみ

注文番号

Ｄ
注文番号

E
注文番号

F

台数限定

ご購入時は、Officeは付属していませんが、桜
美林大学の学生は、Microsoft Office365を
無償でインストールして使用することができ
ます。入学後のアカウント取得ができましたら
インストール可能になりますので、それまでお
待ちください。また生協ご購入の方で設定に
自信のない方は、4月中にPC相談会を開催予
定です。

私がMacが良いなと思うポイントは、見た
目の格好良さ、iPhoneをBluetoothでつ
なげられること、iPhoneのように操作で
きること、画面がとても綺麗なことです。
不便に感じることもあります。桜美林大学
では、コンピューターリテラシーの講義で
はWindowsパソコンを使用するため、操
作方法や機能が大きく異なります。
それでも「Macを使ってみたい」と思う方
には、私はMacbook Air、MacBook Pro
をおすすめします。

ビジネスマネジメント学群
2年　Hさん

最新MacOS 1.6GHz Core i5 8GB

13時間
（ムービー再生時）

OS

1,250g

重 量
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth 4.2

無線LAN
Thunderbolt 3（USB-C）ポート x 2
光学ドライブなし、有線LANなし

その他

CPU メモリ
13.3インチ
Retina

液 晶

バッテリー駆動時間

SSD 128GB

ストレージ

OS CPU メモリ ストレージ

最新MacOS 2.3GHz Core i5 8GB

10時間1,370g

重 量
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth 4.2

無線LAN
Thunderbolt 3（USB-C）ポート x 2
光学ドライブなし、有線LANなし

その他

13.3インチ
Retina

液 晶

バッテリー駆動時間

SSD 256GB

プリンタ＋基本セット 基本セットのみ

199,800円（税込） 185,800円（税込）
Ｄ-２    ゴールド
Ｅ-２    シルバー
Ｆ-２    スペースグレイ

カラー注文番号

Apple MacBook Pro 13インチ

 2色
　シルバー / （スペースグレイ）

▶セット一覧は、
　19ページをご覧ください。

Ｇ-１    シルバー
Ｈ-１    スペースグレイ

カラー注文番号
プリンタ＋基本セット

基本セットのみ

注文番号

G
注文番号

H

Ｇ-２    シルバー
Ｈ-２    スペースグレイ

カラー注文番号

ビジュアル・アーツ専修の授業では、ほとんどMacを使って行われているため、新規にパソコンの
ご購入を検討されている方は、Macのご購入をおすすめ致します。 実習室にはMacが完備されています。→

Mac 基本セット商品

パソコンケース USBメモリ 16GB アダプタ パソコン活用読本 取扱説明書ファイル セットアップテキスト

Mac入門モデル

Mac上級モデル

●2019年度「コンピューターリテラシー」の授業では、Windows10、Office2016の環境で行われます。

プリンタ＋基本セット 基本セットのみ

233,800円（税込） 219,800円（税込）

※

※表紙は前年度のものです。

※
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セットプリンターはこちら！自宅にプリンターが
あると便利です

必要最低限の機能を備えた、コストパフォーマンスに優れたプリンターは新入生パソコンとセットでのみ
お買い求めいただける商品です。ADFも付いて好評です。

ブラザー大学生協専用モデル
DCP-J972N
パソコンとセットで
 ご購入ください。

※プリンター単体での販売はしておりません。

●サイズ：幅400mm×奥行341mm×高さ172mm
●重　量：8.2kg

大学生に必要な機能がこれ1台！
プリンタ－＆コピー＆

スキャナー

修理時4年間

製品保証は1年間です
引取り送料無料

大学生協オリジナルモデルPCに
プリンタードライバインストール済み

接続してすぐプリント
※Macにはインストールが必要です

自動両面印刷
用紙の使用量を 1/2 に

ADF（自動原稿送り）
複数枚の原稿をスピーディに読み取り。

20枚まで給紙可能

入学する皆さんの
PC Li feを応援します！
入学する皆さんの
PC Li feを応援します！

4色独立インク
タッチパネル USBケーブル

付属

クロだけ印刷

直感的に使える
2.7インチパネル

カラーインクが切れても
黒インクだけで
約30日間使用可能

前面2段給紙&
背面手差し

Wi-Fi Direct
無線 LANルータがなくても直接プリント可能！
iOS/Android の端末から、プリント指示が出せます。

入学前に準備しよう！

台数限定

大学生活では多くのレポートや資料を印刷しま
す。大学でも印刷することは可能ですが、帰宅
後の夜や、早朝に印刷が必要になるのが大学生
活です。そんなとき家に1台プリンターがあれば、
素早く確実に印刷することができます。

リベラルアーツ学群　2年　Tさん

大学では、授業の資料、サークルの資料など、紙の資
料が、自分で印刷したものや配布されたものなど、と
にかくたくさんあります。
スキャン機能を使って紙の資料をデータにすれば、パ
ソコンの中にすべて整理して入れることができるので、
非常に便利です。この機種はADFがついているので、
複数の資料をまとめてデータにすることもできます。

プリンタセット商品

スキャナ機能が便利！
プリント、コピーの機能はもちろんですが、
スキャナ機能の活用をお勧めします。

セットアップ
テキスト

接続用
USBケーブル

インクセット（4色）

LC3111-4PK ※表紙は2018年度のものです。

担当のおススメ
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16GB8GB8GB8GB 6GGB

基本セット商品／オプション商品

無線接続のワイヤレスマウスです。

初めての方でも、テキストをみながらパソコンの設定ができます。
ぜひ挑戦してみてください。

友人や大学のパソコンとのデータ交換に必要です。

Macには、
「USB-C」で接続できる
USBメモリ（16GB）を
セットしています。

PC入門書と、PC教育コンテンツ「日経パソコンEdu」の
4年間アクセス権の特別セットです。

基本セット商品

オプション商品

USBメモリ

パソコン活用読本

パソコンのマニュアル、保証書、セットアップテキスト等を
入れて保存してください。トラブル時に役に立ちます。

インナーバッグ
にも、取手を出
して持ち運びも
できます。

Surfaceの出し
入れに便利なス
リムケースです。

おすすめモデル、チャレンジモデルは
VGA端子を追加するアダプタをセット。

Macには、「USB-C」ポートから
通常のUSB、VGA、有線LAN
に変換するアダプタをセット。

DVDドライブ

3,680円（税込） 7,980円（税込） 10,800円（税込）

HDDドライブ
（Win）1TB

HDDドライブ
（Mac）

Windows10
& Office
活用読本

Mac & Office
活用読本

おすすめポイント
1

2

3

4

5

WindowsPCには、
USBメモリ（8GB）を
セットしています。

LDR-PMJ8U2VWH HDPH-UT1W HD-PUS1.03-SC

注文番号

Ｊ-１
注文番号

Ｊ-３
注文番号

Ｊ-２

パソコンは4年保証/4年保険で修理できて
も、データは復元されません。
定期的にHDDにバック
アップすることを
お薦めします。

Mac用フォーマット済み。
Macのデータをまるご
とバックアップ する
「Time Machine」機能
対応。

大学生協オリジナル

プロジェクタとの接続に「VGA」端子のアダプタをセット

学習や研究、学生生活に必要となる、
ITリテラシーが身に付きます。
各種IT系資格/検定の記事、ミニテスト
を用意しています。
「就職サイトの使い方」など、就職活動
の最新情報を得られます。
「日経パソコン」掲載記事を約1,000本
読み放題。最新記事をどんどん更新。
通常価格31,104円相当をご利用いただけます。

おすすめモデル、
Mac用 Surface用

今回提案のパソコンは、CD/DVDドライブ
がついていません。
外付けドライブを
ご提案します。

セットアップテキスト（各モデル用）

パソコンケース

アダプタ

マウス（おすすめモデルのみ）

取扱説明書ファイル

大切なパソコンを守ります。

バッファローアイ・オー・データロジテック
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Webでお申し込みいただける商品一覧
Webでお申し込みいただける商品一覧
※英語学習教材は、別途申込書でお申し込みください。　※パソコンは2月中旬、電子辞書は2月下旬以降の発送予定です。

ロジテック LDR-PMJ8U2VWH

アイ・オー・データ HDPH-UT1W

バッファロー HD-PUS1.03-SC 

大学生協オリジナルモデル 

14ページ

16ページ

8-9ページ

18ページ

15ページ

133,800

119,800

133,800

119,800

183,800

169,800

199,800

185,800

199,800

185,800

199,800

185,800

233,800

219,800

233,800

219,800

3,680

7,980

10,800

34,000

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

注文番号 カラー セット商　　品　　名 新入生特別価格 ご案内
ページ

プリンタセット

基本セット

プリンタセット

基本セット

プリンタセット

基本セット

プリンタセット

基本セット

プリンタセット

基本セット

プリンタセット

基本セット

プリンタセット

基本セット

プリンタセット

基本セット

シルバー

ピンクシャンパン

シルバー

ピンクシャンパン

ゴールド

ゴールド

シルバー

シルバー

スペースグレイ

スペースグレイ

シルバー

シルバー

スペースグレイ

スペースグレイ

Ａ-１

Ａ-２

Ｂ-１

Ｂ-２

Ｃ-１

Ｃ-２

Ｄ-１

Ｄ-２

Ｅ-１

Ｅ-２

Ｆ-１

Ｆ-２

Ｇ-１

Ｇ-２

Ｈ-１

Ｈ-２

Ｊ-１

Ｊ-２

Ｊ-３

Ｋ-１

チャレンジモデル

Mac入門モデル

Mac上級モデル

おすすめモデル
デル　Inspiron 5370

Microsoft Surface

Apple Macbook Air

Apple Macbook Pro

DVDドライブ

HDDドライブ（Win）１TB

HDDドライブ（Mac）１TB

電子辞書　CASIO　AZ-SR9800

ピンクシャンパン

シルバー
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桜美林生協パソコンならではのメリット！
大学生協オリジナルパソコン最大のおすすめポイントはサポートが充実していることです。
4年間のメーカー保証と動産保証に加え、きめ細やかなサービスをご用意しております。

４年間の安心をお約束

メーカー保証を4年間に延長
パソコンメーカーが提供する保証期
間は通常1年間ですが、桜美林生協
のパソコンでは、これを4年間に延
長しています。卒業まで安心してお
使いいただけます 。

4年間の動産保証でうっかり事故も安心

もっと詳しく→P.21

ユーザーの不注意による故障は、通常メー
カー保証は適用されませんが、桜美林生協
のパソコンには、5,000 の自己負担金で
修理が受けられる動産保証が含まれます。
修理が難しい全損扱いの場合は、再購入の
ための補助もあります。※補償金額には、上
限があります。

もっと詳しく→P.21

円

修理期間中の代替機を無料お貸し出し
パソコンの修理にはある程度の日数がか
かります。その間にパソコンが必要とい
う方のために代替機の貸し出しを無料で
実施しています。購入後4年間ご利用い
ただけます。※代替機は、ご購入機種と
異なる場合がありますが、Windows機
にはWindows、MacにはMacの貸出と
なります。

4年間使えるセキュリティソフトを
バンドル
市販のセキュリティソフトは、購入後1年
あるいは3年で有料の契約更新が必要
ですが、桜美林生協のパソコンは、4年間
更新費用なしでご利用いただけま
す。ウイルス感染はもちろん、不正アク
セスなどのさまざまな脅威からパソコン
を守ります。

大学生協ならではのきめ細やかなサービス体制

キャンパス内に
サポート窓口が
ある安心感

夜間でも相談
できる無料
電話サポート

メーカー技術者に
無料で相談できる
「点検会」

キャンパス内にある生協の店舗がパソコ
ンのサポート窓口です。修理受付はもち
ろん、設定や操作方法などわからないこ
とも店舗スタッフにご相談くださ
い。講義の合間など、気軽にお立ち寄り
いただけるのも大学生協のメリットです。

●対応期間
2019年3月1日～2020年2月28日

●受付時間
10：00～23：00
（年末年始含め土・日・祝日もご利用可能）

大学生協店舗が営業していない夜間で
も利用できる電話サポートを1年間
無料でご提供します。設定から通常
の使用法、トラブル対応まで、豊富な知識
を持ったオペレーターがわかりやすくお
答えします。

桜美林生協ではサポートの一環として年
に１回、キャンパス内において無料の「点
検会」を実施しています。パソコンメー
カーの技術者が直接ご相談を承ります。
豊富な専門知識を持ったプロに診断して
もらえば安心。故障前の異常を発見でき
ればデータの消失を未然に防ぐこともで
きます。

※生協店舗は町田キャンパスのみにございます。
他のキャンパスの方は、電話でお問い合わせ
ください。
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4年間ずっと安心して使えます
自然故障に対応する長期メーカー保証 4年間の動産保証

パソコンは精密な部品がたくさん集約されてできている製品です。ですから、正し
い使い方をしていても、どうしても故障してしまうことがあります。この自然故障に
対する修理をカバーするのがメーカー保証ですが、ほとんどのケースが1年間の
保証期間。そこで大学生協では、入学時に購入したパソコンを卒業まで安心して使
えるように、メーカー保証を4年間に延長しています。

メーカー保証の対象とならない修理や再購入を少ない自己負担金で
カバーできます。

不注意のトラブルなどによる故障や破損にも安心

パソコン自然故障の件数は、下のグラフが示すように、使用年数に応じて
増加してきます。故障箇所としては、記憶装置、キーボード、液晶ディスプ
レイ、DVDドライブなどが主なものとして挙げられます。3年生・4年生と
高学年になるほど、パソコンの使用頻度や重要性が高まってきますので、
自然故障に対する修理が4年間無償で受けられることは、大きな安心感
です。

自然故障は使用年数に応じて増えてくる

2016年4月から2017年3月までの修理受付から自然
故障分を抽出
（グローバルソリューションサービス株式会社提供）

数
件
理
修

581 569

958

1,409

1年生 2年生 3年生 4年生

安心の保証がついていてもパソコンは大切に使ってください。

パソコンが治ってもデータは復旧できないことがあります。バックアップは必ず取っておきましょう。

■購入後4年目にあたり、補償限度額が60,000円の事例です。修理費用が限度額を
超える場合は、その差額に5,000円を加算した金額が自己負担金となります。

こんな「うっかり故障」が、少ない自己負担金で修理できる
事 例

1

事 例

2

事 例

3

パソコンを閉じる時に筆記具を挟んでしまった

自転車のカゴから落としてしまった

操作中にお茶をこぼしてしまった

症状：液晶画面破損（亀裂が入った）
修理費用：75,924円のところ
自己負担金：5,000

症状：電源が入らない、DVDドライブ破損など
修理費用：29,268円のところ
自己負担金：5,000

症状：画面表示不良
修理費用：72,684円のところ
自己負担金：17,684

円

円

円

保証内容や補償限度額、自己負担金は、パソコンの種類によって異なります。
動産保証は、地震や水害などの自然災害には適用されません。
!

セキュリティソフト

ネット接続が当たり前になった
現在、ウイルスやさまざまな脅
威にさらされています。桜美林
生協のパソコンには、はじめか
ら4年間更新不要のセキュリ
ティソフトが付いているから安
心。市販されているものですと
1年あるいは3年で有料の更新
費用が掛かります。

トレンドマイクロ
ウイルスバスタークラウド
キャンパスＯＥＭ4年版

学生支援ポータル
（デルのみ）

大学生活に役立つ多彩な
ソフトを集約

電子書籍

「学ぶ」ための電子書籍ビューアで
英語を学ぼう

英語学習コンテンツ

マイクロソフトOffice活用

知っておくべき情報倫理

試験対策から専門英語まで
役立つコンテンツを満載

どんどんパソコンを
操作して楽しくマスター

ITツールやメディアを
安全に使うために

就職活動情報

入学時から始める就職への
基礎体力づくり

大学や企業で活用される TOEIC 、留学に必須の TOE-
FL 、英語検定の定番である 英検 は、三大英語資格試験
と呼ばれ、さまざまなシーンで英語力を測る物差しとなり
ます。それぞれの試験の公式ガイド、公式サンプルテスト
をはじめ、英会話や理系英語まで、必ず役立つコンテンツ
が満載です。 【朝日出版社、アルク】

自分でやらなければ実践的なパソコンスキルは身に付き
ません。しかし、わずらわしい参考書での勉強はかえって
大変。ナレロ̶は、実際のマイクロソフトOfficeを操作し
て学習します。ゲーム感覚で、短時間でみるみる上達でき
ます。学生生活はもちろん、就職してからも役立つスキル
が満載。 【ナレロ̶】

スマートフォンなどのツールやFacebook、Twitterと
いったメディアを安全に使いこなす上で重要となる情報
倫理をビデオでわかりやすくご紹介します。個人情報の管
理やワンクリック詐欺などから身を守る方法など、大学生
が知っておくべき情報モラルやマナーが幅広く収録され
ています。 【大学ICT推進協議会】

大学生協が開発した「専門書学習ビューア」は「読む」
だけではなく「学ぶ」ための電子書籍ビューアアプリ
で、さまざまな授業向けの機能が搭載されています。

をパソコンを購入された皆さんに用意しました。

1年生の時から、就活を見据えた情報収集やスキル
アップなど、基礎体力 づくりが重要。日経新聞の読み
方、就活情報サイトの活用、ビジネス用語など、社会人
になってからも役立つコンテンツが満載です。
 【日経BP社】
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パソコン購入についてよくある質問集

自分のPCを大学に持ち込んで授業をするのですか？

いいえ、授業では、学内設置のパソコンを使います。
高学年になるとゼミの授業などで研究室に持ち込みする学生もい

るようです。ビジネスマネジメント学群の学生は、パソコンが必携となり、
大学から推奨モデルの案内もあるとのことで、大学からの案内もご覧く
ださい。

そもそもパソコンは必要？

大学授業ではレポート課題やPowerPointで発表したりと様々な
場面でパソコンを使用することが増えています。

「コンピュータリテラシー」という必修授業もありパソコンスキルは、必要
不可欠なものです。大学内にも自由に使えるPCルーム（SAC）がありま
すが、時間や台数に制限がありますのでいつでもどこでも使える「自分
専用パソコン」を持つことをおすすめします。

Office(WordとかPowerPoint)が、付いてないけど大丈夫？

大丈夫です。大学生活でも社会人になっても必ず使うマイクロソフ
トOffice（Word、Excel、PowerPointなどが入った統合ソフトの総

称）は、在学期間中、無償で使えます。ご入学時、アカウントを取得してか
ら無償ダウンロードが可能です。生協の無料パソコン相談会では、Office
のインストール方法についてご説明致しますので不安な方は、ご参加く
ださい。

家電量販店や通販の方が安いんじゃないの？

価格だけを比べますと、家電量販店やインターネット通販の方が安
価な場合もあります。桜美林生協のパソコンにはウィルス対策ソフ

ト4年版や4年間メーカー保証と動産保証が含まれています。また、発表
の際にプロジェクタに接続するコネクタや、USBメモリ、ケース等もセット
になっていますので、購入後余分な費用をかけずに卒業まで安心してお
使い頂けます。

パソコン編

Q1

A

Q2

A

Q3

A

Q4

A

家電量販店でも長期保証がついているのでは？

最近は家電量販店でも長期保証を付けられている場合が多くなっ
ていますが、破損や水漏れなどのトラブルには対応していません。

購入店に持ち込んでの修理受付となり、不便な場合もあります。桜美林
生協のパソコンには4年間のメーカー保証に加え、破損や水漏れにも対
応した動産保証が含まれているので安心です。キャンパスの店舗がサ
ポート窓口です。

Macでも良いの？

「コンピュータリテラシー」の授業や学内PCの環境は、ほとんど
Windowsパソコンです。芸術文化学群「ビジュアル・アーツ専修」

の方はMacで授業を行うことがありますので、充分ご検討の上お求めく
ださい。(Macは、OSが異なりますのでご注意ください)

Q5

A

Q6

A

インターネット編

プリンター編

プリンターは必要？

レポートの作成や資料作成、サークルのチラシ作成、就活時など必
要場面は多々あります。またスマホの写真をそのまま印刷すること

もできるのでとても重宝します。試験対策にコピー機能が役立つようで
す。学内のPCルーム（SAC）でもプリンター利用が可能ですが、ご自宅で
の使用頻度を考慮してご購入を検討してください。

Q7

A

大学でインターネットを接続できますか？

PCの無線LAN機能を使い学内無線LANのエリアでインターネット
接続ができます。ご自宅、下宿先でインターネットをする場合は、別

のインターネット環境が必要となります。最近では、下宿先でもインター
ネットが使えるようになっているところも多いので事前に確認しておき
ましょう！ご自宅でインターネットの環境がない方は、同封致しました
インターネットのご案内(J:COM、WiMAX 等)をご覧頂きご検討ください。

Q8

A

無料パソコン相談会のご案内
ご購入者
  限定！

開催時期 内容（予定）

桜美林生協の「学習用パソコン」は、4年間でパソコンを自分自身で使いこなせるように
なってもらうためのセットです。
ですが、最初の一歩でつまずいてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
そんな方のために、「無料パソコン相談会」の開催を予定しています。
桜美林大の先輩がパソコンの活用をサポートしてくれます。相談会に参加して、どんどん
パソコンを使ってみてください。

2019年４月～５月（予定）
※詳細は、生協ホームページ等でご案内します。

●パソコンのセットアップ
●学内無線LANへの接続
●Microsoft Officeのダウンロード、インストール

※桜美林生協の「学習用パソコン」購入者限定の相談会です。
※詳細は、桜美林生協のホームページ等でご案内します。
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お申し込み方法
お申し込み受付期間

※パソコンは台数限定につき期間中に終了する場合もあります。

2月9日（土）～5月13日（月）

※お申し込み完了後のキャンセルは
　受け付けておりません。

Web注文
ご利用の注意

パソコン・電子辞書・「入学前の英語事前学習」の購入は任意です。
商品の仕様をよくご確認のうえお申し込みください。
お支払い方法は「クレジット払い」もしくは「代金引換」となります。
※送料は無料です。代金引換手数料はお客様負担となります。

ご利用可能カード：

桜美林生協ホームページ
「新入生応援サイト2019」からお願いします

Visa MasterCard JCB American Express Diners

パソコンから「新入生応援サイト2019」にアクセス
https://text.univ.coop/puk/START/obirin/

スマートフォンから→

Step1

Step2

Step3

Step4

Step5

Webサイトにアクセス

商品の選択

ユーザー登録

配送先情報、支払方法の入力

商品のお届け

2月9日（土）～5月13日（月）

6～7ページの「入学前の英語事前学習」は、同封のご案内をご覧いただき、お申し込みください。

Webでのお申し込みができない方は生協まで
お問い合わせください（TEL:042－797－0547）お申し込み受付期間

⑦約1週間で商品が届きます。商品は宅配
便（クロネコヤマト）にてお送り致します。
　ご不在の場合は、不在通知が入ります。
不在通知にしたがって再発送日をお決
めください。

⑤ユーザー登録後、「ショッピングカート」から「レジに進む」を
クリックし、配送先情報、支払方法等を入力して、「注文内容
確認」をクリックしてください。「注文の確定ボタン」をクリッ
クしてお申し込み完了です。
⑥ユーザー登録の時に入力したメールアドレスに確認メールが
送信されます。

※もし確認メールが受信できないときは、生協にご連絡ください。

③初めてのご利用の場合は「今すぐユーザー登録」（新規ユー
ザー登録）をクリックし、ユーザー登録画面に進みます。

※「ログインＩＤ」「パスワード」は忘れないように、メモしましょう。

④登録にあたっては「照合番号」が必要です。
　桜美林生協の照合番号は「３９２５」です。

①ご購入商品を、選択（画像をクリック）します。
②商品の詳細をご確認いただき、「商品をカートに入れる」をク
リックします。ご希望の商品を全て選び終わったあと「カート
を見る」ボタンをクリックすると「ショッピングカート」画面に
進みますので「レジに進む」をクリックし、「ログイン画面」に
進みます。
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2～3月 通常期

●町田キャンパスマップ

生協の取扱い商品・サービス

文房具

定価の
20％ＯＦＦ

お弁当・パン・
ジュース・お菓子

安心安全
低価格！

教科書・参考書
雑誌・コミック

定価の
10％ＯＦＦ

運転免許 
資格・検定受付

お得な
生協価格！

パソコン

充実の
安心保証

詳細はホームページでご確認ください
　ホームページにもお役立ち情報満載！ 今すぐアクセス！ 検　索桜美林生協

町田方面→

協

々館

E-mail : shop@obirin-coop.or.jp

（事務棟）


