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2022年度 新入生の皆さまへ

学習用パソコンのご案内学習用パソコンのご案内

日本社会事業大学生協 推奨

学びの道具としてパソコンを役立たせるために

福祉援助学科 蒲生 俊宏 先生
日本社会事業大学生活協同組合 理事長

新入生のみなさん、まずは入学おめでとうございます。今ここにスタートする
社大での大学生活の始まりを前に、物心両面での準備に追われているところでしょうか。
これからの大学生活をどう過ごしていくかといった心構えと同時に大切なことは、「何を」「どれだけ」

「どこで」準備すればよいのかという点でしょうか。この点で新入生のみなさんには、できるだけ早い時期
にパソコンを購入し、勉学の面・大学生活の面で存分に活用していくことをお勧めしたいと思います。
自ら「調べ、考え、行動する」ことで、情報・知識の収集、プレゼンテーション能力の向上による情報の

発信など、道具としてパソコンを役立たせることができます。ゼミ・演習の発表やレポート・課題の提出な
どが求められる大学では、パソコンは必須の道具であると思われます。学内にも相当数のパソコンが設置
されてはいますが、利便性を考えれば、自分用のパソコンを、この機会に準備することは非常に大切な
選択です。
ここで、みなさんに生協の利用をお勧めしたいというのは、生協を利用している先輩たちが、経験と

評価に基づいて選定していることにありますが、まずは自分自身でそれを確認されることが「調べ、考え、
行動する」ことの第一歩となるでしょう。

掲載商品は、総べて台数限定になります。あらかじめご了承ください。
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大学生活について、社大の先輩にインタビューしました！

皆さんのご入学を心より楽しみにしています

社会福祉学部福祉援助学科2年 鳥居 和 さん

【１】コロナ禍の大学生活（全般）について教えてください。

①困っていることは？
ほとんどがオンライン授業で、テスト代わりに課題提出をする事が多いため、学期末がかなり忙し

いです。提出場所がウェブポータルだったりclassroomだったりGoogleフォームだったり、履修
科目によって変わるので期限を把握して出し忘れないように気をつけなければいけません。不安な
ことが多くて、｢課題の期限この日であってる？｣｢先生、他にどういう指示を出してた？｣など周り
の友達と確認しあっていました。

②楽しい（充実している）と感じることは？
通学する日数が少ないのもあると思いますが、自宅で趣味に打ち込む時間が増えて充実している

と感じています。オンライン授業の合間は自分の好きなことをしてリフレッシュしたり、他に興味のあ
る分野について勉強したりすると楽しいと思います。
コロナ禍で、あまり外に出られない事がストレスだと感じる方も多いはずです。ずっとパソコンに向
かっているのも辛いと思うので少し家の周りをお散歩するだけでも違うのでやってみて下さい!!

【２】授業について教えてください。

①対面授業はどんな感じですか？
少人数科目のみですがどの授業も活気があります。

特に語学はグループワークがある先生の授業だと色々な人とコミュニケーションが取れて仲良くな
ることが出来ます。

選択スポーツの授業も少しだけでしたが対面がありました。私エアロビクスを選択していましたが
リズムに合わせて皆で踊るのがとても楽しかったです。

②web授業はどんな感じですか？
基本必修授業や大人数になってしまう授業はオンラインorオンデマンドでした。

Zoomの他に、classroomやwebポータルでの課題配信型もあります。Zoomは参加して先生の
話を聞いてノートを取るだけのものもあれば、数名ずつでブレイクアウトルームに分かれて話し合い
や発表をするものもあります。

途中で音が途切れてしまったりZoomから落ちてしまったりというハプニングがあると
自分も同じグループの人も困ってしまうので、Wi-Fiの環境は整えておかなければなりません。また、
ウェブポータルやclassroomに授業前に先生が掲載してくださるパワーポイントのコピーやレジュ
メに目を通しておくと授業理解度が上がると思います。

【３】自分のパソコンをどのように使っていますか？
私は授業やサークルのZoom、課題作成の際に使用しています。先程言ったように、ほとんどの授

業がオンラインで、テストよりも課題提出が多いので、週に3回のアルバイトがない日にまとめて何
科目かの課題に取り組みます。課題作成の際に使うものは基本Wordとgoogleドキュメントです。
自分が使っているパソコンは動作がスムーズで持ち運びも出来るので、自宅だけではなく対面授業
の空きコマでも使用しています。

パソコンが苦手で高校生の頃はタイピングすら怪しかったのですが、課題をこなす内に慣れるので
大丈夫です。春休み中に慣れておきたい方は、寿司打というタイピング練習が出来るWebサイトを

おすすめします。また、1年次の情報の授業でWord・Excel・PowerPointなどの使い方に
なれる時間があります。
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【４】新入生へメッセージを一言お願いします。
皆さん、受験勉強お疲れ様です。そして合格おめでとうございます！

上京してきて、ゼロから人間関係がスタートする人、都内に住んでいるけど高校の時の知り合いが全く
いない！と困っている人が多くいるかもしれませんが、日本社会事業大学の学生は大体そうなので安
心してください。3月に生協組織部が開催する｢ちょっぱや｣や、新入生オリエンテーション、入学式など
仲良くなる機会は多くあります。
まだしばらくオンライン授業が続くと思います。パソコン選び、ネット環境の整備は怠らないようにし

ましょう。スマートフォンで出来る作業もありますがとにかくギガを消費します。将来の為にも自分専
用のパソコンを購入する事をおすすめします。
去年大学に入学してからまだ必修科目は対面授業を受けることが出来ていないし、1度も学食を食べ
ることが出来ていないし、満足の行くサークル活動を行えていない人も多くいるし、思うように行かな
いことは多々あります。そんな状況の中でも、同級生と数少ない対面科目を楽しんだり入りたいサーク
ルを探してオンライン新歓に参加してみたり新たな趣味を見つけたりして楽しみましょう。
高校生までは一コマ50分だった授業が90分に増えて、課題も多くなって大変になるかとは思います
が、体調に気をつけて無理はしないように過ごしましょう。

皆さんのご入学を心より楽しみにしています。

パソコンはあった方が課題提出や
資料作成時の負担軽減に繋がります

社会福祉学部福祉援助学科4年 西方 多未 さん

【１】コロナ禍の大学生活（全般）について教えてください。

①困っていることは？
教科によって通学かオンラインかといった出席方法が異なり、資料提供もウェブポータルかグーグル

クラスルームと統一されていないため、しっかり出席できているのか不安になる。

②楽しい（充実している）と感じることは？
友達と交流する機会はあるので、交流出来る時が充実していると感じる。

【２】授業について教えてください。

①対面授業はどんな感じですか？
先生に気兼ねなく質問できたり、友達とディスカッションしたりと交流出来るため、楽しい。学業と日常
生活とのメリハリがつく。

②web授業はどんな感じですか？
自宅で受けているのですが、Wi-Fi環境が不安定で、家族がいる中での授業なので、あまり集中でき

ていない。ウェブ授業のメリットとしては、ギリギリまでゆっくり出来る。

【３】自分のパソコンをどのように使っていますか？
ウェブでの課題提出の授業時に使っている。授業では、ワードやパワーポイントを使用することが多

いため、閲覧・作成時にパソコンを有効活用している。

【４】新入生へメッセージを一言お願いします。
コロナ禍で今までとは違う大学生活になると思いますが、コロナ禍だからこそ行っている活動や交流

もあります！分からないことがあったら気軽に聞いてください！待ってます！
パソコンはあった方が課題提出や資料作成時の負担軽減に繋がります。
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オンライン授業、課題もweb提出。
パソコンは必須、ネット環境も確認しましょう

社会福祉学部福祉援助学科4年 内田 梨紗乃 さん

【１】コロナ禍の大学生活（全般）について教えてください。

①困っていることは？
コロナ禍でオンライン授業と実登校が併用されていて、予定の管理が難しいことです。実際に友達と

会うことが減ったのが残念です。また、実習が延期や中止になってしまったので困りました。

②楽しい（充実している）と感じることは？
コロナ前は自宅から学校まで2時間以上かけて通学していたので、オンライン授業になるとその分時

間を有効に使えました。しかし、少人数の授業は対面で受けることができたので、その時に会える友達
と話している時間がとても楽しいです。

【２】授業について教えてください。

①対面授業はどんな感じですか？
基本的に対面授業は少人数のクラスなので、分からないことがあればすぐに先生に質問することが

できます。授業にもよりますが、グループワークや3年次にある相談援助実習を終えた後は報告会へ向
けて準備を行いました。授業後はリアクションペーパーという紙に感想を書いたり、レポートはweb上
で提出する場合もあります。

②web授業はどんな感じですか？
事前に資料を提示されるので、私は印刷をしてから授業を受けています。先生の講義を聞く授業がほ

とんどですが、時々企業や施設など外部の方を講師に呼んで受講する場合もあります。zoomを使用
することがほとんどで、大人数で受ける授業の場合は生徒のカメラとマイクは常にオフにしていて大丈
夫です。

【３】自分のパソコンをどのように使っていますか？
授業の時はほぼ毎日使っています。オンライン授業を受けるときはもちろんですが、課題もweb上で

提出する場合がほとんどであったため、パソコンは必須でした。自分のパソコンを持っていることで、
好きなタイミングで課題をすることができたり、授業でパワーポイントを作成したりすることもあるの
で便利だと感じています。困っていることは、自宅の電波の状況が悪くなると、zoomが途中で聞こえ
なくなってしまったり、落ちてしまったりすることです。

【４】新入生へメッセージを一言お願いします。
コロナ禍の大学生活においてパソコンは必需品だと思います。家族で使っているパソコンがある方も

いるかもしれませんが、オンライン授業やレポート提出など大学生になってからパソコンと向き合う時
間は驚くほど増えます。そのため、好きな時に好きな場所で使える自分専用のパソコンを検討すること
をお勧めします。 その際に自宅のネット環境も確認しておきましょう。
初めての大学生活で不安なこともたくさんあると思いますが、

社大は優しい人が多い！
何か分からないことがあれば遠慮なく

先輩や先生方に聞いてみてください。

内田さんがご自宅でオンライン授業を
受けているときの机周りの画像です
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社大の自慢できる点は、親切な学生が多く、
声をかければ、すぐに助けてくれるところ

社会福祉学部福祉計画学科3年 五明 響 さん

【１】コロナ禍の大学生活（全般）について教えてください。

①困っていることは？
課題等で分からないことがあっても、友達や先生方に会える機会が少なく、質問ができないことが大きかったです。

授業も、zoomだけやレポートなどの課題提出のみのものがあり、先生や同じ授業を受けている学生と顔を合わせ
ることもないまま終わったのが寂しく感じます。ほかの生徒がどの程度課題をこなしているか、も分からず、不安な
状況が続きました。また、対面でのサークルや課外活動ができない状況だったため、先輩と交流したり、視野を広げ
たりすることが難しかったです。

②楽しい（充実している）と感じることは？
オンラインを使って、サークルのメンバーと集まることが楽しみでした。近況を報告し合ったり、困っていること、不

安なことを共有したりすることで、自分は一人ではないと思えました。
また、私は今日本手話を勉強しているため、ろう学生と集まって手話でお話できる機会を楽しみにしていました。対
面授業がある日の、授業が始まる前、終わった後、昼休みの時間など、時間があれば手話べりをしていたと思います。

【２】授業について教えてください。

①対面授業はどんな感じですか？
コロナ禍の影響で、隣の人と距離を空けて座らなければなりません。(座ってはいけない場所には「着席禁止」の

シールが貼ってあります。)そのため、友達と一緒に授業を受けていると実感することはできますが、それでも少し、
距離を感じてしまいます。授業はzoomと同じように資料を配り、説明していくものもあれば、せっかくの機会だか
らとグループになって意見交換をするものもあります。そして、課題についてですが、学生証をタブレットにかざすだ
けで出席になるものもあり、楽なときもあります。大半は、リアクションペーパー等の課題をネットで提出のため、
帰ってからやることも多く、負担が大きいこともあります。ただ、キャンパスで授業を受けられることは、私にとって
当たり前ではないため、本当に嬉しく感じます。

②web授業はどんな感じですか？
先生だけがカメラをオン、マイクをオンにしており、他の学生の様子は分からないです。先生がパワーポイントなど

の画面共有をして、説明しているのを聞く授業が多いです。グループワークをする授業もありますが、オンライン上だ
と、声を出したり、顔を出したりすることに抵抗がある学生も多く、話し合いがスムーズに進まないことがあります。
課題は対面授業に比べて多いと思いますし、提出先が科目ごとで違う(Webポータルやグーグルクラスルームなど)
ため、最初のうちは混乱すると思います。インターネットの環境が悪かったり、対面授業があって間に合わなかったり
して、受講できなかった場合は、zoom授業の録画データをもらうこともできますが、録画を視聴する時間を作らな
ければならないため、忙しくなります。

【３】自分のパソコンをどのように使っていますか？
2年間オンライン授業がほとんどであるため、パソコンは毎日使います。主にオンラインで講義を受けるため、課題

を提出するために使うことが多いです。困っていることは、zoomの授業中、Wi－Fiの調子が悪く、音が聞こえなく
なったり、接続が切れてしまったりすることです。先生のWi－Fiの調子が悪く、また先生が使い方を知らず、授業に
ならないときもありました。便利だと思うことは、パソコンとネット環境があれば、どこでも授業を受けることができ
る点です。カフェに行くなど、自分で集中できる場所を選べることが利点だと思います。

【４】新入生へメッセージを一言お願いします。
2022年度がオンライン授業なのか、対面授業か、今の段階では全く見当がつきません。そのため、どちらに転んで

も良いように、心構えをしておくことが重要だと思います。パソコンやネット環境の準備、そして同じ大学の学生と
SNSで繋がっておく、家から大学までどのくらい時間がかかるのか確認しておくなどがあります。コロナ禍の学生生
活は困ることや不安になることが多くあります。慣れない生活に戸惑い、全てが手探りの状況になるでしょう。私も
最初はそうでした。もし、一人では解決できないと思ったら、先輩に頼ってみてください。私が1年生のとき、右も左
も分からない状況の中、助けてくれたのは先輩方です。社大の自慢できる点は、親切な学生が多く、声をかければ、
すぐに助けてくれるところだと思います。サークルのSNSなどもあるので、そこで質問してみても良いです。一人で
すべて抱え込んでしまうことこそ危険です。そのことを忘れないでほしいなと思います。みなさんが充実した大学

生活を送ることができるよう、祈っています。大学で私を見かけた際は、いつでも声をかけてください。
みなさんとお会いできることを楽しみに待っています。
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個人的には対面授業よりも
web授業の方が集中しやすいです

社会福祉学部福祉援助学科3年 藍原 カレン さん

【１】コロナ禍の大学生活（全般）について教えてください。

①困っていること
家が大学から遠いので、コロナが落ち着いている時期も友人に会えないこと、1日の中でオンライ

ン授業と対面授業の両方がある時は家に帰れないため、場合によってはオンライン授業が受けられ
ないこと、などで困っています。でもなんとかやっていけてます。

②楽しい（充実している）と感じること
現在ほとんど家で授業が受けられるため、本来は通学時間だった分など、空いた時間にアルバイト

や自分のやりたいことが出来ています。また感染者も増えてきて大学生活に影響が出てしまうと思
いますが、緊急事態宣言等も出ておらず感染者も比較的少なかった時期は少しずつサークル活動も
再開し、入学して初めて大学生らしいことが出来たのが嬉しかったです。

【２】授業について教えてください。

①対面授業はどんな感じですか？
先生に質問しやすく、友人とも情報交換や課題の確認をしやすいというのが良い点だと思います。

ただ、午前の授業に出るために早起きしなければいけないのはとても大変でした。オンラインでの
授業に慣れていたため、余計辛かったです。生活習慣を早めに戻しておくことをお勧めします。

②web授業はどんな感じですか？
通信環境が悪いため時々困ることもありますが、ほとんどの授業は録画されているため後でその

動画をもらえます。個人的には対面授業よりもweb授業の方が集中しやすいです。先生の顔と資料
が目の前にあるからかもしれません。

【３】自分のパソコンをどのように使っていますか？
使用しているパソコンであまり困ったことはないのですが、時々先生に個別連絡しなければならな

いこともありました。それよりも現状困っているのは家のWi-Fiが弱いことで、Zoomに接続しても
止まったり音が聞こえなくなったりしています。パソコンでZoomに接続し、メモも内蔵されている
メモ帳にしています。先生が話していることをメモするには手書きよりもタイピングが一番良いと
思ったため、このような形になりました。しかし、テストのために別途ノートを作らなければならない
授業があり、パソコンにメモしたものを手書きでノートに移すのが面倒だったこともありました。

【４】新入生へメッセージを一言お願いします。
このような状況では友達一人作るのも時間がかかるし、困ること・大変なことも多いですよね。思

い描いていたような学生生活を送るのも難しいかもしれません。でもそのうちに慣れてきて、この
コロナ禍だからこその楽しみ方や、語弊がありますが手の抜きどころも分かってくると思います。
分からないことがあったらとにかくすぐ人に聞きましょう。社大に入学してくるような学生は大体優
しいと思うので、後ろに座っている人に突然話しかけても多分大丈夫だと思います。
私も入学してからは不安しかなく、実は今でもあります。内気なので友達もそこまでいませんが、
サークルや授業など、なんとなく学生生活を楽しめています。そこまで心配しなくても大丈夫です。
大学生活楽しみましょう。
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パソコンは講義を受けるために
ほぼ毎日使用しています

社会福祉学部福祉計画学科3年 伊藤 由結 さん

【１】コロナ禍の大学生活（全般）について教えてください。

①困っていることは？
ネット上にたくさんあがる中から、自分に必要な情報を管理して、講義に参加したり、レポートを提

出したりする必要があり、私は情報の見逃しがないかいつも不安に感じています。コロナ禍で対面
授業やサークルの活動もほぼ行われておらず、人とのつながりも薄いため、雑談のなかで気軽にで
きたであろう照らし合わせを躊躇してしまうことも、不安の要素の一つだと感じています。

②楽しい（充実している）と感じることは？
自由な時間を作りやすいところです。授業の録画を残してくださる先生方も多いため、好きな時

間に授業を受けることができるので、自分の工夫次第で時間を作ることができます。

【２】授業について教えてください。

①対面授業はどんな感じですか？
対面授業は、入口で検温をした後に指定された教室で受けます。WEB上でリアクションペーパー

を作成することで、出席が認められます。

②web授業はどんな感じですか？
先生によって授業形態はさまざまです。社大のWEBポータルや、Googleクラスルームに講義の

資料や情報が提示され、時間割通りの時間にZOOMで先生の講義を聞く形が多いです。講義を受
けた後にリアクションペーパーを作成することで、出席が認められます。期末には、最終レポートを
提出します。

【３】自分のパソコンをどのように使っていますか？
パソコンは講義を受けるためにほぼ毎日使用しています。私はPCを学校用と決めて使用してい

るため、メールの確認や作成したレポートの管理などが行いやすいです。それとタイピング音が好き
です。

【４】新入生へメッセージを一言お願いします。
コロナ禍での入学は大変なことや、つらいことも多いと思います。先輩たちは新入生の力になる気
満々なので、Twitterなど利用して気軽にメッセージをしてくださるとうれしいです。

ほぼ毎日授業で課題が出るので
パソコンは毎日使っています

社会福祉学部福祉援助学科2年 藤井 優希也 さん

【１】コロナ禍の大学生活（全般）について教えてください。

①困っていることは？

対面の授業をやった後に帰ってオンラインでの授業を受ける時は通学でも疲れるし帰ってから

の授業でも疲れます！

7



②楽しい（充実している）と感じることは？
授業と授業の空きコマの時間を使って友達とバレーしたり鬼ごっこしたり遊ぶのが楽しいです！

【２】授業について教えてください。

①対面授業はどんな感じですか？
語学はほぼ対面で行っており喋ったことがない同級生とグループを組んで課題に取り組んだり年

上の人とかも居るので刺激が多くて楽しいです！

②web授業はどんな感じですか？
動画配信やZoomなどのオンライン、課題提示などがあります。オンラインでは顔を見れない状態

でグループワークをしたりするので進め役などは絶対必須です！課題提示では質問を出来たりはし
ないので友達と相談しながらやる事が良いと思います！

【３】自分のパソコンをどのように使っていますか？
ほぼ毎日授業で課題が出るのでパソコンは毎日使っています。あとZoomでの授業などが多いの

でそこで使います。スマートフォンでも受けることが出来ますがパソコンの方が便利です。他には
YouTubeやU-NEXT、Netflixなどの動画配信サービスなどで使っています。タイピングに不安
がある人も多いと思います。僕も全然最初は出来ませんでしたが1年経つとそれなりに出来るように
はなります！安心してください!!タイピングが出来なくてもGoogleドキュメントを使う場合などで
はスマートフォンでも打てます！でもタイピングは出来た方が楽なのは間違いないです！笑笑

【４】新入生へメッセージを一言お願いします。
入学おめでとうございます!!
上京されてきた方、実家から通っている方、年上の方、色んな人がいると思います！ それほど

いっぱい自分が知らない知識、意見を学べる場所です！ ここで沢山学んでください！ ここからは
僕が大学1年通してのアドバイスです！
Zoomの授業とかがまだ多いと思うので友達は早めに作るのをおすすめします！最初は緊張する
けどがんばろ！ アルバイトは先輩に紹介してもらうといいかも！福祉の勉強も出来るバイトをいっ
ぱい知ってます！ 大学は想像しているよりめんどくさいです！楽でもないです！覚悟しておいて
下さい!! レポートの課題はまあまあ多くて辛いですがやり切れないものではないです！レポートの
書き方は調べたり本読んだりしておくと良いと思います！ 大学ではこれまでの学校に比べカンニ
ング、コピペなどの重さが全然違います！下手したらその学期の単位全て無くなります！気をつけ
てください！
最後に！僕とか先輩をいっぱい頼ってください！みんな優しいです！宣伝になりますが！ ぜひ

生協組織部に！！！笑笑 まだまだ大変な時期が続くけど大学生活を存分に楽しんでください！
みんなのことを楽しみに待っています！

日本社会事業大学の先輩の皆さん、インタビューへのご協力どうもありがとうございました。

大学生活について、少しイメージがわきましたか？ 少しでも入学準備のヒントにしていただけた
ら幸いです。

パソコン操作について不安な方は、オンデマンド・パソコン講習会へのご参加をおすすめします。
ぜひご検討ください。（18ページをご参照ください。）

対面授業＠大学 オンライン授業＠自宅☑パソコン ☑インターネット環境

大学でもご自宅でも、授業・課題提出・就職活動のために
パソコン＆インターネット環境は、大学生活のマストアイテムです。
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0303

パソコンがなければ、
大学生活は始まらない

なぜ自分専用のパソコンが必要なのか

☑履修登録などで入学後すぐにパソコンが必要に

日本社会事業大学では、入学後すぐに履修登録をパソコンで行いま
すし、授業でのレポート作成も始まります。入学時から自分専用のパ
ソコンが必要になります。

☑セキュリティソフトやOfficeは大学生に必要不可欠

レポート・表計算・プレゼンなどに必要なソフトが集約されている
Microsoft Office、ウイルスや不正アクセスなどからパソコンを守る
セキュリティソフトが不可欠です。

大学生協の提案は
先輩の知恵と経験をもとに開発

☑卒業まで使えるよう最新機種に厳選した機能を搭載

4年間ずっと使えるよう、大学生協職員と学生スタッフがメーカー
の協力のもと、最新の機種や搭載機能を厳選。持ち運びラクラクなモ
バイルタイプです。また4年間の長期メーカー保証と動産保証とサ
ポートも充実しています。

自分専用の「マイ・パソコン」は入学時から大学生活に欠かせないものですが、年次を追う毎に

その重要性が高くなり、新たな使用目的も生まれてきます。

参考イメージです。
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日本社会事業大学生協版ライセンス4年

Microsoft 365 とは？

使えるOfficeアプリケーション 使える主なオンラインサービス

スケジュール管理・メーラー

ワープロ

プレゼンテーション

表計算

デジタルノートブック

文書作成（Windowsのみ）

データベース（Windowsのみ）

1TBのオンラインストレージ

コミュニケーションツール

組織内のプライベートSNS

PowerPoint

Excel

Word

Outlook

Access

Publisher

OneNote

Yammer

Teams

OneDrive

Microsoft 365 なら

●ご本人の所有するタブレットやスマホにもインストール可能です。（最大各5台まで）
●新しい機能が定期的に提供され、常に最新の機能を使い続けることができます。
●Teamsを使って仲間との共同作業をスムーズに進めることができます。もはやメンバー全員が同じ場所に集まって作業する必要すらありません。

OneNote Teams OneDrive

 このライセンスは2026年3月31日までの期間限定のライセンスです。

 パソコン本体へのMicrosoft 365のインストールは、ご自身で行っていただくか、講習会等で行う必要があります。※インターネット環境が必要です。

 パソコンご購入者にはライセンスキーおよびパスワードをお渡しします。再インストールの際に必要になるので、大切に保管してください。

 このライセンスは有期のライセンスであり、ライセンス利用期間終了後大学院等に進学するなどで継続使用を希望される場合は、追加でライセンスを購入することで使用することができます。

ご注意事項

テキスト、画像、PDFファイル、音声などを

1ヶ所に集めて記録できます。

最近は授業のノートテイクに使う学生が増え

ています。ノートブックを大学の仲間や友人、

家族と共有できます。

チームを作成し、さまざまな作業を共同で

進めることができます。音声、ビデオ、Web

での会議を開催したり、ファイルを共有し共

同で編集作業を行ったり、チームメンバーの

スケジュールを管理したり、各自のデスク

トップの共有もできます。

共同研究、サークル内での情報共有など使

い方はアイデア次第で無限にあります。

Microsoft 365では、1TBまでお使い頂ける

大容量クラウドストレージです。パソコンのファイ

ルを丸ごと保存し、常に同期させることでバック

アップの心配もありません。パソコンのストレージ

容量が不足する心配もありません。OneDriveに

データを保存しておけば、どこからでも、どのデバ

イスからでも編集できます。新たに作成したファイ

ルをOneDriveに保存しておけばどのデバイスか

らも開くことができます。

Microsoft 365

Sway

プレゼン、レポート簡単作成ツール

最近ビジネスの社会ではMicrosoft 365の導入が急速に進んでいます。Microsoft 365

はWord、Excel、PowerPointだけではありません。クラウドサービスとして継続的な機能

追加がされるほか、クラウドストレージのOneDriveやコミュニケーションツールのTeams

を使い、場所やデバイスを選ばず作業が出来たり、共同作業がスムーズに出来るように

設計されています。

大学生協では新入生がそれらのツールを社会に出るまでに使いこなせる事を願い、

新入生の皆様にご案内するパソコンにはMicrosoft 365をご提案いたします。
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大学生に役立つ多彩なソフトを搭載
大学生協のオリジナルパソコンには、数多くのソフトウェアがあらかじめ搭載されています。

学生支援
ポータル 大学生に有益な「使える」ソフトを集約

セキュリティソフト

高信頼のソフトが4年間更新費用なしで
続けて使える総合セキュリティソフト

ウイルス対策にとどまらず、さまざまな脅威に対する信頼性の

高い総合セキュリティソフト、ウイルスバスタークラウド簡易パッ

ケージ版を添付しています、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、4年間更新費

用をかけることなく、セキュリティが確保された環境で卒業まで

パソコンを安心してお使いいただけます。

マイクロソフトMicrosoft 365を4年間使用できます。

レポートや発表などに不可欠なソフト＋もっと便利に

レポートや論文作成、表計算、プレゼンテーションなどに欠かせないWord、Excel、

PowerPointについて4年間使用できるMicrosoft 365を別途インストールして

利用します。

レポート等の文書
作成全般

表計算、グラフ等
の作成

ゼミや学会等での
プレゼンテーション

メモや音声、画像など
のデータを一元管理

メール、住所録・
予定表管理

先輩の机の上の様子

■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

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 就職活動応援コンテンツ】

■英語学習コンテンツ

試験対策から専門英語まで
役立つコンテンツを満載

大学や企業で活用される“TOEIC”、留学に必須の“TOEFL”、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。

【わかる！英語資格試験ガイド・キャンパスイングリッシュ】

【大学生の英語スタートダッシュソフト】

■マイクロソフトOffice 活用

どんどんパソコンを操作して
楽しくマスター

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。ナレローは、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。

【ナレロー成績上々Office365大学生協PCプリインストール版】

■知っておくべき情報倫理

IT ツールやメディアを
安全に使うために

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 情報倫理デジタルビデオ小品集7】

■電子書籍

幅広いラインアップの
電子書籍がいつでも購入できる

大学生協の電子書籍サイトにアクセスし、専門書、文芸書、ビジネス書、雑誌などを

網羅した、580社 約7万点の品揃えの中からダウンロードで電子書籍を購入するこ

とができます。パソコンはもちろん、タブレットやスマートフォンにも対応しています。

【VarsityWave eBooks】

ノート
パソコン

ペンケース
シャープ

教科書
参考書

時計
文具箱

ノート
消し
ゴム
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保護者の
皆さまへ

パソコンの扱いに慣れていない新入生にとって、安心は大きなポイント。自然故障（こわれた）でも、自分
の不注意による故障（こわした）でも、4年間の保証がパソコンライフを守ってくれます。故障などのトラブ
ルの際には、すぐに店舗スタッフに相談できることも心強いです。

4年間ずっと安心して使える
大学生協だけの充実した保証

4年間の安心をお約束

大学生協ならではのきめ細やかなサービス体制

自然故障に対応する長期メーカー保証（こわれたとき）

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。

不注意による故障などをカバーできる
安心の保証（こわしたとき）

ユーザーの不注意による故障には

メーカー保証は適用されませんが、

大学生協オリジナルパソコンには、

5,000円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。 ※1

トラブルの程度

にもよりますが、

通常パソコンの修

理にはある程度の

日数が必要です。

キャンパス内に店舗があるので便利です

大学生協では、キャンパス内にある店舗で修理などの受付を

行っており、お昼休みなどに立ち寄っていただくことができま

す。皆さまのすぐ近くに相談できる

スタッフがいることも大学生協の

大きな特徴です。

※1 補償金額は上限がありますので、保証規定をよくご確認ください。

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。

※2 代替機は購入された機種と異なる場合があります。また、台数には限りがあります。

身近なキャンパス内に
生協のお店があって安心

夜間利用可能な電話サポートを
1年間無料でご提供
大学生協の店舗が営業していない夜間や休日でもご相談いただけるよう、無

料の電話サポートを1年間ご提供しています。設定から普段の使用法、トラブル

対応まで、パソコン操作に精通したオペレーターが分かりやすくお答えします。

●対応期間 2021年12月1日～2023年2月28日まで
●受付時間 10:00～23:00（年末年始を含め土・日・祝日もご利用可能）

お問い合わせ内容 サポート対応

インター
ネット接続

無線でインターネットに接続したいのですが出
来ません。

パソコン側の環境・設定には問題がないことを確認。
無線ルーターのSSIDを選択していただくことで正常に接
続が出来ました。

購入したパソコンをインターネットに接続したい
のですが何を準備すれば良いか。

ご自宅のインターネット環境と接続タイプ（無線）を確認し、
無線の親機ご準備についてご案内いたしました。

Microsoft
アカウント

作成時に存在しないメールアドレスを入力して
しまいました。

新しくアカウントを取得して頂くようご案内いたしました。

プリンタ
プリンタとWi-Fi接続できない。 プリンタから無線ルーターに接続する手順をご案内いたし

ました。

その間パソコンが使えないと、レポートが書けないといった困っ

たことが起きてしまいます。ですので、大学生協では修理期間中

でもパソコンをお使いいただけるよう、代替機の貸出しを4年間

無料で行っています。

修理期間中は無料で代替機のお貸し出しが可能
※2

貸出

修理
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こんな「うっかり故障」が、
少ない自己負担金で修理できる

パソコン自然故障箇所は、主に記憶装置、

キーボード、液晶ディスプレイ、DVDドライブ

などが挙げられますが、グラフが示すように

使用年数に応じて件数が増加します。高学年

になるほどパソコンの使用頻度や重要性が高

まるため、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、大きな安心材料とい

えます。

メーカー保障対応における故障箇所

こんな故障でも、この金額で修理できました

大事に扱っているつもりでも、誰にでも「ついうっかり」ということはあります。
キーボードの上に飲み物をこぼす、机から落としてしまう、知らずにペンなどの異
物を挟んでパソコンを閉じてしまう、といった不注意による事故は後を絶ちません。
こうした故障や破損、さらには盗難を卒業までの4年間カバーするのが動産保証
です。5,000円からの低額な自己負担金で修理が受けられ、修理不能の場合は再
購入の補助も用意されています。

パソコンの上に飲みも
のをこぼしてしまった0101

事例

症状：電源が入らなくなる

修理費用：81,324円のところ

自己負担金額：5,000円

■ 購 入 後 3 年 目 に あ た り 、 補 償 限 度 額 が

100,000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。

パソコンを机の上から
落としてしまった0303

事例

保護者の
皆さまへ

0202
事例

症状：液晶ディスプレイ破損、

画面がチラつく

修理費用：74,520円のところ

自己負担金額：5,000円

パソコンを閉じる際に
遺物を挟んでしまった

●修理金額の年間補償限度額は、１年目15万円、２年目12万円、３年目10万円、４年目６万円（税込）です。（自然故障と動産修理の合算）

●「盗難」「紛失」「乱用」「自然災害」等、動産保険の対象となりません。

●保証内容の詳細については、５月以降に保証サービス会社より「サービス証書」が郵送されますので、そちらをご確認ください。

●修理不能な「全損」扱いの場合でも、再購入のための補助を受けることができます。

症状：電源が入らない、

修理費用：135,324円のところ

自己負担金額：40,324円

安心の保証が
ついていても
パソコンは大切に
お使いください。

ここまでのページで、社大の先輩の声、大学生活に欠かせないパソコンを選ぶにあたっての
ポイントについてご案内させていただきました。
次のページから、日本社会事業大学生活協同組合がおすすめする学習用パソコン、プリンタ、

インターネットサービス、電子辞書、そして学習用パソコン
ご購入者様限定オンデマンド・パソコン講習会（無料）について
ご案内いたします。量販店と比較検討の上、お申込みください。
日本社会事業大学生活協同組合は、日本社会事業大学

新入生の皆さまの学びと生活をサポートいたします。
☑パソコン ☑インターネット環境
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4年間安心提案パソコン
保証・Office・セキュリティー

4年間安心提案パソコン
保証・Office・セキュリティー

日本社会事業大学生協では、2022年度学習用パソコンとして社大生に

最適な機能やスペックを備えたモデルを厳選してご提供します。

2022年 日本社会事業大学生協

185,000円
税込
価格

GCX83
パールホワイト

日本社会事業大学生協

オリジナルモデル

先輩からのアドバイス

申込①

携帯性重視！持ち運び便利なドライブなし薄型軽量モデル

より日常的に大学⇔自宅etc.持ち歩く道具
としての携帯性を最大限重視し、学びのため
のツールとしての力を活躍します。

CPU Intel 第11世代 Core i5

メインメモリ 8GB(空なし)

大容量記憶装置 SSD 256GB

USBポート
USB3.1(Type-A) x2

USB4(type-C)×2

液晶サイズ解像度
13.3型 / 1920×1080

タッチパネルなし

プロジェクタへの接続ポート
HDMIx1,USB Type-C-
VGA変換ケーブル 同梱

通信1 有線LAN
1000BASE-T / 
100BASE-TX /10BASE-T

通信2 無線LAN
IEEE802.11a/b/g/n/ac/a
x準拠（Wi-Fi6対応）

バッテリ駆動時間 約24時間

本体重量 約888g

OS Windows11 Home

搭載ソフトウェアについて 録音アプリ：TruRecorder

保証期間 4年間（2026年3月31日まで）

荷物の多い社大生には、持ち運ぶとき
の軽さと性能のバランスが重要です。

持っていく場所や使用する場所に関係なく利用
できるので、便利だと感じます。
今まで、目的地で作業したいけど、PCは荷物に

なるから…と悩む人も多かったので、持ち運びや
すさは重要だと思います。
授業の中には、その日の課題やレポートが出るこ

とがあり、すぐに進めていく上でPCは必要だと感
じます。好きな時、好きな時間に開くことが
でき、かつ、web等の機能も充実して
いるので、学業におけるサポートと
なると思います。

社会福祉学部福祉援助学科4年
西方 多未 さん

パソコン本体色：パールホワイト
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セット提案セット提案

210,980 円
税込
価格

プリンター

EW-452A-U

申込②

194,280円
税込
価格

パソコン＋プリンタセット価格

インターフェイス USB2.0

付属品 セットアップ用インクカートリッジ（4個）

コピー解像度 4,800×1,200 dpi

拡大縮小 25％－400％(1％刻みで可能)

プリンタ解像度 4,800×1,200 dpi

速度 約１１ipm(A4カラー文書)

対応メモリー
カード

-

ネットワーク等 無線LAN IEEE 802.11b/g/n対応

保証期間 メーカー保証4年対応（修理引取費用）

使い勝手に優れたエントリーモデル

インターフェイス USB2.0

付属品 インクカートリッジ 4色独立

コピー解像度 5,760×1,440 dpi

拡大縮小 25％－400％(1％刻みで可能)

プリンタ解像度 5,760×1,440  dpi

速度 約2分40秒（A4写真用紙＜光沢＞）

対応メモリーカード -

ネットワーク等 無線LAN IEEE 802.11b/g/n対応

保証期間 1年間

PX-M730F-C

2022年 日本社会事業大学生協

パソコン＋プリンタセット価格

大学生協限定！ メーカー保証4年対応（修理引取費用）

15



※月額料金のお支払いは親権者名義のクレジットカード払いの
みとなります。

インターネットサービスインターネットサービス
オンライン授業・就職活動Web面接で大活躍！

通学時や旅行先でも◎

2022年 日本社会事業大学生協

家でも外でもインターネットを使えるモバイル通信です。

WiMAX+5G 5つのPoint

Point①
月間利用データ通信量に上限なし
※直近3日間のご利用通信量が合計15GB以上の場合、ネットワーク混雑時間帯(18時～翌日2時）の通信速
度が概ね1Mbpsに制限されます。また、 「プラスエリアモード」で当月のご利用通信量が15GBを超えた場合、
プラスエリアモードのみ当月末までの通信速度を送受信最大128kbpsに制限します。

Point②
自宅でしっかり、外でサクサク
持ち運び可能で場所を選ばず使える

Point③ 5G,LTE,WiMAX ３つのネットワークを自動切り替えでエリア安心
※5Gは一部エリアでの提供です。

Point④ 2万円相当の端末代金無料、もちろん 返却も不要！

Point⑤
PC・スマホ・タブレットなどWi-Fi機器10台まで同時接続可能。家族や
友人とシェアして使える！

WiMAX+5G

税込
価格

大学生協だけの学割WiMAX価格

4,268円/月

申込④

※月額料金のお支払いは親権者名義の
クレジットカード払いのみとなります。

【注意事項】
●契約期間は49ヶ月間です。 (例:2022年3月契約→更新月は2026年3月) ●契約満了月の末日またはその
翌月以外に解約された場合、契約解除料として課金開始月から最初の25ヶ月間は別途20,900円、26ヶ月目以
降は10,450円が掛かります。 ●お客様からお申し出が無い限り49ヶ月間ご利用後は自動解約となります。 更新
月(49ヶ月目)に継続申込いただくことで、２年間の契約延長が可能です。 ●月額料金のお支払いは親権者名義の
クレジットカード払いのみとなります。 ●別途ユニバーサルサービス料（電話リレーサービス料込）として4円/月が
掛かります。この料金は見直しにより変更される場合がございます。●月の途中でのご加入もしくはご解約の場合、
月額料金はご利用日数分の日割額となります。 ●返品・キャンセルはダイワボウ情報システム株式会社の初期契約
解除制度に準じます。詳しくは申込サイトをご確認下さい。●消費税率10%での計算です。将来の税率変更により、
税込金額が変わる場合がございます。※2022年1月時点

※このパンフレットに同封されているWiMAX+5Gのチラシもご覧のうえお申し込みいただけますよう
お願いいたします。

こちらの商品のお申し込みは、ダイワボウ情報
システム株式会社のWebからのみになります。
以下にアクセスの上、お申込みください。

https://dis.onl/2022m/

お申込み方法
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大学生のためのワンランク上の電子辞書大学生のためのワンランク上の電子辞書
大学生協がご提案する電子辞書は、高校生モデルからさらに充実した

コンテンツと便利な機能を搭載した機種です。

2022年 日本社会事業大学生協

電子辞書＋福祉用語コンテンツセット

大学生協ならではの
３大特典

特典①

大学生協特別
斡旋価格

大学生協ならではの
３大特典

特典②
安心の
4年間保証

大学生協ならではの
３大特典

特典③
修理代金学割

AZ-SX9800+XS-CD06DL-B

福祉用語に対応しているから講義に役立ちます。
幅広く活用できる辞書です、部厚い辞書や辞典を持ち

歩く必要が無くなりました。
社会福祉や介護福祉の講義中でも専門用語も導入さ

れている辞書なので、調べたいときに楽に検索できます。
また、多様で種類も多く、英単語やビジネスワードまで
収録されているため、どの授業にも欠かせない辞書です。
社会福祉士を目指す中で長期間活用できるものなので、
とてもおススメです。
この辞書と共に、より質の高い学びを手に入れましょ

う。
社会福祉学部福祉援助学科4年 西方 多未 さん

先輩からのアドバイス

福祉用語辞典コンテンツ
（ダウンロード版）付き

40,870円

☑オンライン授業における電子辞書のメリット
１．インターネットにつなぐ必要が無いのでWi-fi環境に左右されず集中できます。
２．双方向ライブ等による画面の切り替え、2画面分割不要のためご操作やフリーズのリスクが減ります。
３．語学の定着、正しい情報が得られます。

▶検索した単語の履歴が残る＆検索回数が出る。ネイティブ発音で音声確認ができる。

介護福祉用語辞典

社会福祉用語辞典

申込⑤

税込
価格
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パソコン講習会のご案内パソコン講習会のご案内
パソコンを使用できるまでの講習会です。

オンデマンド・パソコン講習会【無料】申込⑥

2022年 日本社会事業大学生協

無料税込
価格

新型コロナウィルス感染防止の観点から、2022年度のパソコン講習会は
オンデマンド形式で開催いたします。

※オンデマンド・パソコン講習会参加対象は、日本社会事業大学生協推奨
学習用パソコンご購入者のみとなります。あらかじめご了承ください。

講習会への参加方法について
学習用パソコンにオンデマンド・パソコン講習会用のテキストを同梱します。

スマートフォン等で、テキスト内で案内するURLにアクセスし、オンデマンド・
パソコン講習会にご参加ください。

講習会の内容について
①学習用パソコンのセットアップ
②日本社会事業大学のオンライン・オンデマンド授業の受講方法について
③社大の先輩から、授業の様子や大学生活でのパソコン活用事例のご紹介

おすすめポイント
☑オンデマンド形式なので、好きな時間に好きな場所で

受講できます。
☑ご入学前に、日本社会事業大学のオンライン・

オンデマンド授業の受講方法を知ることで、スムーズに
授業を受けることができます。

☑社大の先輩から授業や大学生活を聞けるチャンスです。

01

02

03

日本社会事業大学生協推奨学習用パソコンを
ご購入いただいた方のみがお申込みいただける
日社大生協オリジナルのパソコン講習会です。
※講習内容につきましては、一部変更になる場合がございます。
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お申込み方法

■予定数量が終了次第締め切らせていただきます。ご了承ください。
■ご不明な点はお問い合わせください。

お問い合わせフォームhttps://text.univ.coop/mfp415toi/jcsw01res.html

お支払方法（郵便振込）

以下の口座までお振込みいただき、お振込み完了後、「振替払込請求書兼受領書」を

「日本社会事業大学生活協同組合 学習用パソコン・電子辞書 購入申込書」の該当箇所に

貼付の上、生協に送付してください。

＜お振込口座＞

・加入者名：日本社会事業大学生活協同組合

・金融機関：ゆうちょ銀行

・口座番号：00120-8-350636

・ご依頼人：ご入学されるご本人様氏名（ご本人以外の名義で振り込まれる場合は、

通信欄に「入学されるご本人様氏名」をご記入ください。

※お振込手数料は、お客様ご負担とさせていただきます。

送付
方法

申込書送付

お振込控えを添付し

た申込書を送付して

ください。

■郵送

■fax

■購買書籍部アドレ

スにファイル添付

送信

02

お届け

ご入金確認後、宅急

便でお届けします。

（配送料生協負担）

プリンタはメーカー

より直送されます。

03

講習会参加

オンデマンド・パソコ

ン講習会にご参加く

ださい。

学習用パソコンご

購入者を対象とした

講習会です

※お申込制 【無料】

04

お支払い

下記の方法で

お支払いください。

■郵便振込

※同封の振込用紙

（払込取扱票）にて

お振込みください。

01

日本社会事業大学生活協同組合

同封の申込書にご記入の上、いずれかの方法で送付してください。

①郵送

②fax：042-492-5505

③購買書籍部アドレス：jcswcoop-shop@univ.coop にファイル添付送信
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お申込期間

日本社会事業大学生活協同組合

TEL042-492-5506  FAX.042-492-5505

https://www.univcoop.jp/jcsw/

お問い合わせフォームhttps://text.univ.coop/mfp415toi/jcsw01res.html

重要

2022年度 新入生の皆さまへ

教科書販売のご案内教科書販売のご案内

日本社会事業大学生活協同組合

ご購入時にレジにて組合員証をご提示いただくと、

教科書、参考書などの書籍が定価の10％引にて

ご購入いただけます。まずは生協加入手続きをお済ませください。

数量限定

ご購入時にレジにて組合員証をご提示いただくと、教科書、参考書などの書籍が
定価の10％引でご購入いただけます。

例年、生協購買書籍部にて教科書販売を行っていますが、現時点では新型コロナ
ウィルス感染状況が見通せる状況にありません。

日本社会事業大学の2022年度授業実施方針に基づき、大学とも協議の上で、
教科書販売方法につきましては決めさせていただく予定です。

確定次第、改めてご案内いたします。
教科書、参考書などの書籍を定価の10％引でご購入いただくためにも、まずは

生協加入手続きをお済ませください。よろしくお願いいたします。

例年の教科書販売風景です。
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