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パソコンを使って充実した学びを

大学生活に必需品であるパソコン

　ご入学おめでとうございます。これから皆さんは、日本女子大学で高度な専
門知識と考える力を身に着けていきます。大学では自分で調べ、考え、検証し、
意見をまとめることで学習が進められます。実際、授業では自分の考えをレポー
トやプレゼンテーションにして情報発信する機会が多くあります。そのために
はパソコンの利用が欠かせません。メディアセンターでは、授業だけでなく自
習にも利用できるよう学内のパソコン環境を整備してあります。しかし、じっ
くりと考えて情報をまとめるには自分専用のパソコンを揃えたいものです。
　しかし、どのようなものを買えばよいか迷う人も多いでしょう。少しだけポイントを紹介します。パソコ
ンは短期間で買い替えると、そのたびに利用環境の整備が必要となります。できるだけ長く使う前提で選ぶ
と良いでしょう。毎日使いながら、自分に使いやすい環境を整備していくことで、効率的に学習できるよう
になり、自然とコンピュータリテラシーも身に付きます。また、個人用には場所を選ばずに作業できるノー
トパソコンが便利です。自宅内でしか使わないか、大学や外に持ち出すのか、持ち運ぶ範囲に応じて重量やバッ
テリーを考えると良いと思います。
　現代社会で活躍する女性には、自分の考えを上手に発信する力が必要です。ぜひ大学に入学したこの機会
にパソコンを使い始め、情報発信力を高められるように努めてください。きっと将来を拓くスキルのひとつ
になると思います。

　新入生の皆様、ご入学おめでとうございます。きっと新しい大学生活が
始まるにあたり、不安ながらも希望に満ちた毎日と思います。ここで大学
生活の必需品のパソコンについて若干説明します。
　日本女子大学では、目白・西生田の両キャンパスとも、メディアセンター
には最新のパソコンが設置されていて、学生の皆さんは自由に利用できま
す。貸出パソコンもあります。
　またこれらのパソコンを使って情報教育が実施されています。したがっ
て、カリキュラム上は大学に自分のパソコンを持ち込む必要はありません。しかし、自宅でレポート
を書いたり、携帯では処理しきれない大量の文書をメールでやり取りしたり、4 年生になって卒業論
文を書く場合には、どうしても自宅や下宿にパソコンが必要になってきます。家庭にすでにお持ちの
パソコンでも比較的新しい OS のものであれば、当面の役には立つかもしれません。また画像データ
を扱うには能力が高いパソコンが必要になることもあります。パソコンは非常に急速に進歩しており、
新しいものほど効率よく作業できるので、予算が許せば 4 年間継続使用できる最新のパソコンを購入
するのが良いと思います。

日本女子大学　メディアセンター所長
理学部数物科学科　長谷川 治久　教授

日本女子大学　日本女子大学生活協同組合理事長
理学部物質生物科学科　今城 尚志　教授
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大学生協オリジナルパソコンとは？

安心の高耐久性！レッツノートブランド
軽くて気兼ねなく持ち歩ける高性能パソコンです

●もしもの時の安心感が違う！高い堅牢性
机の高さからの落下や満員電車の圧迫を想定した頑丈設計。

●一日中持ち歩いても疲れにくい軽さ。
重量約999g  横幅283.5mmのコンパクト設計なのでお気に入りの
バッグに入れて気兼ねなく持ち出せます。
約14時間駆動の長時間使用可能なバッテリー。

●2色から選べるオシャレな天板カバー
Panasonicオリジナル天板カバーがセットなのでお気に入りのシールを
貼ったりアレンジできます！

４年間の安心で卒業までをサポート
● メーカー保証範囲内であれば、４年

間無償で修理が受けられます。
● 学内の生協で修理受付だから、梱包

や配送手配の手間がかかりません。

● メーカーの保証外の破損修理にも安心です。
● 「飲み物をこぼした」、「液晶が割れてしまった」など

にも対応します。

動産保証
4年間

● パソコンを修理している間に代替パ
ソコンを貸し出しします。

代替
パソコン
貸し出し
4年間

メーカー
4年保証

詳しくはP9をご覧ください

Windows
PC

詳しくはP6・7をご覧ください

日本女子大の先輩達が選びました！
軽いのに、とても頑丈。
ハイスペックだから

使いやすい。

A4サイズだから通学
カバンに丁度よく、

持ち運びもラクラク。

Type-CのUSB付きで、
スマホの充電器で

充電できるのも魅力的。

可愛いカバーにシール
を貼ったり、アレンジ

できるところもイチオシ。

DVDドライブで
音楽を聴いたり、
映画を観たり。

放課後も大活躍。



日本女子大生のパソコン利用の実態
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学生生活を有意義に

DVD・CDを使いたいから
光学ドライブ付き！

生協のパソコンは“もしも”の時に安心！

生協のパソコンを購入して良かった

　大学生活は自分のパソコンを持っているかどう
かで、どれほど学生生活を有意義に送れるかが決
まります。大学で授業の中でレポートの提出を課
題としている授業が多くあります。場合によって
はレポートの提出日が重なってしまうこともあり
ます。そこで持ち運びが便利なパソコンを持って
いることで、授業の間をレポー
トの作成に充てることができ、
自分の趣味の時間を確保するこ
とができます！

　実験レポートの作成や教養特別講義のレポートの作成、
Web 上で課題を提出したりと大学生活においてパソコンを
使う場面はたくさんあります。大学で使えるパソコンの台
数は限られているので自分のパソコンを持つことをおすす
めします。私はよく DVD を見たり CD の取り込みをするの
で光学ドライブ付きのパソコンはとても
便利です。光学ドライブ付きだからと
いって厚さや重さは気になりません！

　大学生活においてパソコンは重要なアイテム
ですが、持ち歩く機会が多く、購入前は故障に
対する不安もありました。
　そんな中、生協のパソコンは 4 年間のメーカー
保証が付いていたので購入を決意！パソコンの
調子が悪い時などすぐに相談できる窓
口もあるのでいつも安心し
て持ち歩いています。

　私はレポート作成中に突然パソコンが壊れて困っ
たことがありました。どうしたらいいか分からない
時に学校内に生協がありましたので、とりあえず生
協に相談したところ、修理の手配や修理中の代替え
機を貸して頂けたりと本当に助かりました。
　操作方法が分からない時
なども店員の方が親切に対
応してくださるので本当に安
心して使用できています。

語学授業

レポート

履修登録

サークル活動

語学授業

レポート

履修登録

資格取得

就職活動

教育実習、インターンシップ

プレゼンテーション

レポート

1年生
2年生

3年生

資格取得

レポート

プレゼンテーション

卒業論文

内定企業との連絡

就職活動

内定企業との連絡

就職活動

資格取得

修士論文

レポート

プレゼンテーション

学会論文

プライベート

経営数値管理

顧客情報管理

宣材作成

資格取得

企画書・報告書の作成

プレゼンテーション
4年生

大学院生
社会人

取引先との連絡

日本女子大生が語るパソコン活用事例

理学部
数物科学科

山奇 梨沙さん

理学部
数物科学科

高野 志歩さん

家政学部
家政経済学科
近藤 美穂さん

理学部
数物科学科

猪又 みなみさん

学年が進むほどパソコンを使う機会は増えていきます。
忙しくなってからではなく、余裕があるうちに
パソコンに慣れておくことをおすすめします。



大学生活では様々なシーンでパソコンが必要になります。
なぜ生協のパソコンがオススメなのか、先輩からのアドバイス！
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マイパソコンでマイペースに

時間を上手につかおう

時間を有効に

何かあったら生協で相談

　授業では Word や Excel といったオフィス
ソフトを使った課題が出されます。
　学内の貸出用パソコンは数に限りがあるの
で使いたい時に借りられないことがあります。
自分用のパソコンを持っていれば休み時間な
ど自分のペースで課題が進め
られるので非常に便利です。

　授業課題の多くは手書きでなくパソコンを使用して
の作成・提出となります。
　自分のパソコンがあると移動の時間やちょっとした
空き時間に課題の作成・見直しが出来るのでとても役
に立ちます。
　大学では課題も多く出されます
ので、入学の機会にパソコン購
入されることをおススメします。

　大学ではレポート作成時に多くのパソコンを
使います。もちろん演習室や図書館にパソコン
はありますが、レポートの時期が重なるとなか
なか席が取れない事もあります。自分のパソコ
ンがあれば自由な時間に課題を仕上げることが
できるのでおススメです！

語学授業

レポート

履修登録

サークル活動

語学授業

レポート

履修登録

資格取得

就職活動

教育実習、インターンシップ

プレゼンテーション

レポート

1年生
2年生

3年生

資格取得

レポート

プレゼンテーション

卒業論文

内定企業との連絡

就職活動

内定企業との連絡

就職活動

資格取得

修士論文

レポート

プレゼンテーション

学会論文

プライベート

経営数値管理

顧客情報管理

宣材作成

資格取得

企画書・報告書の作成

プレゼンテーション
4年生

大学院生
社会人

取引先との連絡

人間社会学部
心理学科

小澤 いろはさん

人間社会学部
心理学科

井上 千尋さん

理学部
数物科学科

馬場 唯花さん

理学部
物質生物科学科
別所 朋香さん

　キャンパス内に生協のお店があるので何かおかしいな？
と思った時にパソコンについてすぐに相談できるのが良
かったです。次の時間、授業でパソコンを使う必要があ
るのに突然インターネットが使えなくなってしまった時に
生協で見てもらい、無事に授業を受けることが出来たな
んてこともありました。4 年間パソコンを
使うなら生協パソコンが安心し
て使えると思います。
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2019年 生協オリジナルパソコン

CF-SV7H8LLC

● 机の高さからの落下や満員電車の圧
迫を想定した頑丈設計。もしもの安
心感が違う！

安心の高堅牢設計

● 重量約999g・12.1インチのコンパ
クトサイズPC 
お気に入りのバッグに入れて気兼ね
なく持ち運び可能!!

● 約14時間の長時間駆動。 
外出時も安心して使える！

軽量・コンパクトなのに
長時間駆動

● 学生時代は可愛い色のカバーに自由
にアレンジしてオシャレに！ 
就活の時はカバーを外せば「できる
女子」風に！

選べるオシャレな
天板カバーセット

ＯＳ

Windows® 10
64bit正規版

CPU

インテル
Corei5-8250U

メモリ・SSＤ

8GB
（増設不可）
SSD 256GB

ディスプレイ

12.1型
1920×1200

WUXGA

インターフェイス
ＵＳＢ
3.0×3

TypeC×1
HDMI・RGB

質量

約999g

バッテリー駆動時間

最大約14時間

光学式ドライブ

DVD
スーパーマルチ
ドライブ内蔵

申込締切
3/31（日）

Windows
PC

動産保証
4年間

あえて！
Officeなし

メーカー
4年保証

修理中代替機
貸し出し
サービス付

1年間
無料電話
サポート

大きく見やすい画面＆持ち運びにすぐれた設計で、学習・プライベート利用ともに快適なPCライフをご提案します。

日本女子大生はMicrosoft Officeの購入は不要です。詳しくはおとなりのページをご覧ください

● 基盤の実装から組立、キッティングま
で日本国内生産なので安心&高品質！

安心のメイドインジャパン

※詳細な仕様は同封のメーカーチラシをご覧下さい。

※�天板カバーは２色の内、�
どちらかをお選び頂けます。
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日本女子大学生協では、2019年度生協オリジナルパソコンとして日本女子
大生に最適な機能や4年間安心して使えるモデルを厳選してご提供します。

A
セット

プリンターは
すでに持っている

という方向け

パソコン本体のみ

B
セット

お得なプリンター
セットです

パソコン本体と
プリンターのセット

￥165,000（税込）

￥194,800（税込）

＋

Web
注文商品

動産保証
4年間

動産保証
4年間

メーカー
4年保証

メーカー
4年保証

修理中代替機
貸し出し
サービス付

修理中代替機
貸し出し
サービス付

1年間
無料電話
サポート

1年間
無料電話
サポート

※�天板カバーは２色の内、どちらかをお選び頂けます。

※�天板カバーは２色の内、どちらかをお選び頂けます。

※プリンター詳細は８ページをご覧下さい。

Aセット

Bセット

あえて！
officeなし

あえて！
officeなし

パソコン選びのポイント
日本女子大学は Microsoft 社と包括ライセンスを締結しています。在学期
間中は Microsoft Office（Word・Excel・PowerPoint など）を無償でダウ
ンロードし使用できます。
量販店などで販売されているパソコンの多くは Office ソフトが予め
入っていますが、日本女子大生協ではあえて Office ソフトなしモデル
にし、その分より安くご提供いたしております。

ウイルス対策ソフトについて   
日本女子大学はトレンドマイクロ社と包括ライセンスを締結しています。その為、在学中はウイ
ルス対策ソフトを無償でダウンロード使用できますので新たにご購入頂く必要はございません。
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おすすめプリンターのご案内 Web
注文商品

トータルコストを抑える
エコタンク搭載プリンター

※プリンター単体での販売はございません。

● 大学生は家でもレポート作成や資料の印刷等で大量
の印刷をします。

　 大学生協特別エコタンク搭載プリンターなら4年間
の印刷枚数を初期同梱インクでカバーできます。

大学生の4年間平均印刷ページ数は
約10,000ページ（※）

※詳細はメーカーＨＰまたは同封のメーカーチラシをご覧ください。

※エプソン調べ　大学生活プリンター利用実態調査

● A4モノクロ文書で約0.4円、A4カラー文書が約0.9円
という桁違いの低印刷コストモデル。

　 さらに大学生協特別モデルとしてインクボトルを各色
2本標準添付で10,000ページ（A4カラー文書）以上
の印刷が可能です。

大学生活4年間のインク追加購入の
手間&コストを削減できる！

インク

染料３色

前面

背面

顔料１色
対応インク

印刷コスト A4文書（注１）

モノクロ カラー モノクロ カラー

印刷スピード A4文書（注２）

印刷コスト L判写真（注１）給紙方法 印刷サイズ

カード/名刺～A4対応
インク・用紙合計コスト 

約 5.9 円（税別）

約 0.4 円
（税別）

約 0.9 円
（税別）

約 10.5 ipm 約 5 ipm

約 76 秒
1段 (A4:最大100枚)

ボトルタイプ

４色
ヤドカリ® ハリネズミ®

自動両面プリント
(ハガキ対応） 1.44型液晶

スマホ対応
無線LAN

印刷スピード L判写真（注１）

● 従来のエコタンク搭載プリンターか
ら更にスッキリコンパクトボディに！

　 身近な場所に置けて、また無線搭載
なので離れた場所からでもプリント
できます。

狭いスペースにも置ける！
スタイリッシュ・コンパクトボディ

375mm 347mm

187mm
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日本女子大学生協のパソコン６つのポイント

4年間ずっと安心して使えます。
保護者の
皆様へ

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
も用意されていて、本当に安心です。

4年間の安心をお約束

※ 1　保証内容や自己負担金は、メーカーや大学によって異なる場合があります。また、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。大学によって貸し出し条件が異なります。

大学生協ならではのきめ細やかなサービス体制

パソコンの修理受付はキャ
ンパス内にある大学生協の
店舗が窓口になります。ま
た、故障の際だけでなく、操
作方法などで分からないこ
とがあったら、店舗スタッフ
にご相談ください。

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、
大学生協オリジナルパソコンでは、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 。

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

大学生協の店舗が営業していな
い夜間でも、無料電話サポートが
ご利用いただけます。経験豊かな
オペレーターが、トラブルの解決
はもちろん、通常の使用法などに
も丁寧にお応えします。
●対応期間 2019 年 3 月 1 日～ 2020 年 2 月 28 日
●受付時間 10:00 ～ 23:00（年末年始を含め土・日・祝日もご利用可能）

4年間の動産保証で
うっかり事故も安心

パソコンの修理にはある程度の日数がかかりますので、
その間パソコンがないと不便だという方のために、
代替機の貸し出しを無料で実施。購入後 4 年間ご利用いただけます。※ 2

修理期間中は無料で
代替機のお貸し出しが可能

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

メーカー保証を4年間に延長
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Webシラバス・Web履修登録って何？

パソコンを使う講義はあるの？
カリキュラム上、自分のパソコンを持ち込む必要の
ある講義はありませんが、学科によっては右表の通
り、学内のパソコンを使用する講義が必修となって
います。
これらの講義の予習・復習はもちろんですが、普段
のレポートや課題、４年次の卒論など、パソコンの
使用場面はほぼすべての学生にあると言えます。生協では、４年間の使用に耐えうる、いつでも使える生協
オリジナルパソコンのご購入をおすすめしています。

家政学部・文学部

全学科

理学部

数物科学科
人間社会学部

基礎情報処理

必須

情報科学実習

必須

情報処理基礎Ⅰ

7割程度が履修

　　　　　　　　学部ごとに発行される講義概要のことです。
講義の履修はガイダンスに出席し、講義概要等を熟読した上で１年間の計画を各自が行います。
日本女子大学では冊子配布の講義概要の他、ホームページ上の Web シラバスで、すべての学部科目につい
て講義概要を見ることができます。科目名称、教員等のキーワードで検索可能で、インターネットにつなが
るパソコンがあれば効率的に履修計画を立てることができます。

　　　　　　　　その年度に履修する科目を届け出る手続きのことです。
１年間に履修するすべての科目を前期登録期間（４月中旬）までに登録する必要があり、この手続を完了し
た科目のみ単位を修得することができます。
日本女子大学では、履修登録方法が「Web 履修登録」となっており、履修登録はインターネットに接続され
たパソコンを使って、期間内に行うことになります。学内のコンピュータ演習室のパソコンは台数に限りが
あり、授業や課題に利用するのが優先となります。
自由に使えるパソコンを持っていれば、空き時間や帰宅後でも履修登録が行えて便利です。　

履修登録とは

シラバスとは

※ 2018 年度調べ

大学で使えるパソコンの台数は？
学内のコンピュータ演習室で学生が課題のために
使用できるパソコンは演習室が開室している時で
す。講義で利用している時やメンテナンスの時は
閉室となり使用することができません。

目白 台数 合計 西生田 台数 合計
演習室1 70

197

演習室 1 46 *2
109演習室 2 60 演習室 2 20 *1

演習室 3 40 演習室 3 40
演習室 4 27 * は Macintosh

学生数4,178名

台数 197

学生数 2,036名

台数 109

目
白

西
生
田

※詳しくは入学後に配布される利用案内をご覧ください。2018 年 5 月現在

年度ごとに下記プリンター出力ポイントが付与されます。

学年 年間ポイント

通学在校生 1000ポイント

出力プリンター 消費ポイント
モノクロ 1ポイント
カラー 5ポイント

演習室のプリンターは、印刷枚数に上限があります
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家政学部住居学科の学生さんへ

住居学科では、コンピュータデザインが必修となっており上級生になると、設計の課題制作に
CAD（製図）ソフトを利用する方も多くなります。このことは CAD ソフトなどを大学のコ
ンピュータで使用するだけでなく、講義で出された課題を学内外で制作する機会が数多く存在
する事を意味します。
自宅等で課題制作に使用するパソコンは Microsoft の Word、Excel に加え CAD ソフト

「AutoCAD」や「Sketch Up Make」（どちらも学生版フリーソフト）が使用できる機種が
望ましいです。

CAD ソフト使用 PC 推奨スペック表

 Windows Mac

OS

Windows10
Windows8.1
Windows7(SP1)
※ 64 ビットのみ

MacOS 10.13(High Sierra)
MacOS 10.12(Sierra)
MacOS X 10.11(EL Capitan)
MacOS X 10.10(Yosemite)

CPU Intel Core i5 以上

メモリ 8GB 以上

画面解像度 1920 × 1080 以上
（最少 1440 × 900）

1920 × 1080 以上
（Retina ディスプレイ推奨）

グラフィックス

DirectX11 以上
OpenGL3.0 以上

Intel Iris，Iris Pro
AMD Radeon Pro

※  Intel HD Graphics では正常に動作しない
場合があります

※  Intel HD Graphics では正常に動作しない
場合があります

記憶領域 SSD128GB 以上（256GB 以上を推奨）

※ 上記条件を満たしていてもパソコンのモデルによってはソフトウェアが快適に動作しない場合がございま
す。その場合にはマシンのスペックを上げて頂くようになります。

※ ソフトウェア動作環境については各メーカーホームページにございます動作環境案内も併せてご参照くだ
さい。

日本女子大学生協ではオリジナルパソコンのほかに、上記 CAD ソフ
トの推奨スペックを満たすことのできるパソコンも別途お取り寄せ
可能です。
機種やスペックのご相談やご質問・お見積等、ぜひ生協カウンター
までお問い合わせください。
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大学生協オリジナル電子辞書のご案内

文学部　英文学科　佐藤 和哉　教授

電子辞書のすすめ

電子辞書を活用した英語学習
大学への入学が決まり、新しい生活に向けて希望と不安に胸

をふくらませながら準備をされていることと思います。その準備
に、大学での学習・研究のアイテムとして「電子辞書」も加えて
ください。電子辞書の使いかたは本当に幅が広いのですが、ここ
では英語学習に絞って、その利点をご紹介します。

インターネットで検索すれば何でもすぐに分かるのに、わざわ
ざ電子辞書を買うのは無駄だと思う人もいるかもしれませんね。
電子辞書だと、一つの項目をきちんと読もうと思えば、下向きの
矢印キーを押したり、画面にタッチしてスクロールしたりする必
要があります。多くの意味がある英単語を引いたときに、最初に出てくる説明しか読まないなんてこと
をすると、読んでいる文章の内容を全く取り違えてしまう場合さえあります。小まめにキー操作や画面
タップをして説明を最後まで読む習慣をつけることは、電子辞書を活用するうえで、欠かせないポイン
トです。そのためにスマホやタブレットとは違う操作を覚えなければならないのは面倒 ･･･ かもしれま
せん。それでも、電子辞書にはスマホ（タブレット）＋インターネットにはない長所が沢山あります。

インターネットの辞書サイトなどと比べたときの電子辞書の長所として第一に挙げられるのは、辞書
の「深さ」です。「専門性」とも言えるでしょう。たとえば、「コトバンク」や「goo 辞書」などのサイ
トのどちらにも、『リーダーズ英和辞典』（第三版）は収録されていませんが、この辞書は現代英語を読
むうえで、専門用語の数から言っても右に出ることのないスグレモノです。「私は英文学科じゃないか
ら関係ない」と思わないでください。むしろ、ほかの学科のかたが自分の分野の論文や研究書を読むと
きに絶大な威力を発揮する辞書なのです。インターネットの辞書サイトは、いわば「万人向き」で、ちょっ
とした単語の意味などをさっと得るのには最適でしょう。でも、少し難しい内容の英語を読んだり書い
たりするときに本当に役に立つのは電子辞書です。

さらに、電子辞書における文字と音の連携について触れておきます。「４技能」などという言葉がに
わかに注目を集めて、受験業界や教育業界がやたらと振り回されているのが現状です。しかし、考えて
みれば、言葉を使ううえで「読む」「聞く」「書く」「話す」がばらばらに存在するはずがありません。そ
れから、すべての場面に通底する「語彙力」の問題がしばしば見落とされています。単語を覚えるとき
には、発音と綴りと使いかたをセットで身につけるのがもっとも有効な方法ですが、単語や例文の発音
がすぐに聴ける電子辞書は、そのような覚えかたに適しています。最近の電子辞書は語彙力アップのた
めのプログラムを各種取りそろえていますので、自分のレベルに合ったところから勉強していけば、大
いに力になってくれるでしょう。

何となく「ぺらぺら」喋れるのが英語学習の目的ではありません。広く、世界のいろいろな人（今、
生きている人だけでなく、これまで生きてきた多くの人たちも含めて）考えたことを読んだり聞いたり
してそれを理解し、それに対して自分の意見を書いたり話したりして理解してもらう、そのためのツー
ルが英語ですよね。その英語というツールを身につけるためのツールとして、ぜひ、電子辞書を手に取っ
てみてください。
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こんなに違う！

さらに
お得！ 2019年NEWモデル本体に下記追加コンテンツで、さらにお得なプライスに！第二外国語（諸外国語）コンテンツ

ドイツ語 フランス語 スペイン語 イタリア語 中国語 韓国語 ロシア語 ポルトガル語XS-SS04DL-B XS-OH29DL-B XS-HA09DL-B XS-SH25DL-B XS-SH24DL-B XS-SH26DL-B XS-SA28DL-B XS-HA10DL-B

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及びパソコンをお持ちでない方は、メーカーの専用窓口にて対応
致します。その際は数日お時間を頂きます。

高校 大学

※画面や書籍の画像はイメージです。実際の製品内容とは異なる場合があります。

●海外語学研修には大学学習レベルの
　英語辞書が必須
●研究に対応できる豊富な専門語が必須
●大辞典クラスの英和辞典が必要
　（「リーダーズ英和」の収録語彙数は約28万語）
●本格的な英英辞典が必要
●TOEIC®、TOEFL®などへの対策が必須
●英語によるコミュニケーションが必要

●第二外国語（選択科目）の辞書が必須
●就活のためのSPI試験対策が必須
●社会用語の知識が必須

●専門語や新語に対応した、最新の
　国語辞典や百科事典が必須

英　語

国　語

その他

文系の学習なら！
複数の英英辞典を横断検索して、慣用表現、日常会話
など、英語のボキャブラリーを増やそう！

理系の学習なら！
英語論文を読むための専門語辞典はもちろん、理工系の
学習には岩波理化学辞典が必須！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大学生モデル

●英和と和英、一冊ずつあれば充分
●高校生の定番「ジーニアス英和（第5版）」
  の収録語彙数は約105,000語

●国語辞典は明鏡や広辞苑など
●学習の場面での使用が中心

英　語

国　語

その他
●受験生向けの教科別用語集や小辞典・
  学習用コンテンツがメイン

２０１6年度
高校生モデル

AZ-Y4700edu
XD-Y4800

高校
では

大学
では

と では必要とされる辞書が

3大特典付き3大特典付き

大学生専用モデルならではの

大学生特別斡旋価格大学生特別斡旋価格

在学保証【最長4年間】在学保証【最長4年間】

修 理 代 金 学 割修 理 代 金 学 割

特 典
1
特 典
2
特 典
3

NEWモデル

AZ-SR9800
大学生向け電子辞書

英語強化モデル

商品の詳細はこちらへ

液晶保護シート付 液晶保護シート付

電子辞書フィルム付き

本体特別価格 第2外国語
限定セット特別価格

大学生には“大学生の電子辞書”をお勧めします

英語学習の必需品！
高校までは電子辞書を持っていなかったので、
大学入学を機に購入することにしました。
特に便利なのが「学習帳機能」です。単語を
調べた後、科目ごとに分けて、登録しています。
その授業で調べた単語を一度に見直すことが

できるので、とても便利です。
授業中はもちろん、電子辞書持ち込み可のテストでは必需品です！

授業には欠かせません

私は第一言語・第二言語を履修していたので、
必然的に電子辞書を使います。予習、復習、
授業中の時には欠かせないものです。調べる
とすぐに単語や熟語が出てきて時間を有効に
使う事ができます。特に一年生は基礎科目で

英語が必修でもあるので、1 台持っているとこれから先も使えてオスス
メです。

上級生お薦め電子辞書

理学部　数物科学科　栗山 侑子さん 文学部　日本文学科　高橋 明日香さん

￥34,800（税込） ￥38,600（税込）
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学内開催 無料セットアップ講座

訪問設置サービス 有料90分
「生協オリジナルパソコン」をご購入の方が対象です ( 学寮の方を除く )。
生協提携のサービスマンがご自宅までうかがいます。
既存のインターネット回線やお住みのマンション等指定のプロバイダを使用する場合、パソコン・プリンターだけの初期設定、
すでにある無線 LAN への接続など、あらゆるパターンに対応します。

ご希望に合わせて初期設定サポートをご利用いただけます。 学寮
対象外

Web
注文商品

「パソコンは使ったことがあるけど、セットアップや設定はやった
ことがない」という方は意外と多いのではないでしょうか？生協
ではそんなはじめて自分用のパソコンを持つ、新入生・保護者様
の不安を取り除きたいと考え、無料セットアップ講習会を開催し
ております。
初心者のための「セットアップ講習会」は、パソコンの電源を入
れるところからスタート。
初期設定や学内無線 LAN「JASMINE-wireless」の使い方・
Microsoft Office 包括ライセンスダウンロード方法をメーカーの
専門担当者がお教えいたします。

※日程・教室は変更になる場合がございます。詳細はこちらの Web ページをご覧下さい。
※各コース定員に達し次第受付終了とさせていただきます。

Web
注文商品

専門スタッフがご自宅で各種設定を実施
【設定内容】（作業時間 90 分）　※訪問可能時間：9 ～ 18 時・土日祝 OK　※学寮はサービス対象外です。

❶ 開梱・配線・セットアップ
❷ プリンター接続

❸ インターネット設定 
※１

　　 ・ウイルスバスターユーザー登録
　　 ・メール設定、動作確認
　　・Windows アップデート

❹  簡単な操作説明 ※２

　　・ ネット、メール、ワード、エクセル等

※②③は必要時
※１： サービス実施日に、接続回線の開通手続・工事が完了し、接続に必要な機器が揃っている必要があります。詳しくは各サービス会社にご相談ください。
※２： 訪問設置は全体で 90 分のサービスです。操作説明は各設定完了後の残り時間の範囲内で行います。
※３：大学の Microsoft Office 包括ライセンスの起動等はサポート対象外です。

実施サービス内容

※ パソコン配送日と訪問設置作業日は異なります。 
お申し込みの方にはパソコン到着後、訪問スタッフより訪問日時のご相談のご連絡をいたします。

サポートで使い始めも安心

無線LAN接続
￥26,400（税込）

2
すでに無線LANで

インターネットご利用中の場合￥23,400（税込）

1 有線接続
またはパソコン・
プリンター設定のみ

コース 日程 時間 場所

A

4/11（木）

14：30 ～ 15：30

目白キャンパス百年館高層棟　
4F マルチメディア室B 16：00 ～ 17：00

C 17：30 ～ 18：30

D 4/13（土） 13：00 ～ 14：00 西生田キャンパス九十年館 B 棟
1F 水田記念学生ホール

Windows
PC
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TOEIC-IP・TOEFL-ITPのご案内

TOEIC-IP とは
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、就職試験などにおける語学評価
の高い資格試験です。外資系企業や航空・商社などでは特に高い評価につながるとされています。
日本女子大学でも、規定の点数を取得すると基礎英語の単位として認定されます。
※英文学科は別途設定があります。

TOEIC-IP は、学内会場で公開テストよりも安価で受験することができます。
履歴書などに書ける公式のスコアシートが出され、結果も公開テストより２週間程度
早く判明します。

TOEFL-ITPとは
TOEFL テストとは英語を母国語としない人の英語能力をはかるテストとして、アメリカの Educational Testing Service

（ETS）が作成しています。世界 165 カ国で実施されており、受験者数は世界で 110 万人、世界約 7,500 の団体が
TOEFL スコアを活用しています。TOEFL-ITP は ETS 公認の団体受験です。スコアの返却も約 2 週間でお渡し可能です。

￥4,155（税込）

￥4,850（税込）

公開テスト￥5,725（税込）

から大幅に割引き !!

日本女子大学では、キャリア支援課主催で各キャンパスで年 4 回実施されます。
受験受付・スコアシートの返却は生協購買部で行います。
開催日時は決定次第、掲示いたします。

大学生協 アルク 共同開発企画×

英語学習アカデミックパック 

※

思い立ったら「スグ」始めるのは語学学習の鉄
則です。1 日 30 分でいいから 40 日間続けて
みてください。英語の学習方法、
型が自然と身につきます。

※詳細は HP でご確認ください。
　http://www.alc.co.jp/college/apack/

使える英語を身に付ける
初めの一歩はこちらから！

●『だんだん英語を勉強したくなる BOOK』
● Kit 1：英語学習のトリセツ
● Kit 2： 英語学習モチベーショナルノート
● Kit 3：マンガでわかる TOEFL-ITP 入門（CD 付）
● Kit 4-1（CD 付）、Kit 4-2
　大学生のための TOEFL-ITP トレーニングブック（CD 付）

● Kit 5：TOEFL-ITP 完全模試（CD 付）
● 学習カウンセリングシート× 2

※ カウンセリングシート提出者には、返信時に追加の
ブックレットを進呈（2 回合計 3 冊）

●『だんだん英語を勉強したくなる BOOK』
●『英語学習のトリセツ』
●『英語学習モチベーショナルノート』（学習ダイアリー）
●『マンガでわかる TOEIC 入門』（CD 付）

●大学生のための TOEIC トレーニングブック（CD 付）
●TOEIC 完全模試（CD 付）+ 解答・解説
●カウンセリングシート
※ カウンセリングシート提出者には、返信時に追加のブックレットを進呈（2 回合計 3 冊）

 「TOEIC」スターターキット

 「TOEFL」スターターキット

大学生の英語学習は、高校までの学校英語、
受験英語を「社会で使える英語」に切り替え
ることがもっとも大事。アカデミックパック
は、そんなあなたのために作った教材です。
入学式までの期間を有効に活用しましょう！

￥9,800（税込）

生協組合価格
新入生
限定
販売

店 頭
注文商品

Web
注文商品

新入生におすすめ！ 入学前の準備学習

TOEIC アカデミックパック

￥14,904（税込）

生協組合価格
新入生
限定
販売

TOEFL アカデミックパック

新入生だけの特別価格！

受験料

受験料

日本女子大学では英文学科および住居学科主催でそれぞれ年 1 ～ 2 回、目白キャンパスで実施されます。
受験受付・スコアシートの返却は生協購買部で行います。
開催日時は決定次第、掲示いたします。

Web
注文商品
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教科書販売のご案内

教科書ご購入までに生協への加入をお済ませください

教科書の買い方、金額は？
大学では「どの教科書を買うべきか」は、「どの講義を履修するか」によって決まります。講義概要（シラバ
ス）で必ず教科書が指定されているとも限りません。まずは一回目の講義に出て先生の指示を確認し、【その
講義を履修する事が確定してから】教科書を購入しましょう。「間違えて買ってしまった」、「やっぱり履修し
ないことにした」などの理由で返品や交換は一切できませんのでご注意ください。
入学時に必要な教科書の金額は、上記の通り履修内容によって大きく変わりますが、文系の方で語学・教養
中心の場合２～３万円、理系で専門書が必要な方で４～５万円前後になるようです（あくまで目安とお考え
ください）。

上記の通り、教科書は１０％の割引、その他の教材も組合員価格になっております。入学後、生協店舗をご
利用いただく機会が多いかと思います。まだ加入手続きをお済みでない方は、同封の「加入手続きのご案内」
をご覧の上、お手続きをお願い致します。

加入のお問い合わせは生協本部　03-3945-3683　まで

生協加入で10%割引きで購入できます。※

生協では 4 月の前期講義の開講に合わせて・目白・西生田の各キャンパスにて教科書販売を行います。 
ご購入時に生協組合員証 ( 振込票控え ) をご提示いただくと 10%割引で教科書・辞書・参考書をご購入いた
だけます。また、教科書以外の雑誌や文芸書等を通常店舗でご購入の際も 10%割引になります。 お支払い
は現金以外にも図書カード・クレジットカードがご利用になれます
( ※一部割引対象外の商品もあります )。教科書販売所は混雑が予想
されますので、お早めにご利用ください。

ご利用可能なクレジットカード一覧

早めに購入しましょう

購入期限　4月27日（土）

前期教科書は新学期限定の販売です！（次ページ参照）。販売期間終
了後、ほとんどの教科書は出版社へ返品されます。後日注文もできま
すが、お取り寄せに時間がかかったり、品切れになっている場合もあ
ります。必要な教科書を確実に揃えるためにも、期間内のご購入をお
すすめします。

生協店舗・教科書販売所

詳しくは
「加入手続きのご案内」を
ご覧ください
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教科書販売期間のご案内

上記期間以外は、ほとんどの教科書は取り寄せ扱いになります！！

七十年館３F（正面入口は２F）
生協書籍売場内
● 4/6（土）
 10：00 ～ 14：00

● 4/8（月）～ 4/13（土）
 平日：8：40 ～ 17：00
 土曜：8：40 ～ 14：00

● 4/15（月）～ 4/27（土）
 平日：10：00 ～ 17：00
 土曜：10：00 ～ 14：00

※日曜・4/20（土）（創立記念式典）は休業

西生田キャンパス 販売期間：4月5日（金）〜4月26日（金）

九十年館 B 棟 1F
生協購買書籍部店内
● 4/5（金）
 8：30 ～ 17：00

● 4/6（土）～ 4/26（金）
 平日：8：30 ～ 17：30
 土曜：8：30 ～ 13：30

● 4/20（土） 創立記念日・創立記念式典
 11：00 ～ 13：30

目白キャンパス 販売期間：4月6日（土）〜4月27日（土）

※ 後期用教科書は 9・10 月に 
別途販売いたします。
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①お申し込み・ご購入相談
日本女子大学生活協同組合

03-3945-3601
DISコールセンター　TEL：0120-276-616
（受付時間：11時～20時　メンテナンス日を除き年中無休）

②WiMAXサービスに関するお問い合わせ
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パソコン・プリンター・電子辞書お申込み方法

ｗ
ｅ
ｂ
（
Ｐ
Ｃ
か
ス
マ
ホ
）
で
お
申
し
込
み
＆
決
済

ご
自
宅

配
送

パソコンから
お申し込み

日本女子大学生協 新学期教材・パソコン・電子辞書サイト
http://okaimono.univ.coop/jwu

または、「日本女子大生協」検索 → 日本女子大生協新入
生応援サイトへ→ 「生協オリジナルパソコンのご案内」 

後は画面に従ってお申し込みをすすめてください。

スマートフォン
からお申し込み

スマートフォンの方はこちらの
QRコードを読み込んでください。

パソコンかスマートフォンから以下のサイトへ
アクセスしてください。

Web申し込みの簡単な流れ
パソコンや電子辞書を選択
※事前にパンフやWebで内容や価格等よくご確認ください。1
ユーザー登録（無料）
※日本女子大生協ショッピングサイト利用のためのユーザー登録です。2
本登録完了後「カートを見る」へ移動
※登録確認メールが送信されるのでメールをご確認ください。3
配送先、配送日、お支払い方法を入力
※お支払い方法は「クレジット決済」「代金引換」の２通りです。
※配送先住所未定（下宿先等）の方はとりあえず「ご実家住所」をご入力

ください。また「配送日」はお引っ越し予定日以降にしていただき、配
送先住所確定後、配送先住所変更のご連絡をお電話にてお願いします。

4
お申し込み＆決済完了
※お申し込み完了後、ユーザー登録メールアドレスへ「ご注文完了メール」

が届きます。
　内容の確認をお願いします。特にスマホの方はメール受信できるように

設定しておいてください。
※決済後のキャンセル・変更はお受けできません。よくご確認の上お申し

込みください。

5

商品お届け
（指定日にご指定住所へ配送します）

※最短お届け日は3/11（月）以降を予定しております。

電子辞書の第二外国語モデルをご購入の方は本体と一緒に「第二
外国語引換証」をお送りしますので、履修登録後、ご希望の第二
外国語カードを店頭でお受け取りください。

生協店舗で
お申し込みWebでお申し込み

商品お渡し
※在庫があればその場でお持ち帰りいた

だけます。
※ご自宅配送も承っております。

お支払い
※お支払い方法は「現金」か「クレジット

カード」です。

生協店舗にてお申し込み
※営業日・営業時間は裏表紙（20ページ）

をご確認ください。
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営業日程 月〜金 土 休業日

3/1〜
3/31

10：00
～ 15：00

10：00
～ 14：00

3/4・20
21・23
日曜

4/1〜
10：00
～ 17：00

10：00
～ 14：00

4/3・20
日曜

営業日程 月〜金 土 休業日

3/1〜
3/31

11：00
～ 15：00

休業
3/4・21
日曜

4/1〜
8：30
～ 17：30

8：30～
13：30

日曜

〒 112-0015
東京都文京区目白台2-8-1
TEL：03-3945-3601　FAX：03-3942-2339

【個人情報の取り扱いについて】
お申込の際の個人情報は、日本女子大学生協とお申込者の連絡に利用させていただく他、グローバルソリューションサービス㈱に
サービス提供★の手続に必要な範囲で伝達させていただきます。
★商品配送・QG-Care アカデミック版（4 年間動産保険）・訪問設置サービス・インターネット接続受付

日本女子大学生協の個人情報保護規定に関するお問い合わせは生協本部（TEL 03-3945-3683）までお問い合わせください。

〒214-8565
神奈川県川崎市多摩区西生田1-1-1
TEL：044-952-0150　FAX：044-952-0148

日本女子大学生協店舗のご案内

よくある質問Ｑ＆Ａ

生協のパソコンは「買ってからずっと（4年間）安心」です。
確かに、量販店のパソコンは安くて魅力的かもしれません。でも、比較していただき
たいのは、パソコン本体ではなく「生協だけの安心サポート」の中身です。「４年間保
証」はよく調べると、量販店より保証内容がいいことがわかります。「無料点検会」や

「実践レポート講座」は価格では表せない「生協だけ」のサポートです。何より、毎日
通う大学の中にお店があるので、「いつでも聞ける安心感」は他の量販店にはない最大
のメリットです。

A
「○○電機や△△カメラの方が安いのでは？」Q4

生協オリジナルパソコンは新学期のみの販売です。
生協では1年中いつでもパソコンを販売しています。しかし、「4年間保証」「4年間動産保証」

「講習会」など、サポートが充実した商品の販売は新学期限定の「生協オリジナルパソコン」
だけです。
また、「台数限定」のため、販売期間中に完売してしまうこともあります。
この機会をお見逃しなく！

A
もう少し学校に慣れてから買おうと思っていますが・・・Q2

生協オリジナルパソコンの購入は強制ではなく任意です。
学内には学生が自由に使えるパソコンが設置されています。また、自宅にパソコンを持つご家庭も増えています。しかし、自
分専用ではないパソコンでは使いたい時に使えないこともあります。「パソコンのスキルをあげたい」「レポートや課題がいつ
でもできる」「就職活動や研究室（4年生）でパソコンを使いこなせる」ようにするために、この時期（1年生）から自分専用
のパソコンを持つことをおすすめします。

A
Q1 大学や自宅（家庭用）にパソコンがあるのですが、買う必要がありますか？

ほとんどのメーカーのパソコンをお取り扱いしています。
店舗スペースの関係もあり常時在庫はしていませんが、お客様のニーズにあったパソコンをメーカーよりお取り寄せすること
ができます。もちろん「Mac」もお取り扱い可能です。「生協オリジナルパソコン」以外のパソコンにご興味がある方は生協
までお気軽にご相談ください。お客様のご予算や使い方をお聞きして最適なパソコンをお選びします。でも一番のおすすめは

「生協オリジナルパソコン」です！

A
生協には他のパソコンは売っていませんか？Q3


