
※パソコン・電子辞書は台数限定のため、
　予約数を超えた場合は受注終了となります。

生協推薦

津田塾大学生活協同組合
お問合せはお気軽にどうぞ http://text.univ.coop/puk/START/tsuda/
TEL042-343-7073 FAX 042-344-7465  平日10:00～16:00（土日祝休業）

▶教科書の購入方法もご案内していますので、この冊子は大切に保管してください。
ご注意：このパンフレットに掲載されている商品は津田塾大学が指定するものではありません。
　　　　商品についてのお問い合わせは津田塾大学生協へお願いいたします。
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ご入学おめでとうございます

１．入学準備
2月

生協加入で教科書
１０％OFF

提携の不動産会社と
相談会を実施

生協「新入生応援サイト」で
お申込いただけます

入学までの
時間を有意義に

特設会場で販売

津田塾大学生協「新入生応援サイ」トへのアクセス

https://text.univ.coop/puk/START/tsuda/

２．勉学準備

教科書 自分の受講する講義ごとに購入します。
忘れずに販売期間中に購入しましょう。

電子辞書

英語学習キット アルクと大学生協共同開発の英語学習キットです。
入学までの時間を利用して学習を進めていただけます。

プリンタ
インターネット

ご自宅での資料印刷や講義情報を調べたりするために必携。
詳しい情報は挟み込みのチラシをご覧ください。
インターネットの接続は、早めの準備をお薦めします。

……P14

……P10

……P12

ノートパソコン 課題やレポート作成のために必要です。生協では必要
なソフトウェアと4年間保証をセットしてご提案します。

挿み込みの
最新チラシを
ご覧ください

……P 6 

大学生向の専門用語を含む辞書が必要になります。
英英辞典のコンテンツは必携です。

生
協
主
催

　
ウ
ェ
ル
カ
ム
パ
ー
テ
ィ

3月 4月

　津田塾大学生協では、
新入生の皆様への住い探し相談や新生活用品をはじめ、教科書・教材販売、大学教員への聞き取
りを行いながら学習用PC・大学生向電子辞書・英語学習キットをご提案しています。
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津田塾大学の情報教育
●津田塾大学は、情報教育を重視しています
　津田塾大学では、情報処理の授業が共通科目に
なっており、全学科の学生 が受講できます。授業は、
学内にあるワークステーション教室（計算センター）
で行われ、授業がない時間には、自由に利用できま
す。コンピュータ利用の環境においては、恵まれてい
るといえるでしょう。

　Googleメール（Gmail）を使ってメールのやり
取りをします。大学から個人の呼び出しは、学内に
ある掲示板と大学から付与されるメールアドレスに
送られてくることがあります。

津田塾大学ワークステーション教室

●コンピュータ・リテラシー

津田塾大学ホームページより抜粋させていただきました。

コンピュータを使いこなす……情報教育
　ワークステーション教室では、全学科の学生に開講
された情報科学関連の授業が行われています。Eメー
ルの交換やインターネットでの情報検索など、設備
を大いに活用し、情報リテラシーを身につけましょう。
計算センターが教育研究を全面的にバックアップし
ます。
　ワークステーション教室と演習室などを中心に、学
内に300台以上のワークステーションコンピュータ
を設置しています。すべてのワークステーションは学
内ネットワークで結ばれており、Eメールの交換、レ
ポートの提出、留学先からの就職相談など、学習、教
育、研究に広く活用されています。高速専用線によ
る学外インターネットへの接続がなされているので、
インターネットで図書検索や学外の情報検索も容易
にできます。
　学生は入学と同時に学内ネットワークの利用者と
して全員がIDを取得します。「情報教育」関連科目で
は、ログイン方法、Eメール、WWWブラウザ （Internet 
Explorer, FireFox）などのネットワークを利用する
ためのソフトウェア利用法を中心に、インターネット
利用の初歩からわかりやすく実習。次のステップとし
て、ハイパーテキストを使ったホームページを作成
します。コンピュータを使って世界と対話すること。
それが津田塾大学の「情報教育」の目的です。

授業科目

学芸学科、
共通科目

数学科 

情報科学科

●情報処理Ia、b
●情報処理IIa、b、c

●情報処理Ia、b
●情報処理IIa、b、c
●プログラミングI・同演習　
●情報処理
●プログラミングIIa
●プログラミングIIb
●実験数学
●情報通信ネットワーク入門

●情報処理Ia、b
●情報処理IIa、b、c
●プログラミング入門・同演習　
●オブジェクト指向I・同演習
●コンピュータリテラシー I
●情報表現
●情報数学基礎・同演習　
●微分積分・同演習
●オブジェクト指向II・同演習
●アプリケーションデザイン・同演習 
●アルゴリズムＡ・同演習
●アルゴリズムＢ・同演習
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新入生の皆さんへ 津田塾大学  の先生・ 先輩からメ ッセージ

学芸学部  Offi  ceは必ず使います
　大学生になり、初めてパソコンを使った課題は、５月の基礎セミナー
でした。PowerPoint(パワーポイント）を使い発表しました。必修科
目である“ExtensiveReadingⅠ”においても、同じです。夏休みには、
基礎セミナーの、Word（ワード）指定のレポート課題がありました。
更に、課題をWordで作成し、メールで添付する形をとる課目もあり
ます。
　国際関係学科はレポートがWord指定ではないようですが、Wordで
書いている人が大半のようです。
　情報処理Ⅰ”（共通科目）ではWordで文書作成を、Excel（エクセル）
で表計算を、PowerPointでプレゼンソフトの使い方を学びます。各
学期の最後にはホームページ作成をしました。レポートや課題をやる
には、Offi  ce Pro（Word, Excel, PowerPoint）のあるWindowsパソ
コンで大丈夫です。入学前に、自身が使うパソコンが、大学の学びに合っ
た機能が備わっているか、再確認する必要があると思います。 

2年生の先輩より

数 学 科 主にレポート作成に使っています
　大学進学のため下宿生活を始めるときに、パソコンを購入しまし
た。ふだんはインターネットで知りたいことを調べたり、ニュース
を見たりするときに使っています。
　学校生活のなかでは、レポートを書くときに使うことが多いと思
います。数学科の必修科目では、レポートの課題を出されることは
ほとんどありませんが、共通科目を履修すると、レポート提出の課
題が出ることがあります。レポートをパソコンで書くと、文字数を
調べることができるので、文字制限があるときにはとても便利です。

大学生になると今までよりもパソコンを使う機会が多くなると思
うので、自分のパソコンを一台持っていれば、役に立つと思います。

2年生の先輩より

早いうちからMacに慣れておくことをおすすめします
　メディアスタディーズコースでは、3年生の前期にWebサイ
トの作成、後期に映像制作の授業が行われます。この時に使用
するPCは主にMacとなっているため、このコースに進もうと
考えている方は慣れておくことをお勧めします♪ただし、映像の
編集などでメインに使うのは学校のパソコンです。なので焦らな
くても大丈夫なのですが、新しいデバイスを生みだし続けてきた
Apple社の製品を使いこなせることは、この学科の学生にとって
勉強になること間違いなしだと思います！！      4年生の先輩より

メディアスタディーズコース

私が自分専用パソコンの必要性を感じたとき
英語・英文学科4年勢上　萌音さん

　私が生協でmacを買ったのは親の勧めであり、私
自身特にこだわりはありませんでしたが、今ではとて
も勉強に役立っています。
　英語英文科において、レポートを書いたりプレゼン用の資料を
作ったりすることは必須です。実家のパソコンを使ったり、家で
作業することももちろん可能ですが、時には友達と一緒に作業し
たり、図書室で資料を見ながら作業することも多々あるため、軽
量のmacは持ち運びやすいという点でとても便利です。また、大
学生になって初めて自分専用のパソコンを持つという学生も多い
かと思います。津田では多くの人が同じmacを使用しているため
わからないことがあったら聞きやすく、情報の共有も簡単です。
また、セットアップ講習会や無料メンテナンスも学校で行ってく
れるため、安心な点が多いのもメリットです。
　大学での勉強を円滑に進めるためにも、購入を検討してみては
いかがでしょうか。

大学生活で高まるPCの必要性
英語英文学科　伊藤 航多 准教授

　新入生のみなさま、ご入学おめでとうございます。これから大学で4年間学んでいくわけですが、学芸学部 英語
英文学科ではほぼ全ての授業において、何らかのかたちでPCを活用していくことになります。
　こんなふうに書くと、べつにスマートフォンやタブレットで十分じゃないの？と思われるかもしれません。たし
かに、インターネットで情報収集したり、クラスの友人たちと簡単なコミュニケーションをとったりするぶんには、
スマートフォンやタブレットでも事足りるかもしれません。しかし、大学では講義を受けて知識を吸収するだけで
なく、集めた情報を整理して自分なりの考察をまとめ、論文やプレゼンテーションというかたちで発信していくこ
とが必要になります。論文やプレゼンテーションは、その中身を磨くのはもちろん大切ですが、せっかく用意した
内容に丁寧に目を通してもらうためにも、レイアウトなどを編集しなければいけません。そうした作業に習熟する
ためには、それなりの性能をそなえたPCが必要となります。
　また、昨年からご存知のとおりコロナ禍のため、大学ではオンライン授業が導入されるようになりました。この
間に授業へのデジタル技術の活用が飛躍的に進んでおり、教員と学生の連絡、出席の管理や課題の提出などもICT
ツールを全面的に用いておこなわれるようになっています。オンライン授業には賛否ありますが、こうしたツール
の導入によって教育的効果を上げている面もあるため、コロナ禍がひと段落して教室での対面授業に復帰してから
も、PCの必要性はますます高まっていくと思われます。
　英語英文学科では、大学4年間の授業で十分に役立つ機能をそなえたノートPCのモデルを推奨しています。
Zoomによるオンライン授業への参加のほかにも、作文やプレゼンテーション資料の作成といった作業でPCを用
います。これらの使用頻度が高いため、家族共有のPCではなく、大学生として個人用のノートPCを所持すること
をお勧めします。「大学あるある話」として、大事な論文を提出する直前にPCが故障した！というような笑えない
学生の話をたびたび耳にしますが、大学生協のパッケージでしたらこのような緊急の故障時にもサポートが4年間
保証されているため、安心して大学生活を送ることができるでしょう。
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新入生の皆さんへ 津田塾大学  の先生・ 先輩からメ ッセージ

英文学科　2年生際関係学科　2年生
学 年 講 義 名 使 用 内 容

1年 基礎セミナーⅠ パワーポイントを使用した発表があった。
また論文はワードで指定されていた

1年 情報処理Ⅰ 課題でWord、Excel、PowerPoint、絵を描
くソフトを利用

1年 中国語演習Ⅰ 課題が手書きNGだった

1年 キャリアのた
めの技術英語 ワードで毎週レポート作成

2年 Academic 
WritingⅡ ワードで毎週レポート作成

2年 GrammerⅡ ワードで毎週レポート作成
2年 ことばの世界 ワードで月１程度レポート作成

英文学科　1年生関係学科　2年生
学 年 講 義 名 使 用 内 容

1年 情報処理 パワーポイントを使用した発表があった。ま
た論文はワードで指定されていた

1年 PronunciationⅠ 課 題 でWord、Excel、PowerPoint、 絵 を 描
くソフトを利用

1年 中国語演習Ⅰ 中国語の発音はパソコンで録音、保存した

英文学科　1年生関係学科　2年生
学 年 講 義 名 使 用 内 容

1年 基礎セミナー 発表者がレジュメ作成のためワードを使用。
時々パワーポイントも使用

1年 PronunciationⅠ 家での復習の時にUSBのMP3ファイルを聞く
ために使用

1年 世界史概説Ａ／
ＢⅠ レポート提出のために使用

英文学科　1年生関係学科　2年生
学 年 講 義 名 使 用 内 容
1年 PronunciationⅠ 資料の保存はＵＳＢに

1年 翻訳実務英語
基礎講座

課題の提出はメールで。授業もパワーポイント、
ワードを使う

英文学科　2年関係学科　2年生
学 年 講 義 名 使 用 内 容

1年 情報処理Ⅰ ワード、エクセル、プレゼンテーション、Ｈ
Ｐ作成などの課題が出ることがありました。

2年 Academic 
WritingⅡ 毎週パソコンで制作する英作文の課題が出ます。

英文学科　2年関係学科　2年生
学 年 講 義 名 使 用 内 容

1年 1年セミナー ワードで発表用のレジュメを作り、学期末に
はワードを使ってレポートを作った

1年 多文化社会と
言語教育 レポートをワードでうった

2年 ヨーロッパ政
治

毎週授業の予習として本の要約と感想をワー
ドでうち、メールに添付して送った

2年 国際政治論 レポートをワードで打ち、津田塾の共有サイ
トに添付して送った

英文学科　3年生国際関係学科　2年生
学 年 講 義 名 使 用 内 容
1年 情報処理 宿題も出るので授業外でもPCを使いました

3年 Academic 
Writing

授業で先生がPCを使って例を示してくださ
いました。宿題レポートを書くのにも毎回
使用しました。

1年 PronunciationⅠ 毎週先生から課題文がメールでくる

国際関係学科　4年生国際関係学科　2年生
学 年 講 義 名 使 用 内 容

全学年 ゼミ
プレゼン用のレジュメをパワーポイントで作
成、レポートの作成で、かなりの頻度でパソ
コンを利用する

4年 卒論 先生にWeb上で提出し添削してもらう。デー
タ収集にもたまに利用する

3年 比較政治論Ⅰ 毎週テキストの指定範囲内についての要約を
ワードで作成し先生にメールで送る

英文学科　1年生国際関係学科　2年生
学 年 講 義 名 使 用 内 容
1年 翻訳基礎講座 週1回課題をメールで先生に提出した

1年 基礎セミナー 前後期1回ずつテキストについての発表を行
うためパワーポイントを使用

1年 Intensive
ListeningⅠ

授業で扱った教材をUSBメモリに入れて、
自宅で復習する際にパソコン使う

1年 PronunciationⅠ 授業で扱った教材をUSBメモリに入れて、
自宅で復習する際にパソコン使う

1年 世界史概説 期末のレポートを書くのに使う

国際関係学科　1年生国際関係学科　2年生
学 年 講 義 名 使 用 内 容

1年 1年セミナー 発表者は毎回Wordなどでレジュメを作らな
ければならない

1年 Composition Ⅰ 後期はメールに課題を添付する形で課題提出
1年 情報処理 メールに課題を添付する形で課題提出。

先輩に聞きました
「どんな講義でパソコンを使っていますか？」

国際関係学科　2年生国際関係学科　2年生
学年 講 義 名 使 用 内 容

1年 情報処理 パソコンの使い方についての授業なので毎回
パソコン室

1年 1年セミナー 発表者はパワポやレジュメを作るので時々必要
2年 ヨーロッパ政治 毎回課題提出はパソコンのメールで送る
2年 ListeningⅡA・B パソコン室で授業

英文学科　3年生国際関係学科　2年生
学 年 講 義 名 使 用 内 容
1年 情報処理 PCの使い方を学ぶ授業
3年 教育メディアの研究 PCを毎回使用
3年 Academic Writing 毎週先生から課題文がメールでくる

※ご紹介の事例は、津田塾大生協提案のパソコンセットをご購入の先輩にアンケートで伺いました。
　教科や教員によって、講義内容が異なるためパソコンもいろいろな使い方になります。
 ゼミ、セミナー以外で授業中にパソコンを使っている場合は、津田塾大学のワークステーション設置のパソコン使用です。
 課題、宿題もワークステーション教室の授業空き時間に学習することもできますが、アンケートから、レポートやレジュメ作成でのパソコン利用が 

多く、自分のパソコンがあって良かったと実感されていることがよくわかります。
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津田塾大生活協同組合推薦
2機種のPCをお選びいただけます

　津田塾大学生協では大学の教職員、学生の方々からアドバイスをいただき、2機種のPCを選定
致しました。いずれの機種もPC必携の英語英文学科推奨モデルです。 国際関係学科、多文化・
国際協力学科、数学科ではPCを必携にしていませんが、オンライン授業ではPCが必要になります。

※情報科学科の方は必携PCを学科が販売します。生協で申込みをしないようにご注意ください

MacBookAir
MGND3J/A（ゴールド）
OS：macOS Big Sur
液晶：13.3インチLEDバックライトディスプレイ
CPU：8コアCPUと7コアGPUを搭載した
　　　 Apple M1チップ
メインメモリ：8GB
大容量記憶装置：SSD256GB
本体重量：1.29kg
バッテリー駆動時間：最大18時間

Point

Apple Macノートブック

Offi  ce製品の購入はしなくても大丈夫！
津田塾大学が結んだMicrosoft Offi  ceライセンス契約により、学生の皆さんは在籍中
「Offi  ce 365 ProPlus」を無償で利用することが出来ます。

Panasonic CF-QV9M
（ブロッサムゴールド）

OS：Win10Home
液晶：12.0型（3：2）WQXGA+TFTカラー
CPU：第10世代Corei5
メインメモリ：8GB
大容量記憶装置：SSD256GB
本体重量：約0.879kg
バッテリー駆動時間：約12時間

Point
新型M1チップ搭載で従来モデル
に比べてCPUは最大3.5倍高速。
静かなファンレス設計でバッテ
リー駆動時間も伸びました。

英語英文学科推奨機種

Windowsノートブック 英語英文学科推奨機種

Point
小型軽量で持運びし易く、頑丈。
インターフェイスが充実している
ので外部モニターへもすぐ接続で
きて、プレゼン時も安心です。
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津田塾大盛況の提案PCには、4年間の動産保険と
4年更新版セキュリティソフトがセットされています
はじめて自分専用のPCを持つ方にも安心してお使いいただけます
　故障や事故・盗難にも対応した動産保険をセットしています。 電話サポートサービスもご利用いただけます。
PC修理は学内にある生協カウンターで受付ます。無料セットアップ講習会を開催し、パソコン初心者の方へ
Offi  ceを含む、各種ソフトのインストールをお手伝いいたします。
　講習会は4月実施予定。(PCご購入時に日程をお選び頂けます※先着順）　
※新型コロナウィルス感染防止のため、講習会日程・内容が変更される場合があります

Point

Macフルサポートセット Winフルサポートセット

プリンタの追加も出来ます

　フルサポートセットでは「4年kジャンの動産保険」「セキュリティソフト（大学生協版4年更新）
に加えて、語学学習に必要な音声CDも再生できる「ポータブルDVDドライブ」、データ保存
用に「USBメモリ16GB」もセットしています。
　セットアップ講習会では、津田塾大学に在学中使用できる「Offi  ce 365 ProPlus」のイ
ンストール作業も行います。

セット内容
 1. 動産保険4年
2. トレンドマイクロ ウィルスバスタークラウド
     大学生協 4年更新版
3. Apple純正 ポータブルDVDドライブ
4. Apple純正 USB変換アダプタ
    （TypeC→TypeA）
5. インナーケース
6. 3 in 1 USB3.0メモリ16GB
7. 塾生のためのセットアップ講習会
8. 電話サポート
9. セトアップマニュアル
10. 愛情点検（年1回）

セット内容
 1. 動産保険4年
2. トレンドマイクロ ウィルスバスタークラウド
     大学生協 4年更新版
3. ポータブルDVDドライブ
4. インナーケース
5. 3 in 1 USB3.0メモリ16GB
6. 塾生のためのセットアップ講習会
7. 電話サポート
8. セトアップマニュアル
9. 愛情点検（年1回）

●プリンタ複合機　EPSON　EW-M630W-T
 4色独立インクボトル方式
 エコタンク搭載モデルなので印刷コストを抑えられます。

▶Webでのお申込み
http://text.univ.coop/puk/START/tsuda/
または【津田塾大学生協新入生】で検索、「新入生応援サイト」をご覧ください。
スマートフォンでお申込みの方は右のQRコードをご利用ください。

お支払方法：「クレジットカード」または商品配送時の「代金引換」でのお支払いになります。
お渡しについて：配達希望日はお申込み時にご指定下さい。
お申込みから1週間程度お時間をいただく場合がございます。詳しくはお申込みサイトにてご確認ください。

▶生協でのお申込み
生協にご来店いただき、お申込み・お支払いただけます。
お支払いは現金、クレジットカードをご利用いただけます。

※2月～3月は短縮営業になります。
　ご来店の前にご確認ください。

8. セトアップマニュアル

お申込みからお渡しまで

周辺機器を含むお得で安心な「フルサポートセット」もご用意しています

2. トレンドマイクロ ウィルスバスタークラウド

3. Apple純正 ポータブルDVDドライブ
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故 障 や 事 故 の 場 合 で も 安 心 の サ ー ビ ス で す

津田塾大学生協ご提案PCは
在学4年間の安心サポートをセットしています

4年間のハードウェア保証
　購入からメーカー保証1年に加え, ３年間、通常故障（メーカー保証対象障害）を保証します。
修理依頼は大学生協へお持ちいただくだけで面倒な梱包や郵送の手間も一切ありません。

＋
4年間不慮の事故からパソコンを守ります

　購入から４年間、落下事故による破損、コーヒーやジュースなど飲み物をパソコンに
こぼすなどの水濡れによるトラブル、盗難や火災・落雷による障害を補償します。

生協で購入してよかった
情報科学科　2018年3月ご卒業　林優花さん

わたしは何と言っても生協でPCを購入する利点としてあげられる
ことは安心して大学生活でPCを利用できると思ったからです。さら
に、ウィルス対策のソフトウェアなども入っているので、追加でソフトウェアなどを
購入する必要はありません。
　そして、わたしが一番生協でPCを購入して良かったと思った点は、４年間の保証
がついてくるということです。わたしの友人も実際にPCが故障した際に生協に持っ
て行くと修理の申し込みができ、助かったと言っていました。もし何かがあった場合、
生協カウンターで修理相談を受けられるのはとても大きい利点だなと思います。

QG-Careアカデミック保証内容

再購入補助について

  QG-Careアカデミックの保証に含まれないこと ※以下の場合は、保証の対象となりませんのでご注意下さい。

・パソコンが動かなくなった時、プロの技術者による電話診断が受けられます。                    
・保証サービス期間中は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）まで修理費用を補償します。
　　【ただし対象パソコンの購入金額が上限となります。】
　　【年間限度額内で何度でも保証が受けられます。】
　　【年度ごとに補償金額が復元します。】 
　　【海外で発生した破損・水濡れ・盗難・火災も同じ保証が受けられます。】
・修理費用が限度額を超える場合は超過分を負担して修理するか、修理せずに大学生協の店舗でパソコンを再購

入するための補助を受けることが出来ます。（※再購入補助）
・盗難・火災でパソコンを失ったときは、警察への届出や公的機関の証明により大学生協の店舗でパソコンを再

購入するための補助を受けることが出来ます。（※再購入補助）
 QG-Careアカデミック版は安心パソコン修理補償サービスであり、損害保険が含まれています。
　（破損や水濡れ等によるトラブルの修理には自己負担金5,000円が必要となります）

●パソコンを再購入する為に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）の残額を補助いたします。
　【ただし、補償対象のパソコンの購入金額が上限となります。】
　・パソコンの再購入補助は大学生協店舗で、再購入補助の通知から１ヶ月以内に再購入して下さい。
　・再購入するパソコンの価格が再購入補助金額より大きい場合、差額は自己負担となります。
　・再購入補助を行って保証した場合、QG-Careアカデミックのサービス期間中であっても本サービスは終了します。

×対象パソコンの現物が確認出来ない損害
　（火災・盗難の場合は公的証明で確認する）
×噴火、地震、台風による洪水などの自然災害による損害
×紛失、置忘れ、放置、詐欺、横領による損害
×所有者の故意及び重過失による損害
×虫食い、鼠食い、性質および環境による錆、黴、変質(色)
×誤用、乱用、使用上の誤りにより生じた損害
×戦争、内乱、暴動、テロによる損害
×第三者に対し賠償請求が可能である損害 
×保証開始時にすでに発生していた損害

×核燃料物質の放射性・爆発性による損害
×ソフトウェアのインストールによる損害
×パソコンの機能および使用に影響のない損害
　（筐体破損や液晶のピクセル抜け等）
×データ、ソフトウェアの消失および損害
　（ウィルスに起因 する損害を含む）
×マウスなどの周辺機器、CD-ROMなどの記憶媒体
×消耗品（ケーブルやACアダプター）
×バッテリーの劣化
×海外から日本国内又は日本国内から海外への送料

QG-Care 2021年度アカデミック版スペシャル4年間保証

代替パソコン貸出サービス
パソコンの修理期間中、代替用パソコンを貸出します。
急ぎのレポート作成にも影響しません。

（2021年4月から2025年3月まで）

電話サポートサービス
3/1から１年間無料で電話サポートが受けられます。　
パソコンやプリンターの操作方法やインターネット設定
方法など気楽に問合せが出来ます。（10：00~23：00）
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津田塾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。

MacBookAir
MVFN2J/A（ゴールド）

EPSON
EW-M630W-T
※プリンターの詳しい仕様は同封のちらしをこ参胆ください

EPSON
EW-M630W-T
※プリンターの詳しい仕様は同封のちらしをこ参胆ください

Panasonic CF-QV9M 
（プロッサムゴールド）

動産保険4年＋セキュリティソフト

動産保険4年＋セキュリティソフト

周辺機器を含むフルサポートセット

周辺機器を含むフルサポートセット

1.動産保険4年
2.トレンドマイクロウィルスバスタークラウド
　大学生協　4年更新版
3.セットアップ講習会　 
4.電話サポート
5.セットアップマニュアル
6.愛情点検（年1回）

1.動産保険4年
2.トレンドマイクロウィルスバスタークラウド
　大学生協　4年更新版
3.セットアップ講習会　 
4.電話サポート
5.セットアップマニュアル
6.愛情点検（年1回）

1.動産保険4年
2.トレンドマイクロウィルスバスタークラウド大学生協
　4年更新版　　3.ポータブルDVDドライブ　 
4.USB変換アダプタ（TypeC→TypeA）
5.インナーケース　　6. 3 in 1 USB 3.0メモリ16GB
7.セットアップ講習会　　8.電話サポート 　
9.セットアップマニュアル　　10.愛情点検（年1回）

138,000円
税込
価格

179,900円
税込
価格

183,700円
※プリンターの詳しい仕様は同封のちらしをこ参胆ください

税込
価格

218,600円
※プリンターの詳しい仕様は同封のちらしをこ参胆ください

税込
価格

153,000円
税込
価格

Macノート

Winノート

MacBookAirフルサポートセット＋EW-M630W-Tセット

Winノートフルサポートセット＋EW-M630W-Tセット

1.動産保険4年
2.トレンドマイクロウィルスバスタークラウド大学生協
　4年更新版　　3.ポータブルDVDドライブ　
4.インナーケース　　5. 3 in 1 USB 3.0メモリ16GB  
6.塾生のためのセットアップ講習会
7.電話サポート　　8.セットアップマニュアル
9.,愛情点検（年１回）

187,900円
税込
価格

2021年 津田塾大学生協

津田塾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。

ご提案パソコンセット
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AZ-SR9800大学生向け電子辞書

英語強化モデル《津田塾大学生協からのおすすめ》
　みなさんは、すでに電子辞書を持ち、使っていると思います。同じ電子辞書と言っ
ても、高校で使用するモデルと、大学の学習に必要なモデルとでは、搭載されて
いる辞書の中身が違います。 津田塾大学に入学すると、全学科、英語が必修に
なり、英語英文学科、国際関係学科、多文化・国際協力学科は第二外国語も必修
で学ぶことになります。英語のレベルも高校で学ぶより高度な内容になり、特に
津田塾では、英英辞書も多く活用されていますので大学生モデルを購入されるこ
とを強くおすすめします。津田塾大学生協では、津田塾大学の学生と教員を交え
た検討の結果、下記のカシオ新製品（大学生協とカシオの共同開発）の電子辞書
をお薦めすることとしました。
　昨年も新入生の多くの方が生協推薦電子辞書をご購入しています。

外国語を本格的に学ぶ津田塾大生だから、　     電子辞書は大学生モデルを持ちましょう

追加コンテンツ限定セット価格

各 ¥40,870（
税
込
）

大学生特別斡旋価格大学生特別斡旋価格特 典
1

【最長4年間】【最長4年間】在学保証在学保証特 典
2

修理代金学割修理代金学割特 典
3

¥37,000
（
税
込
み
）

大 学 生 専 用 モ デ ル な ら で は の

高校生までと大学生では全く違います！ 高校生までと大学の英語学習の違い

基礎力を身につけ
大学入試で力を試す

自分の分野で活躍できる
実践力の養成

目 標

目 標

⃝テスト・受験のために単語・文法をひたすら暗記
⃝授業では英会話はあまり重要視されにくい
⃝長文読解では、いかに早く読み、要点を読み取れるか問われていた
⃝英検の推奨

⃝専門用語が多い文章を読み、その内容について自分で考える
⃝読む・書く・聞く事に加え、授業では「話す」事も重要視される
⃝高校以上に質・量共に英語の語彙力が必要になる
⃝就活では【TOEIC】が武器になる

基礎力基礎力

基礎力

実践力

中学～
   高校

大学

3大特典付き3大特典付き

①高校生モデルでは引けない単語も検索できる ②同じ単語でも説明が詳しい
【unpeopled】

高校生モデル 検索できず

大学生モデル リーダーズ
人の住んでいない、無人の

【CAPM】
高校生モデル 検索できず

大学生モデル リーダーズ/G大英和/大辞泉
資本資産評価モデル。株式、債券～
【chartered bank】

高校生モデル 検索できず

大学生モデル リーダーズ
認可銀行

【temporalty】
高校生モデル 検索できず

大学生モデル リーダーズ/新英和大辞典/G英和大辞典
人の住んでいない、無人の

大学に進むと、英語で専門分野を学ぶ機会が増えます。学年が進むにつれ、
高校生モデルの電子辞書では高度な学習に対応出来ないことが多くなります。

〔series〕を調べてみると…
高校生モデルでは
直列〈電気〉、級数〈数学〉、統〈地
学〉などの説明しかありませ
んが、大学生モデルはさらに
列〈動物学〉、系列〈言語〉、
音列〈音楽〉などの３分野の
詳しい説明があり、詳しく調
べることができます。

ここが違う

大学生モデル

高校生モデル

▶

大学生
モデル
勝利!!

高校生まで 大学生では全く違います！
生協組合員
特別価格

※ 第二外国語コンテンツとのセットです。
　本体と同時購入であれば2つ目のコンテンツも3,870円で購入できます。
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外国語を本格的に学ぶ津田塾大生だから、　     電子辞書は大学生モデルを持ちましょう

　私たちの世界は（恐らく）時間的・空間的に連続した有機体だろうと思いますが、学問が益々専門化し、学問対
象が細分化されて行くと、否応なく「知の断片化」の危険も高まります。何の自覚もなく電子辞書の利便性に飼い
慣らされてしまえば、私たちの感覚や想像力も同じような罠に陥ることになるでしょう。キー・ボードを叩くだけ
で突然現れる「眼前の小画面」以外、全く何も見えていない不自然さに気づくためにも、＜有機的な知の連環＞を
想起させてくれる紙製辞書の重要性を、私たちは決して忘れてはなりません。
　しかし、その一方で、電子辞書の圧倒的な利点もまた明々白々です。簡単に持ち運べる「小箱」が秘めた巨大な
記憶容量だけでなく、紙製辞書には望むべくもない「ジャンプ機能」や「検索機能」こそが最大の驚異なのですか
ら、単に個々の辞典・事典を検索するだけで満足するというのでは、正に「宝の持ち腐れ」です。そのうえ、技術
革新は日進月歩。ほんの数年前の不可能が可能になる現状では、拡大し続ける知的好奇心や学問的探究心にとって、
その影響力はほとんど決定的となります。そして、新しい機種を買い足し続けた結果、搭載辞書の種類が異なる電
子辞書が私の机の周囲には2 ～ 3台、最新機種が鞄の中に1台、その他に枕元にも玄関にも台所にも1台… (本当
の話です)。
　新入生の皆さんは、もちろん毎年「買い足す」必要などありませんが、「既に１台持っているから不要だ」と単
純に考えるのは大きな間違いです。お手元の電子辞書が大学での勉学に耐えるレヴェルのものなら、それで結構
です。でも、もし語源や同義語や語法の説明が不充分で語彙数も10万程度以下の英和辞典だけとか、実践的な
応用のきく例文数が少ない和英辞典しか搭載されていないのなら、さらに具体的に言えば、英語表現法に必須の
collocation辞典や英英辞典・文法辞典・類義語辞典を初め、本格的な複数の国語辞典・古語辞典・漢和辞典・大
百科事典などが搭載されていないのなら、電子辞書最大の強みである「ジャンプ機能」や「検索機能」の威力が充
分に発揮できません。現在、強力な英語関連辞書の領域ではEx-word (CASIO) の一人勝ち状態が続いていますが、
大学生向け特別仕様の生協版なら、上記の基本的な辞書類はすべて搭載されていて、そのうえ同程度の電子辞書の
一般価格と比べ格安になっています。
　私が強く薦めるのは、大学入学を機に最新の特別仕様生協学生版を購入し、学部在学中に本気で諸機能を徹底的
に使いこなし、卒業時か大学院進学時に「次の最新機種を買い足す」ことです。それが実行できれば、確実に＜素
晴らしき新世界 (brave new world)＞が拡がることでしょう！

津田塾大学生活協同組合
購買書籍部お問合せは 電話  042-343-7073

FAX  042-344-7465

   津田塾生
電子辞書

　私は大学入学の時に生協で電子辞書を購入しました。
　私は情報科学科所属ですが、週４で英語の必修の授業があるのでほぼ毎日電子辞書を使っています。英語の
辞書に関しては、英英・和英・英和の種類が高校生の時よりも格段に増え、辞書同士の比較などをしてより深
く英語の勉強をすることができます。
　また、大学生向けの電子辞書は高校の時の電子辞書と違い、国家資格の過去問、SPIの問題集、TOEIC・
TOEFLの問題集、論文・スピーチの英語表現など大学生をターゲットにしたコンテンツが豊富にあります。情
報科学科は卒業までにTOEIC600点を取らなくてはいけないので、TOEICの勉強に電子辞書をたくさん使いま
した。皆さんも辞書だけではなく、いろいろなコンテンツも是非使ってみてください。

大学生にあった電子辞書の活用を！

電子辞書「買い足し」の薦め

情報科学科　2019年3月ご卒業

徳永　律子 さん

英語英文学科　教授

村上　健 先生
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津田塾大学 新入生向け  英語学習教材のご案内
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 スターターキット 

津田塾大学では、英語教育に力を注いでおり、英語profi ciency test（クラス分け試験）に、 英語英文学科/国際関
係学科/多文化・国際協力学科の方はTOEFL-ITPの試験を、数学科/情報科学科の方はTOEIC-IPの試験を受けるこ
とになります。そこで実力を充分に発揮するために、今から受験英語ではないTOEFL、TOEICの対策の学習をして
ステップアップのチャンスにしましょう。そこで、津田塾大学生協お薦めの英語学習教材『英語学習 アカデミックパッ
ク』をご提案します。

英語英文学科／国際関係学科
 ／多文化・国際協力学科 数学科／情報科学科

英文学科・国際関係学科は
クラス分けTOEFL テストを実施！
1日の学習40分程度！
アメリカ・カナダ留学準備！

数学科・情報科学科は
クラス分けTOEFL テストを実施！
1日の学習30分程度！
就活に強いTOEICです！

新入生限定販売
生協組合価格

限定販売

14,800円（税込） 9,800円（税込）

新入生限定販売
生協組合価格

TOEFL スターターキット Plus TOEIC スターターキット Plus
※試験に関して、詳しくは大学からの案内をご覧ください。この教材を必ず購入しなければいけないというわけではありません。

　入学後にTOEFLを受けることを
知り、初めてのテストなので不安で
いっぱいでしたが、スターターキッ
トは形式や問題の説明がとても分か
りやすく楽しく勉強することができ
ました。自分の進度を確認したり、どのくらいのペースで
学習したほうがいいのかが明確になっている教材で、忙
しい中でも英語学習に余裕を持って取り組むことができま
す。TOEFLやTOEICを活かして活躍している先輩方の体
験談も載っており、英語を学ぶ上で今後のどうすればいい
かを知ることで目標が立てられます。新入生の皆さんも是
非、使ってみてください。

　入学初日のクラス分けテストは私に
とって初めてのTOEIC受験でしたの
で内心焦りました。しかし、学習した
スターターキットには「マンガで分か
るTOEIC TEST入門」がついていて、
一から優しく説明があり分かりやすかったです。事前に
TOEICを知っているかいないかでは大きく違ったと思いま
す。また、ListeningとReadingの力が最大限伸びるように、
単元別に分かれた教材もあり弱点を強化することもできま
す。苦手だったListeningもこの教材のおかげで英語を聞
くことに慣れました。「完全模試」もありテスト直前に試験
同様の問題を解くことができるので、TOEIC初心者も経験
者も使える内容になっていて、買って損はないと思います。

英文学科 4年　奥
お く だ

田 晏
し ず こ

子さん 情報科学科 4年　竹
たけもと

本 朱
あ か り

里さん

アカデミックパックを活用した先輩の声

やっぱりすごい！津田塾大学の英語教育！

▼ 英語学習アカテミックバックの特徴
新入生のためのスタートト教材として開発‼…「TOEFL · TOEICつて何？」を解決し、 初めての受験に備える！

学びの習慣づけの第一歩…継続的な自己学習のペースを作ることができる！

TOEFL · TOEICの紹介、 模擬テストなど必要なパーツをセット！…内容が分かりやすく続けられる！

学習内容がとても充実！…学習に最適なTOEFL · TOEIC対策、 解答テクニックが満載！
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※ご購入いただいた教材がTOEIC、TOEFLかによってKit3・4・5が異なります。

Kit 2

TOEFL・TOEICテストの把握・体験

効率的・継続的にTOEFL・TOEICを学習する

TOEFL・TOEICの実力試し

Kit 3

Kit 7Kit 5 英語で学び・考え・発信する

Kit 0

Kit 1 Kit 4

TOEICテスト
Essential Gramma
(文法集)

留学＆
ホームステイのための
英会話(体験版)

① TOEFLテスト
Words & Idioms 2000
(単語集)
　　　　または
② TOEICテスト
Essential Words320
(単語集)

最初に読む小冊子。英語を身
に付けるとどんな可能性が広が
るのか、皆さんの「なぜ」に答
えます。イラストとチャートで分か
りやすく説明されているので “だ
んだん” 勉強したくなります。

TOEFL-ITP テストの概要について、
マンガでわかりやすく解説しています。
TOEFL-ITP がどんなものなのか知らな
い人や受験経験のない人は、まずこ
れを読みましょう。

一般的な教材には書いていない、「な
ぜ大学生が TOEICなのか」を含めて
分かりやすく紹介しています。テスト構
成・概要から、各パートのアドバイス
まで収録しています。巻末には 1/8サ
イズのミニ模試も収録。

大学入学～卒業まで、4年間
の英語学習プラン作りのバ
イブル。大学時代に身に付け
るべき英語力、留学の知識、
自己学習習慣の鍛え方など、
学習のベース部分の指南書。

日々の簡単な学習記録付け、
「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。

PersonalEnglishStudyManager
★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、模試正答率を基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。

★カウンセリング（ウェブ・書面
学習時間のマイレージカウンターも備えています。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。

本物の TOEFL・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。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。CD付。

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。

本体に含まれるキッ
トの各パーツの他に
も、カウンセリングシ
ート（2回）の提出者
には以下追加教材を
プレゼントします。

TOEFL 受験のエキスパートである神
部孝先生が、自分の目標スコアを目
指して 40日間で計画的に学習を進め
られるように構成しました。さまざまなト
ピックの英文に触れながら、効果的に
学習を進めます。

TOEIC 新形式に完全対応のト
レーニングブック。1日20～ 30
分、標準学習期間 40日間です。
300～ 600 点程度まで幅広い
レベルに対応しています。

英語学習の基礎を学ぶ

継続する力を身に付ける

英語に親しみを持つ

+ 追加送付教材3冊+ 日々の学習管理はスマホでOK!
PESM

TOEFL・TOEICの実力試しKit 5

T
部
指
ら
ピ
学

▼スターターキットの教材構成

津田塾大学 新入生向け  英語学習教材のご案内
『英語学習 アカデミックパック 』をお薦めします！

お申込みは最終頁のお申込み用紙に記入をして、FAXでお申込みください。

▼オンラインガイダンスのこ案内
　大学生協では「教材への理解をより深めていただく事」「英語学
習そのもの に対する”苦手意識”の緩和」を目的とし、教材説明会「ス
タートアップガイダンス」を無料で実施しています。(ZOOMによ
るオンライン講義です）具体的な対応策や今後の学習の進め方、実
践練習もお伝えすることで、今後の4年間(6年間）の継続学習の第
一歩を踏み出して頂きます。

●日程・開始時間については右記の表をご確認ください。またオン
ラインガイダンスは複数回実施いたしますが、内容はどの回も同
じです。ご購入者様のご都合の良い時にご参加ください。

●ZoomのURLについてはアカデミックパックに同梱されておりま
すので、そちらをご確認ください。

●ガイダンスに参加できない方のために、ガイダンスの動画もご用
意してお ります。動画配信サイト『Udemy』にアップしており
ます。Udemyに無料登録後、ご視聴頂けます。詳しい視聴方法
に関しましては、アカデミック パックに同梱されている「スター
トアップガイダンス動画ご利用マニュアル」をご 覧ください。

ガイダンス日程 曜日 時　間

2021年2月27日 土 10：00～ 11：30

2021年3月27日 土 10：00～ 11：30

2021年4月3日 土 10：00～ 11：30

2021年4月10日 土 10：00～ 11：30
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教 科 書 販 売 期 間 4月上旬を予定

　教科書の販売は、「記念館 １F 階段下」特設会場で行っています。
　記念館は１Fに学生食堂、生協パンショップ・２Fに生協購買書籍部、生
協本部、サークル部室・３Fに体育館などが入っている大学の施設です。
教科書の販売は、記念館向かって左手奥の教科書販売特設会場にて販売
期間のみ行います。

❶教科書はどこで買うの？

2021年度 教科書購入のご案内

遅くとも3月中に生協加入手続きをお済ませください。
生協に加入する事で、組合員割引が適用されます。

Point 教科書販売所でよくある
お問い合わせ

●教科書を間違えて買ってしまった！
　基本的に書籍は返品を受け付けない商品です。
　これは購入した後で読みたい部分だけをコピーし
て返品するということを防ぐために設けられた書籍
業界のルールです。
　大学の教科書であろうとこれは変わりません。よく
ご確認の上、ご購入下さい。

●必要な教科書が教科書一覧表に
　掲載されていない！

　教科書一覧表は、3月中旬までに先生方からご連絡
いただいた情報に基づいて作成します。それ以降の情
報につきましては教科書販売所に掲示いたしますので
ご確認ください。また、教科書を使用しない授業もあ
りますので履修要覧などでご確認下さい。

● 図書券、図書カードは使えますか？
　図書券、図書カードはどちらもご利用いただけます。

教科書販売の日程につきましては、現段階では未定です。
新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、販売期間・方法が変更される場合があります。
最新の情報は生協HPに掲載いたします。

生協URL  https://test.univ.coop/puk/START/tsuda/

※販売期間終了後、教科
書は出版社に返品されま
すので、必ず教科書販売期
間中にご購入下さい。

重要
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①教科書一覧表から履修する科目の教科書を選びます。
教科書一覧表は教科書販売所前にてお渡ししております。販売当日は大変
混雑しますので、スムーズにご購入できるよう遅くとも3月中に生協加入の
手続きをお済ませください。詳しくは「生協加入のご案内」をご覧ください。

②購入申込書に記入します。
別途ご用意している「購入申込書」にご記入ください。

③教科書販売所で購入申込書を係員にお渡しください。
係員が購入申込書に基づいてピックアップいたします。

④ご確認の上、お支払いをお願いいたします。

　大学の講義は高校までの授業のようにすべてが決められているものでは
ありません。必修科目、選択科目など卒業までの４年間に必要な単位を取
得するために自分で組み立てるのが大学の講義です。従って学科やクラス、
履修する科目によってひとりひとり教科書代は変わります。一概にいくら
と言えないのですが平均的な購入費用は、2 ～ 3万円くらいになります。

ご購入の際は、生協組合員証または仮組合員証をご提示ください。
 組合員割引きさせていただきます。約10％ OFF となります。

❸教科書はどうやって買うの？

❷教科書代はいくらかかるの？

ご購入時未入荷および品切れの場合の取扱について
〈未入荷・品切れ発生時は個人注文としてお預かりします〉

①購入申込受付時に、未入荷なのか品切れなのかをお伝えします。
②入荷までお待ちいただける方は、その場で、ご注文をお受けします。
※ご注文の取り消しはできませんので、ご注意下さい。

③ご注文の際に「個人注文申込書控」を、お受け取り下さい。
④入荷したら、教科書販売所で控えと引き換えにお受け取り下さい。
※教科書販売所営業期間終了後は生協2階カウンターでお受け取り下さい。

●入荷状況は掲示板でご案内します。毎日更新しますのでご確認下さい。

● 4月配布の教科書一覧表に記載しますのは、3月中旬までに先生よりご指示をいただいている
ものです。

● 3月下旬以降に先生からご指示いただいた教科書は随時、追加一覧表を教科書販売所に掲示
いたします。

教科書一覧表について

※販売方法は変更される場合がございます。

― 15 ―



英語学習アカデミックパック購入 専用申込書
<<お申込み締め切り日>>

2021年3月29日（月） お申し込み日：　　　年　　月　　日

ふりがな
氏　  名

学科名
該当の学科に○をつけて下さい

英語・英文　 　国際関係　　 数学
情報科学　　多文化・国際協力

現在の
住　所

〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※アパート・マンション名、部屋番号までご記入下さい

TEL
平日昼間に連絡がつく電話番号

FAX

e-mail

英語学習
パック
申　込

英文／多文化／国際関係学科の方

→TOEFL スターターキットPlus
14,800円

（税込）
○をつけて下さい→

情報／数学科の方

→TOEIC スターターキットPlus
9,800円

（税込）
○をつけて下さい→

お代金
お振込先

＜お振込先＞　　※恐れ入りますが、振込手数料はお客様にてご負担下さい。

三菱UFJ銀行　鷹の台出張所
口座番号（普通）０１３８４０５　口座名　津田塾大学生活協同組合

お申込
方法と
ご注意

※英語学習パックは入金確認及び購入申込書受信後
　１週間〜 10日以内を目安に宅配便でお送りします。
　お届けが遅い場合は、恐れ入りますがお電話でご連絡
　ください。
※振込ご依頼人は、学生ご本人様または保護者様の
　名義でお願いします。

銀行窓口・ＡＴＭで振込手続きをした場合は、
右に振込控えを添付し、ＦＡＸして下さい。
ネットバンキングでお振り込みの場合は、
その旨をお書き入れ頂き、ＦＡＸして下さい。

《申し込んだ商品の手配のために、ご本人との確認および生協からの案内、関係先への個人情報の提供についてご了解下さい》

津田塾大学生活協同組合　電話 042-343-7073　　FAX 042-344-7465　

英語学習アカデミックパックお申込みFAX 042-344-7465
入学までの期間を有意義に過ごせるよう、英語学習パックはお早めのお申し込みをお勧め致します！

振込控え添付欄

① 申込み用紙
をもれなく
記入

②ご希望の商
品代金を

　振り込み

③払い込み
　受領書を
　添付後FAX

④入金確認後、
1週 間 ～10
日を目安に
教材発送

⑤教材が届いたら
 学習スタート！


