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横国生向けパソコン

大学生向け
電子辞書
教科書・参考書
生協に加入して
10％引き！

重要
教科書・教材の購入について、
大学生活に必要な情報が
揃っています。
ぜひ、ご家族の皆さまで
ご覧ください。
横浜国立大学
生活協同組合

https://www.univcoop.jp/ynu/

〜生協は横国生のキャンパスライフを応援します〜

入学前に準備すること

パソコン
必須です

販売期間

2月21日（月）〜
5月22日（日）

電子辞書
語学辞書コンテンツ
英語学習教材
スタートアップ講座

入学時に準備すること
販売期間

教科書
4月4日（月）〜
理系向け教材 4月22日（金）

ご入学おめでとうございます
このパンフレットでは以下の商品・サービスについての
生協からのご提案を掲載しています。

パソコン
関連

横浜国立大学は「学生が自分の PC を大学に持ち込んで学習する」
ことになっています。オンライン授業もあります。日々 PC を持ち運
び、活用するようになるとやはり故障などの不具合も増えます。 生
協提案のパソコンをご購入いただいた方には、学内でのしっかりし
たサポートを提供します。

高度な専門用語にも対応した大学レベルの辞書の提案です。
いわゆる電子辞書とパソコン・スマホなどに入れて活用するタイプ

語学関係

をご提案しています。
横浜国立大学は TOEFL を採用しており、入学直後のテストでクラス
分け、1 年次の最後の単位認定にも使われます。大学の授業だけで
なく、TOEFL 対策をしっかり準備するための教材もご提案します。

大学生活の
イメージづくり

教科書
教材
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4 年間の大学生活は長いようで短く、漫然と過ごしているとあっとい
う間に終わってしまいます。 一方、入学時点では「これから何をす
ればいいの？」という学生さんも多くいます。全国の大学生協と一
緒に「大学生活スタートアップ講座」を開講し４年間の目標作りをお
手伝いします。

大学の講義で使われる教科書、実習等で使われる教材ももちろん生
協でご購入いただけます。書籍は 10％引き、通常の文具も定価の
20％引きを基本にご提供しています。 教科書・教材は受講する講
義が確定してから4 月以降に購入するようにしてください。

入学準備説明会にご参加ください
内容 ● 生協／共済加入についてのご説明
● 生協提案商品の説明

● 先輩学生から横浜国大での大学生活の説明

● 先輩学生との個別相談

ご本人も保護者の方も、4 月からの新生活に向け「知りたいこと」
「不安なこと」がたくさんあるかと
思います。このパンフレットで提案されている商品も「本当に必要なのか？」という疑問もあるかも

しれません。説明会にご参加いただき、在校生の生の声をお聞きください！

日程

対面にて開催
オンラインにて開催

会場

対面とオンライン

３月 13
（日）
、19
（土）
、20日
（日）
、26日
（土）
、27日
（日）
3月 12日
（土）
、21日
（月）

今年は対面とオンライン両方で実施予定です。
詳細は確定次第生協の Web ページで告知いたします。
最新の情報は新入生応援サイトにてご確認ください。

https://text.univ.coop/puk/START/ynu/
平日ナイトタイム説明会
日程

上記の入説に参加できない方向けの説明会です。
入学準備に必要な生協商品の説明と質疑応答を短時間で行います。

3月 10日
（木）
、25日
（金） 20時～ 21時予定

会場

オンライン
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PC・サポートパック
横国生にはパソコンが 必要 です！
！
2022 年度に入学する学生は授業開始時までに自身のノートパソコンを必ず準備する必要があります。下記は
2022年1月現在の大学からのお知らせです。2022年度の推奨スペックは2022年1月本誌発行時点で未定のた

め、大学の発表をお待ち下さい。
推奨スペックは 2 月下旬頃に発表される予定です。

授業開始時までに必ずパソコンをご用意ください
大学における学びのツールとしての ICT 機器の活用
教育学部
新入生の皆様、ご入学おめでとうございます。日本
全国の小学校や中学校では、一人一台のタブレット端
末や PC が配布され、授業などで活用しています。 大
学生となった皆さんも高校時代にタブレット端末や PC
を活用して学びを継続してきたと思います。
では、大学でのこれらICT 機器を使った学びとは何
が違うのでしょうか。もちろん、調べる、まとめる、発
表するといった小学校から高等学校での学びも含まれ
ていますが、大学での学びは、答えのない世界で、意
見の違う他者とコミュニケーションを行いながら、時に
はジレンマと対峙して、課題を解決する学びとなりま
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山本 光

先生（情報戦略機構 情報戦略部門長）

す。正解といった決まった答えがあるのではなく、多く
の人が納得する納得解を導き出すのです。
この学びの変革には、ICT 機器が欠かせません。論
文を読んだり、翻訳をしたり、時にはプログラミングを
したり、統計処理をしたり、多岐にわたって ICT 機器を
活用することになります。そして、答えのなかったこと
に、納得解を導き出していただきたいと思います。
最後に、皆さんが安心してノートPC を大学で利用で
きるように、大学と生協がタッグを組んで様々な講習
会や仕組みを用意しています。これから皆さんと共に
学び研究できることを楽しみにしています。

購入
期間

2月21日（月）〜5月22日（日）数量限定販売

申し込み方法は 38 ページをご覧ください

大学でのパソコン使用場面
大学生にとって、学年が上がるにつれて使用する機会が増えていくパソコンですが、オンライン授業によってその
重要性がより一層高まりました。早いうちから操作に慣れておくことで、いざという時に操作に戸惑うことがなくなり

ます。また、大学を卒業し、社会人になると更に使用頻度が増えるとともに高度な操作を求められます。大学生のう
ちに、スマートフォンやタブレットでは学べない、パソコンの使い方を身につける必要があります。

１年生

２年生

３年生

４年生

大学院生

キャンパス内の設備とサービス内容
学内にも横国生が使用できるパソコンはありますが、履修登録やレポート、課題の提出時期には非常に混雑します。
また昨年からは PC 必携化となりPC を持っている事を前提に授業が進みます。

● 学内無線 LAN

● 学内パソコン約 700 台

● 学内プリンター約 10 台（有料）

● YNU メール

在学期間中、無料で使用できます
● Microsoft Office

Word

Excel

●セキュリティソフト

Power Etc
Point

➡セットアップ講習会でサポートします！

● One Drive

OneDrive は Microsoft が提供するオンラインストレージです。学生は無
料で 5TB（5000GB）使用できます。PC のストレージ容量が少なくても、
オンライン上にデータを保存できるので安心です。

都市科学部（都市社会共生学科）４年

佐々木 優菜

無償提供されるため生協のパソコンにはMicrosoft
office はプレインストールされていません。
※インストールできるようになるのは入学後になります。

さん

私たちの大学では、授業の連絡や課題の提出
はほとんどインターネット上で行われています。
ネット上だけならスマートフォンだけでも対応でき
るのではと思 い がちですが、よく使うWord や
PowerPoint の作業のしやすさ、容量を考えると
パソコンがあった方が作業しやすいです。
オンライン授業ではパソコンの重要度がさらに
高 まりまし た。 オ ン ラ イ ン 授 業 に は zoom や
Teamsを用いた配信授業と、音声付きPowerPo
int 等の資料配布の授業があります。先生が画面

を共有しながら説明を聞くこともあれば、自分で
資料を読みこんで勉強することもあり、長時間画
面を注視することが増えるため、画面の大きいパ
ソコンの方が目が疲れず作業しやすいです。パソ
コンでは複数のページを同時に開いておくことが
でき、授業を聞きながら別の資料を開く、わから
ない単語を調べることが可能です。また、大学が
対面とオンライン併用になったことで、大学内で
オンライン授業を受けることも増えたからこそ、
充電も長く持って長時間作業しやすいパソコンを
持つことをおすすめします。
自分専用のパソコンを持って授業も課題もこな
し、充実した大学生活を送りませんか？
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横国生の授業と生活
大学での学びや活動は今やオンラインと対面と並行して行われます。
時間割によっては午前中は自宅でオンライン授業を受けて、午後は大

学に行って対面授業、夕方は学内でオンライン授業を受けて帰るとい
うこともあります。
パソコンは大学での学びの中で手放せない道具になっています。

先輩たちの 1 日を見てみましょう
オンデマンド授業

資料配布型授業

定期的に配信される講義
動画を見て学んでいく授
業形式です。分からない
ところやメモが必要なと
ころは止めて再確認する
ことができます

１限

定期的に資料や課題が配信され、
自習形式でこなしていく形態で
す。授業の資料はPDFなどデー
タで配布されることが多いため、
データに直接書き込んだり紙で
印刷したりします

２限

昼休み

オンライン授業

３限

４限

対面授業

zoom や teams を 使 用
してリアルタイムで行わ
れる授業形式です。 生
中継で質問ができるだ
けでなくグ ル ープワー
クも行うことができます

コロナ禍でも対面授業
を行うものもあります。
実 験 など大 学 の 設 備
を使う授業やゼミなど
の授業を中心に行われ
ます

５限
課 題 作 成 や サ ークル 活
動をする時間です。サー
クル活動ではパソコンを
使ってオンライン会議を
したり議事録資料作成を
する場面が増えました

授業だけでない！ 日常生活でもパソコンが大活躍！
どんなときにパソコンを利用しますか？
オンライン授業やレポートにほぼ全員が使用しています。一方でサ
ークルや部活で使用している人も４割ほどいたり、就活やアルバイトで
使っているという声も！大学の授業だけでなくプライベートでもパソコ
ンを使用する時間が多いです。

どんな時にパソコンを使いますか？
（複数回答）
オンライン授業
レポート
卒論
プレゼン資料作成
サークルや部活
ネット検索
（娯楽）
ネット検索
（勉強）
0%

動画視聴
アルバイト
就活
ネットで買い物
SNS作成
その他
50%

100%

0%

50%

100%

横浜国立大学生協まるごとアンケートより（2021 年 10 月実施）
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放課後

長時間使用するから、バッテリー持ちが重要
コロナ禍により横国生のパソコン使
用時間は増加しています。2021年には

週25時間以上使用しているという方が
もっとも多くなっています。
アンケートより先輩学生の声
● 充電が長持ちするものの方が良

い。充電が無くなりやすい人は

充電器も持ち歩かなくてはなら
ず、持ち物が増えてしまう
● 充電できる所が多くなく、バッ
テリー持ちが悪いと、常に充電
を気にすることになり、大変

パソコンを週に何時間使っていますか？
（授業含む）
3〜5
3時間 時間
未満

5〜10
時間

5% 12%

17%

10〜15
時間

20〜25
15〜20 時間
時間

13%

15%

0%

8%

25時間以上

30%

50%

100%

5割以上が15時間以上使っている
横浜国立大学生協まるごとアンケートより（2021 年 10 月実施）

学内での講義が増えた際は
バッテリー持ちの重要性を実感します！

より高いスペックのパソコンが必要です
パソコンの使用場面はオンライン授業やプレゼン
資料作成、動画視聴など多岐にわたり、パソコンの
スペックはより高いものが必要となっています。

もう一度パソコンを購入するとしたら
何を一番重視しますか？
USBポートが複数

アンケートより先輩学生の声
● 動画をサクサク見れるようなスペックのものに

した方が良い

● 長く多く使うものなので、安さよりもスペック

を重視した方が良い
● プログラミング等に興味が広がることがある
ため、スペック重視が良い

DVDドライブ内蔵
タブレットにもなる

スマホとの連携
その他

タッチペン利用
バッテリーのもち

スペック
（性能）

持ち運び
軽さ
（重量）

横浜国立大学生協まるごとアンケートより（2021 年 10 月実施）

持ち運びやすさも侮ってはいけない！
スペックも大事だけど持ち運びやすさも重要という声も
多数ありました。 パソコンの「重さ」を不便と感じている
学生さんは 3 割ほどいます。
アンケートより先輩学生の声
● 横国は駅からかなりの距離歩くので、軽さは重視し

た方がいいと思います
● 持ち運びがしやすいかによって、学校での隙間時間
にレポートをやろうと思うかのやる気が変わってくる。
そのため、持ち運びのしやすさはかなり大事！！
● 持ち運ぶことを考えて重量と大きさにも目を向けて
みてください。ストレスが変わってきます

今持っているパソコンで
不便に感じているところは？

1

重い

2

バッテリーがもたない

3

タブレットとして使えない

横浜国立大学生協まるごとアンケートより（2021 年 10 月実施）
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家電量販店やネット通販には真似できない！
！

生協パソコンを選ぶ 7 つの理由
理由

1

他社と比べて割安
生協加入者がお得に買えるよう、価格を抑えました。
全国の大学生協で大量に共同仕入れすることでお得な価格を実現します。

様々なサポートをセットし、この価格は非常に割安です！ ぜひ、他社と比べてみて下さい。

理由

2

生協パソコンは
先生と確認しているので安心
全ての機種を先生と確認しており、卒業まで安心して使えます。

理由

3

理由

4

先輩たちがパソコンの選定をしました
薄くて軽くモバイルに最適な機種を選びました。
多用途に使え、大学生に人気の Surface を販売します。
現役の学生が学生生活に適した物を選んだため安心です。

安心のサポートパック
生協パソコン購入者なら横国大安心サポートパックへ加入できます。

安心の4年間ハード保証が付帯され、様々なサポートを受けることができます。
生協へ行けば、パソコンの困りごとは全て解決。

学内にある生協だから、迅速にサポートできます！
メールや電話での問い合わせも承っております。

４年間の安心保障
壊れた時のメーカー保証、壊してしまった
時の動産保証で 4 年間安心です。

下記のようなサポートを行います。

動作不良など、予期せぬ故障は、

● パソコン・ソフトの使い方相談

0 円で交換することができます。

全て 0 円で対応

0

己負担金
自

円
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困った時の安心サポート
● 修理時、代替機即日無料貸し出し
● 動作トラブルの相談

● PC 用モバイルバッテリー の 貸し出し・

HDMI,VGA 変換アダプタ、DVDドライ

ブなど備品の貸し出し

詳しくは14〜17ページ

理由

5

office ソフトが入っていない
横国生は officeソフトを無料でご利用頂けます。
そのため officeソフトをあえて外し、価格を抑えてあります。

詳しくは5ページ

理由

6

様々な無料サポート
PC を購入すると無料の下記サポートが付いてきます。
・Surface ワークショップ・セットアップサポート
・電話サポート・キャンパス点検会
手厚いサポートで初心者・中級者の方でも安心です。

理由
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詳しくは11ページと20ページ

パソコンスキルアップ講座
横国生の先輩による、横国生のためのオリジナルパソコン講座です。
大学生に必要なスキル指導に特化した講座です。
生協パソコン購入者は特別価格でお申し込みできます。

詳しくは18ページ

よくある質問にお答えします

Q.生協で買う人ってどれくらいいるの？

A 生協パソコンは
 昨年約500名の新入生にご購入頂いています。
学内で同じ機種を持っている人が多く、使い方の共有や電源アダプタ・周辺機器の共有が簡単です。
その他WEB通販3%
家電量販店C 4%

■ PC の購入場所は？

WEB通販B2%

その他家電量販店 6%
家電量販店B 8%
WEB通販A 9%
横浜国立大学生協まるごとアンケート
1 年生パソコン購入者 99 名より
（2021 年 10 月実施）

家電量販店A 14%

大学生協
37%

が
多くの新入生
大 学 生 協で
す！
購入していま

様々なメーカー直販サイト 16%

PC・サポートパック 9

先輩が選んだ生協パソコン

高性能、

最新機種 2021 年 11 月発売モデル

Surface Pro 8

Surface ペン＆タイプカバー付 メモリ16GB モデル
搭載
最新の Surface Pro です。
Surface Pro7+ から、画面サイズが大きくなりま

した。バッテリー駆動時間は最大 15 時間から最大
16 時間にまで伸び、付属のペンが進化しより手書
きに近い書き心地になりました。授業の資料の管理
も、ノートも、レポートも、すべてこの 1 台で管理
できます。メモリが16GBなので負荷の大きいソフ
ト・作業にも対応しています。

商品内容

OS
CPU

最長約 16 時間
約 891g（本体のみ）
約 1.18kg（カバー込み）

重量

● セットアップ講習会

主なインターフェイス
カメラ

● 無料電話サポート（1 年間）

ぜひ、他社と比べてみてください

13インチ（2880×1920）

バッテリー

ワークショップ

このセットで、この価格は非常に割安です！

ＳＳＤ 256ＧＢ

ディスプレイ

● タイプカバー（キーボード）

● 無料点検会

16GB

ストレージ

Pro8（パソコン本体）
● Surface スリム ペン 2

● セットアップテキスト・動画

第 11 世代 Intel Core-i5

メモリ

● Surface

● Surface

Windows11 Pro

大学生協
特別価格

全学部におすすめ！

USB Type-C (Thunderbolt4)×2
前面背面カメラ

199,800円

（税込）

Pro8とPro7+ の大きな違いはメモリです。メモリ16GB の Pro8 の方が負荷の大きい作業をする際に便利です。
特に理工学部はほとんどの方が高負荷なソフトを使用するため、こちらを強くおすすめします。
経済学部、都市科学部の方も高負荷な作業をすることがあるため、こちらを選ぶと安心です。

メモリは 16GB 以上が望ましいという先生が多く、購入後に増設できないため、迷ったらPro8をご購入ください。

Surface Pro8/Pro7+ 共通の商品内容

大学生協でしか
購入できないセット
横浜国立大学では office を無償提供してい
るため、office がインストールされていな
いモデルをご提案します。キーボードと専

用ペンが付属し、快適に使用できます。ま
た、様々なサポートがセットされています。
10

有料

生協購入者限定 横国大安心サポートパック
生協 PC 購入者ならサポートパックへ加入できます。
4 年間安心の保証が付帯され、様々なサポートを受けることができます。
毎日持ち運び、使用するため加入をオススメいたします。
学内にある生協だから、迅速にサポートできます！

詳しくは14ページ

持ち運びやすさを兼ね備えた 2in1モデル
現行機種 2021 年 1 月発売モデル

Surface Pro 7+

Surface ペン＆タイプカバー付 メモリ8GB モデル
搭載

Win11 アップグレード
対応モデル

2021 年 1 月発売の現行モデルです（教育機関・法
人専用モデル）
。

Pro8 と同じ第 11 世代の Core i5 を搭載しており、
充分なスペックを備えています。授業の資料の管理
も、ノートも、レポートも、すべてこの 1 台で管理
できます。MicroSDカードを利用し、ストレージの
容量を増やすこともできます。

商品内容

● Surface

Pro7+（パソコン本体）

● Surface

スリムペン

● タイプカバー（キーボード）
● Surface

OS

Windows10 Pro

CPU

第 11 世代 Intel Core-i5

メモリ

8GB

ストレージ

ＳＳＤ 128ＧＢ

ディスプレイ

ワークショップ

12.3インチ（2736×1824）

バッテリー

● セットアップ講習会

最長約 15 時間
約 770g（本体のみ）
約 1.1kg（カバー込み）

重量

● セットアップテキスト・動画
● 無料点検会

主なインターフェイス

● 無料電話サポート（1 年間）
● Win11アップグレードマニュアル

このセットで、この価格は非常に割安です！
ぜひ、他社と比べてみてください

カメラ

USB-C x1・USB-A x1・MicroSDXC
前面背面カメラ

大学生協
特別価格

139,800円

（税込）

価格が安くお求めやすい！
Pro8 の 1 世代前のモデルですが、Pro8と同じCPUを備えており、十分なスペックを備えています。

オンライン授業の受講、資料の管理やノート、レポートなど通常レベルの授業用途では十分な性能です。

Pro8との大きな違いはメモリです。Pro7+ はメモリが小さくなりますが、価格は安く、購入しやすいです。

Surface ワークショップが
受講できます
Surface の特徴や活用テクニックを
Microsoft の専門員が無料で紹介します。
主に大学生に人気の OneNote を使用した
デジタルノートの取り方をご説明いたします。
4 月 23 日（土）オンラインで開講予定（90 分程度）
参加できない方には録画を送付

様々な無料サポートがセット！
● セットアップ講習会／セットアップテキスト・動画：



箱を開けるところからサポートします。

● 無料点検会：キャンパス内にて年 1.2 回メーカーの専任技術者が

パソコンを点検します。

● 無料電話サポート：生協営業時間外でも経験豊かなオペレーターが

丁寧にお応えします。
対応期間 2022 年２月１日～ 2023 年２月２８日
受付時間 10：00 ～ 23：00（年中無休）
PC・サポートパック 11

多くの横国生が持っているSurface
アイデアを形にする理想のデバイス
シーンに合わせて、
ノートパソコン・タブレットにすぐ切り替えられる
さまざまな形に簡単に変えられるため、多様な目的・場所で使えます。
➡レポートやスライド等の作成では、キーボードを使用して ノートパソコン に
➡スライドを使った研究発表のときには、手元で見られる タブレット に
➡オンライン授業で授業動画を視聴するときは、キーボードを外し モニター に
➡縦向きにして Surface ペンを使用することで 多機能ノート に

他の人もsurfac
e にも書き込め
る
打ち合わせのメ
モも手書きでで
きる！

キーボードをはずして
みんなで見られる

を取り、この一台で管理
デジタルに手書きでノート
簡単に振り替えられる
手書きの文字を検索でき

キーボードを外せるので、
教科書やノートを広げて使いやすい！

12

縦にすると資料を見やすい！
電子書籍も読めます。

自分に合う角度に調節できます。
オンライン授業を見ながら、
同じ画面でノートを書けます。

Surface Pro には学生生活に最適な機能が満載！

➡オンライン授業でも使えるSurface
オンライン授業では ···
× データの資料が多くて、管理が大変…

× 動画を見ながらノートも書いて忙しいし机の上が汚い ···

そんな時には Surface で OneNote を使うのがおすすめ！PDF をそのまま
OneNote に挿入できて整理しやすい！ さらに Surface は資料にペンで手
書き感覚で書ける！数式や化学式でも直接書けるから理系にもおすすめ！
OneNote を使えば、講義ノート、資料を効率的に管理できます。

背面カメラで資料を撮影！

➡ 対面授業でも使える Surface
Surface にはカメラ機能がついているから黒板や配られたレジュメを撮影し

て OneNote に取り込める！
より効率的で、自分流の分かりやすいノートを作ることができます。
資料やノートをデータ化できるから、荷物が減ります。横国生の学び多い
4 年間には Surface が最適！

経済学部（経済学科）3 年

高橋 未於

さん

経済学部で多くの人が受講する微分積
分、線形代数などの数学の授業の課題提
出は、Surface の書込機能がとても助か
りました。複雑な数式を扱うことが多く
あり、書き込んだ数式をパソコンの文字表示に直してくれる
ため、正確に、簡単にかつきれいに仕上げることができまし
た。授業以外では動画を見たりネットショップにも使用して
おりタブレット形になるのが持ち運びに便利です。また、お
すすめポイントとしてはなんといってもペンが使えるところ
です。漢字の読み方がわからないとき、難しい数式や記号を
入力するときなど、入力に戸惑うときにも役立ちます。画面
表示を横でも縦でもできるので、資料を縦で読みたいときも
読みやすいです。キーボードが充電不要で取り外しできるこ
とも気に入っています。

教育学部（学校教育課程教科教育コース）3 年

高山 紗希

さん

私が Surface Pro を選んだ理由は、な
んといってもタブレットとして使用でき
るところに惹かれたからです。私は大学
に入学するまであまりパソコンを使用し
たことがなく、タイピングや操作方法に関して不安がありま
した。しかし、普段から使用しているスマートフォンのよう
にタッチで操作できるということは、先述した私の不安を払
拭してくれるのではないかと思い購入しました。実際に使用
してから 2 年ほどたち、今ではタイピングにも慣れある程度
の操作方法も習得し、使いこなせるようになってきました。
ですが、授業の資料に直接書き込んだり線をひいたりする際
には、タッチ操作が非常に役立っています。また、タイプカ
バーを取り外して使用することもできるため、狭い机の上で
も授業動画を視聴することが可能となります。学校関連だけ
でなく、プライベートで動画を視聴したりする際にも非常に
使い勝手の良いモデルであるため、私はこのパソコンを購入
してよかったなと思っています。

ペンでメモやマーカーを引ける！

理工学部（数物・電子情報系学科）2 年

森

雅和

くん

Surface をお勧めする点としては、ま
ずやはりその重量の軽さです。1㎏弱と
いう教科書数冊とほぼ変わらない重さな
ので、リュックサックの中に入れて背負
ってもほとんど負担にならず、手で持っても楽々持ち運べま
す。また、バッテリーの駆動時間も長いので、一度のフル充
電で、一日のオンライン授業参加やレポート作成などを充電
せずに大学で行えます。また、キーボードを取り外して本体
だけをスタンドで立てて置くこともできるので、机の上をあ
まり占領せず、ノート等を置くスペースを確保することが出
来ます。加えて、Surface ペンを用いて PDF ファイルに直接
書き込みが出来たり、OneNote やホワイトボードなどの便
利なソフトを気軽に使えるのも非常に便利です。何かと使い
勝手が良いノートパソコンなので、購入してよかったと思っ
ています。

都市科学部（都市社会共生学科）2 年

井上 彩子

さん

私が Surface を選んだ大きな理由は、
タイプカバーを外せばタブレット PC に
もなるからです。私はオンライン授業を
受講する際、映像を最大画面にして受講
するためノートを広げて板書をしているのですが、普通の
ノート PC でこのように受講するとなると机を占領してしま
いノートが取りづらいです。しかし、Surface ならタイプカ
バーを外してタブレット PC にすることができるため、キー
ボードによる机の占領を気にせずノートを取れます。また、
ノートアプリ One Note と付属の Surface ペンを使用すれ
ば、データとして送られてきた資料を印刷せずに資料に書き
込むことができる点で、印刷の手間や資料の紛失の心配がな
くなるため、対面授業の際も気軽にタブレットモードにでき
る Surface に助けられています。さらに、薄型であるため通
学バックを圧迫させない仕様となっているため、持ち運びが
しやすいのも選んだ理由の一つです。

PC・サポートパック 13

安心をトコトン追求します！

横国大安心サポートパック
横国大安心サポートパックは、4 年間安心して使用するための生協オリジナルサポートサー
ビスです。
安心の 4 年間ハード保証が付加され、様々なサポートを受けることができます。生協へ行
けば、パソコンの困りごとは全て解決。学内にある生協だから、迅速にサポートできます！

入者の
生協PC購
申込 率

約75％

ト
保 証とサ ポ ー
の 2 本柱で
！
とにかく安心

サポートパックに
加 入 す れば

パソコンで困ったときは
大学会館書籍購買部 PC サポートカウンターへ！
何ができるの？

● PC の修理受付

● 修理時、代替機即日無料貸し出し

● 動作トラブルの相談

● パソコン・ソフトの使い方相談

● PC 用モバイルバッテリーの貸し出し
● HDMI・VGA 変換アダプタ、DVDドライブなど備品の貸し出し

パソコンのアフターフォローは
安心して「PC サポートカウンター」にお任せ下さい！
利用対象者
営業時間

①サポートパック加入者 ②生協 PC 購入者（一部サービスのみ）
生協購買部に準じる

全てお任せ下さい！ なんでも頼って下さい！
横国大安心サポートパックは皆様の安心のために提供するサービスです。せっかくご購入いただいた

パソコンだから、120％フル活用して欲しい！ 困ったらすぐに持ってきてほしい！ そんな思いとともに

毎日横国生のパソコンサポートをしています。購入したばかりの初期設定から、Office インストール作業、
修理相談窓口、使い方のご案内まで、全て PC サポートカウンターにお任せ下さい。 横国生のために、
少しでもお役に立てるよう、頑張ります！
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横浜国立大学生活協同組合

PC サポート担当

鬼頭 淳太

1

安心をトコトン追求します！ その

自己負担

０

4 年間のハード保証

全て

円

「壊れた」 だけでなく 「壊した」も、
大学生活 「４年間」 ずーっと保障します！
Surfaceの修理は自然故障や物損故障に関係なく「本体交換」にな
ります。このサポートパックに加入しないと、標準保証のみとなり
ます。保証がないと故障した時にかなり高額になるため、ぜひお申
し込みを。ハードに使う大学生だから保証が必要です。

故障は４年間何度でも無償で本体交換！ 水濡れ、落下などの破損も２回までなら無償交換
故障の原因

１年目

２年目

通常利用時での故障

標準保証

大学生協の安心４年保証（無償交換対応）

水漏れ、落下、
過充電による故障

３年目

４年目

大学生協の安心４年保証（最大２回までの無償交換対応）

※本体および電源アダプタのみの保証サービスとなります。Surface Pro シリーズの Surface ペン、タイプカバーはメーカー保証１年となります。

１

事例

2

購入から2 年目以降に
急に電源がつかなくなった
通常修理費用
6 万円以上のところ

事例

机から落としてしまい、
液晶画面が割れてしまった

通常修理費用 6 万円以上のところ

0

己負担金
自

円

0

己負担金
自

円

量販店や Microsoft Completeとの比較
横国大安心サポートパック

量販店（例）

Microsoft Complete

保証対象

◎

物損（落下破損等）対象内

×

物損（落下破損等）対象外

◎

物損（落下破損等）対象内

保証期間

◎

4年

―

多くは対象外

◎

2 ～ 4 年間

修理対応窓口

◎

生協内 PC
サポートカウンター

△

店頭

◎

Web 申し込み

修理中の貸出機

◎

あり

×

なし

×

なし

※注意事項 ・ペン、タイプカバーは対象外です。ペンおよびタイプカバーは 1 年のメーカー標準保証となります。・バッテリー劣化による故障は対象外です。
・自然災害などのアクシデントによる故障は保証対象外です。・水濡れ、落下、電力サージといったアクシデントによる3 回目以降の交換は有償交換となります。
・交換品は再生品となります。・対象は本体、AC アダプターのみです。ペン、タイプカバー、ソフトウェアなどは保証対象とはなりません。

PC・サポートパック 15

安心をトコトン追求します！ その

2

学内で充実のサポート

追加料金

０

全て

円

サポートパック加入者へ様々なサービスを在学中 4 年間無料で提供します。
パソコンのトラブルは物理的な故障だけとは限りません。「PC の困った」を大学の中ですぐに解決します。

修理に出している間、PC がなくて困る

大好評 代替機 即日無料貸し出し
修理申し込み後、その場ですぐに無料でパソコンを貸し出します。
量販店では代替機を貸してくれるところがほとんどありません。

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2週間～
3 週間程度は必要です。 大学ではパソコンが必須の時代になり、
パソコンがないと非常に大変です。
※貸出機は一定の台数をご用意していますが、限りはあります。万が一すべて貸出
し済みの場合は、1 週間程度お待ちいただくこともあります。
※貸出機はご使用の機種と同じ機種とは限りません。ご了承ください。

充電し忘れたときに

モバイルバッテリー貸し出し

買うほどじゃないけど使いたい！

備品貸し出し

Surface に対応した高容量のバッテリ
ーです。学内で充電できる教室は限ら
れているため、これがあると安心です。

備品を無料で貸し出しします。 アダプター
HDMI・VGA 変換アダプタ、
DVDドライブ等の貸し出しをします。

※貸 出備品は一定の台数をご用意していますが、
限りがあります。

※貸出備品は一定の台数をご用意していますが、
限りはあります。

DVDドライブ

いきなりパソコンの動作が変になった。
何が起こったのか、わからない…

ソフトが使いたいけど初めてでわからない

動作 · ウイルストラブル

ソフトの使い方相談

生協窓口でパソコンをお預かりし、設定の変更などを行い

基本的な操作方法をお教えできます。

ます。解決しない場合は、OS の初期化なども行います。

新しくソフトを購入した！
でも、入れ方がわからない…

※対応できるソフトには限りがあります。

万が一に備えて
データのバックアップを取りたい！

セットアップサービス

バックアップサポート

生協窓口でパソコンをお預かりし、
ソフトウェアのインストール作業を行います。

HDD や OneDrive の設定を行います。

サポートパックに加入すれば、4 年間すべて無料
16

本当に困った
をすべて0円で解決
内容

横国大安心サポートパック料金表

メニュー

総合

修理時の代替機

修理期間中、パソコンを無料で貸出

−

−

0円

モバイルバッテリー貸し出し

充電用モバイルバッテリーを無料貸出

−

−

0円

アダプタ等の備品貸し出し

HDMI、VGA 変換アダプター等を無料貸出

−

−

0円

初期設定・セットアップ

初期セットアップサポート

−

−

0円

−

−

0円

基本的な操作方法を教えます。

ソフトの使い方相談

※対応できるソフトには限りがあります。

システム
ウイルス

Windows アップデート

Windows アップデート作業

2,000 円～

1,500円～

0円

デスクトップ最適化

デスクトップの最適化・クリーンアップ作業

2,000 円〜

1,500円～

0円

ソフトのインストール

各種ソフトのインストール作業

3,500 円～

3,000円～

0円

ウイルス対策ソフト設定

ウイルス対策ソフトのインストールと設定作業

6,800 円～

4,000円～

0円

ウイルスチェック

ウイルス感染がないかチェック作業

3,000 円～

2,500円～

0円

ウイルス・マルウェア
感染後の対応

ウイルス・マルウェアの駆除作業

4,000 円～

3,500円～

0円

データ

駆除できなかった場合は必要に応じたリカバリー作業

−

HDD や OneDrive の設定を行い、バックアップできる
ようにします。

5,000 円～

3,000円～

0円

メールの設定サポート

4,000 円～

3,000円～

0円

無線 LAN 環境構築の相談

−

実費

0円

同時購入いただいたプリンタの接続設定。
ドライバのインストール。

−

−

0円

周辺機器の相談

様々な周辺機器の導入相談

−

−

0円

その他相談

その他、パソコンに関わる全般的な相談

−

−

0円

バックアップサポート

インター メール設定
ネット 無線 LAN 導入相談
プリンタ
プリンタ接続設定
接続設定
その他

一般量販店
横浜国大 サポートパック
加入者
価格（例） 組合員価格

作業内容・備考

※自宅へのサポート含まず。

サポートパック利用者の声
● パソコンがないとオンライン授業をまともに受けられないので、代替機があって助かりました。
● アダプタ類は家に忘れることもあるので、借りれて便利。
● ウイルス対策ソフトの導入がすぐできて助かった。

● 起動しなくなったと思って駆け込んだら、すぐに起動できるようにしてくれた。

加入特典

横浜国大ロゴ入りオリジナル
スリーブケースプレゼント！
大事な PC を保護できます。

生協 PC 購入者限定販売

横国大安心サポートパック

4 年間一括払い

40,000円

（税込）

（1日あたりのサポート料金：約 27 円）

途中解約はできません。
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横国大の先輩から習う！横国大生のための

パソコンスキルアップ講座

入学時の今こそ！大学生活で困らないために

大学生活にパソコンスキルは必要不可欠。
横国大の先輩による、横国大オリジナルのオンラインパソコン講座で、
安心して大学生活のスタートが切れます。

講座中に困ったことは
LINEですぐに聞ける！
先輩たちのサポートで安心♪

文字の色の変更の仕方がわかりません
のボタンを押すとできるよ！

CHECK!

課題・レポートで必要な機能、使えますか？

Word
Excel
Power
Point
PC知識

大学の形式でレポートが書ける
文書の体裁や書式を見やすく整えることができる
文書に図や表、数式を挿入できる
データを表に綺麗にまとめることができる
関数を使って多くの計算を簡単に行うことができる
様々な種類のグラフを作成できる
聞いている人がわかりやすいプレゼンができる
見やすいスライド作成のポイントがわかる
ゼミや研究発表で必要になる機能やプレゼンのポイントがわかる
レポート提出の際のメールマナーがわかる
課題の提出方法や学内での印刷方法など横国大ならではの使い方がわかる
横国大生が各種大学情報の確認の際に使うサイトの活用法を知っている

この講座だけの3大特典！

先輩のお手本レポートお見せします
Oﬃceの基本が詰まったオリジナルテキスト
受講後も練習できる課題データ付き

横国大生に必要なスキルをバッチリ教えます！
学生生活のことなどもどんどん聞いて、
新生活に役立ててください！

■日程（全７コマ）
コース

A

時間

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

B
16:30〜18:00

4/25（月）

4/27（水）

5/16（月）

5/18（水）

5 / 9（月）
5/23（月）
5/30（月）
6 / 6（月）

5/11（水）
5/25（水）
6 / 1（水）
6 / 8（水）

講座の詳細は受講方法のご案内ご送付にてお知らせ致します。授業などで受講できない場合は、
受講日変更を承ります。

生協パソコン購入者

特別価格

生協パソコンを
購入されていない方
協力：株式会社 TRYWARP

大学生が企画するパソコン講座をサポートしています

18

24,000円

（税込）

30,000円（税込）

Oﬃce（Word, Excel, PowerPoint)がインストールされて
いるパソコンをお持ちの方はどなたでも受講できます

●講座内容は変更になる場合がございます。●詳細はお送りするご案内物をご確認ください。●お申込み後の
キャンセル料は、講座開始前日までは講座価格の10%のキャンセル手数料、講座開始後は実施済み回数に相当す
る価格および、キャンセル手数料を合算した金額になります

パソコンを販売するだけじゃない！

生協はパソコンを使いこなせるまで全面サポート！
Point

1

大学生活に合わせた講座内容

講座の内容も毎年先輩が作っているので、本当に横国大生に必要な内容
になっています。先輩が実際に使用したレポートもお見せします！
さらに、講座が終わったあとも好きなタイミングで復習ができる練習課
題データがついていますので、参考にしながら大学の課題をこなす事が
できます。
Point

2

講座中の疑問は先輩のサポートですぐに解決

先輩たちにLINEで質問をしながら進められます。「このボタンが見つからない！」等も気軽に質問しその場で解決できます。

例えば、講座中こんな質問ができちゃいます！
ボタンの場所がわからない！どこにあるの？
ら、
LINEだか
できる！
問
質
気軽に

授業で Zoom の使い方に困った！教えて欲しい
先輩の説明を聞き逃しちゃった！もう 1 回教えて

パソコンスキルアップ講座 2020

？
？
？

受講生の声
基礎から理解できて、課題が効率化！
パソコンに自信がある人にもおすすめ
私は高校時代から oﬃce をよく使っていて基本動
作はできるつもりでいたのですが、講座で初めて知
ることが沢山あり、大学の課題を効率的に進めるの
にとても役立ちました。
スタッフの先輩方は本当に親切で、パソコンの事
だけでなく授業やサークル、近隣のよく遊びに行く
場所など、普段の学校生活の楽し
み方を話して下さったのが印象的
でした。コロナ禍で不安だった、
大学生活の情報収集も、友達づく
りもでき、安心してスタートが切
れました。講座に参加してよかっ
たです。
（昨年度受講生）

基本の基本から聞けるので、安心です
自分の自信につながりました！
パソコンの知識が全く無かった僕には、この講座
は本当に有り難かったです。「大学生なのに友達に
こんなことを聞くのは恥ずかしい…」と思うような
ことも講座で先輩が丁寧に教えてくれました。
春のうちに、パソコンに対する苦手意識が解消でき
たことが一番大きな収穫です。これからは授業レポ
ートにも自信を持って取り組めそ
うです。
講座で色々なことを教えてくれ
た先輩方、ありがとうございまし
た。授業が本格化する前にパソコ
ンって面白いなと思えるようにな
って本当に良かったです…！
（昨年度受講生）
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対象
パソコン購入者

パソコン初心者でも安心

パソコンが届いてすぐに使える！

セットアップテキスト・動画
セットアップテキスト・動画の提供で
箱を開けるところからサポートします
パソコンは買ってすぐに使うことができるわけではございません。

生協でパソコンを買われた方全員に限定で、大学生協オリジナルのセットア
ップテキストと動画を用意しております。箱を開け、最初に電源を入れて起

動するところから行います。初めて自分用のパソコンを持つ皆さまの不安を
取り除きます。
また、実際やってみてわからなかった場合でも、電話サポートサービスがあ
るので一人でも安心してセットアップができます。

初心者でも安心！

セットアップ講習会
大学に入って初めて PC を買うという方も多いのでは
ないでしょうか。横浜国立大学生協では初心者の方
でも安心してご利用いただけるように、毎年セットア
ップ講習会を開催しています。

最初に電源を入れるところから、全員同時に行いま
す。専門のスタッフが丁寧に教えますので、安心で
す。大学から無償で提供されているMicrosoft Offi
ce やセキュリティーソフトのインストールもいたしま
す。合わせて、OneDrive を利用したバックアップの

設定も行います。バックアップを取っておくことで、
不測の事態に備えることができます。

日程

4 月上旬
具体的な日程、実施方法については、確定
次第、新入生応援サイトに掲載致します。

内容（予定）
● パソコンセットアップ
● 操作方法説明

● 学内無線 LAN 接続方法説明

● セキュリティソフトインストール方法
● Microsoft

Officeインストール · ライセンス認証
など

● 大学での活用方法紹介
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Surface Pro7+ 購入者対象

Windows11
アップグレードマニュアル
Surface Pro7+ 購入者が対象です。
初回起動時はWindows10ですが、最新のWindo
ws11 にアップグレードすることができます。

アップグレード方法をまとめたマニュアルを送付いた

します。
アップグレードは大学の授業用途では必須でないた
め、そのまま Windows10 をご使用頂くこともでき
ます。

勉強効率アップ！

学びを補助するオプション品

印刷にかかる費用や手間を軽減！

エコタンク搭載モデル

EW-M630W-T

プリント

ス キャナ

コピ ー

無線 LAN

Wi-Fi DirectR

LINE プリント対応

前面カセット給紙

液晶モニター 2.4 型

自動電源オフ

エコタンク
搭載

大きなタンク、たっぷりインク。
手間にコストに新常識。

交換式メンテナンスボックス

メーカー保証 2 年間※

大学生協

通常 1 年間が 2 年間に延長！

限定特典 !

※「MyEPSON」の登録が必須となります。

修理引き取り無料
引き取り修理時の配送料が無料に！
春学期に自宅のプリンターで、
一週間に何枚印刷しましたか？
全く印刷していない
22%

1〜10枚 35%

51枚以上 8%
41〜50枚 3%
31〜40枚 3%
21〜30枚 9%

11〜20枚 20%

1 週間で全く使用しなかった人は 22％しかいません。
一方で 40 枚以上印刷した人は 64％います。オンライ
ン授業でもプリンターが活躍します

オンライン講義になってプリンター活用に
どんな変化がありましたか？

変わらない
17%
スキャン・コピーなど
使用する機能が増えた 20%

インク代を気にせずた～～～っぷり使えます！

33,500円

（税込）

理工学部（数物 · 電子情報系学科）3 年

伊藤 大輔

横浜国立大学生協まるごとアンケートより（2021 年 10 月実施）

カラー印刷するようになった
11%

学生生活で必要なインク
約 6,000 ページ分が同梱！

その他 4%

印刷枚数が
多くなった
48%

※エプソン調べ〈調査対象〉大学数：7 校 /586 名

対象地域：全国

くん

僕はもともと家に古いプリンターがあ
ったのですが、毎月のように1000 円以
上するインクカートリッジを交換していた
こともあり、エコタンクの新しいプリンタ
ーを購入しました。購入してから１年以上
経過しますが、インクはまだまだたくさん残っており、結果的に非
常に得をしたと感じています。
大学では、授業支援システムを通じて多くの資料が配布されま
すが、図学の授業などでは印刷して直接書き込まなくてはならず、
プリンターは必須であると考えています。授業データは PC で管理
してますが、必要に応じて印刷して先生の言ったことや思ったこと
を書き込むようにしています。カラフルなレジュメなどもインクを
気にせず印刷できるのはエコタンクの魅力です。
さらにこのプリンターには、コピー用のスキャナーも搭載されて
いて、EPSON の無料アプリを入れるとコピーだけでなく、スキャ
ナーとして手書きのレポートを提出用のPDFファイルに電子化する
こともできます。 授業支援システムに送信できる容量が決まって
いるため、スマホのカメラを使うと容量オーバーで送れないことな
どもありますが、スキャナーを使えば高品質で低容量なファイルを
素早く作ることができ、実験レポートのバックアップなどにも重宝
してます。
大学生が４年間で印刷する量は平均で6000枚を超えるそうです。
そのため、４年間インクの量を心配せずに使えるエコタンクをオ
ススメします。
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在宅での講義の受講や勉強には、液晶ディスプレイがオススメです！
遠隔授業や在宅学習では、ノートパソコンに液晶ディスプレイを接続して使用することで、身体面や精神面でさま
ざまなメリットがあります。長期的 / 頻繁に在宅で学習機会のある大学生には、液晶ディスプレイの使用をオスス

メします。

メリット１

大画面＆適切な高さで、オンライン疲れを軽減！
ディスプレイは大画面で見やすく、高さを調整できるため、
肩こりや目の疲れを軽減します。

メリット2

拡張機能で、作業スペースが格段に広くなる！
ディスプレイで講義を映しながら、PC 画面でノートテイクをし
たり、作業効率が上昇します！

広視野角パネル採用フル HD モニター

22 型ワイドカラー液晶ディスプレイ
USB-C ハブセット

●目
 の疲れをもたらすブルーライトをカットするブル

ーライトリデューサー機能搭載。
● HDMI、DisplayPort、VGA の 3 系統の映像入力
と音声入力を搭載。
● スピーカ内蔵
● 5 年保証
● HDMI ケーブル付属
● Anker 5-in1 USB-C ハブとセットで
Surfaceとすぐに接続できます。

PTFBLE-22W＋A83380A1
数量限定
生協特価

YNU ロゴ入りスリーブケース

Anker 5-in-1 USB-C ハブ A83380A1
Surface でモニターやプロジェクタ
ーに接続するために必要となります。
USB-C に接続し、HDMI 出力ができ
ます。
主に学内・学外でプレゼンをすると
きに使用します。

横浜国立大学のロゴが刻印されたレザー
ケースです。Surface を保護します。
故障を防ぐためにもケースを持つことを
おすすめします。

（税込）

ELECOM Surface 用画面フィルム
● Pro7+ 用
● Pro8 用

TB-MSP7FLAPL
TB-MSP8FLAPL
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3,980円

（税込）

A-DATA microSDカード 128GB
AUSDX128GUICL10A1-RA1

Pro7+ 購入者限定（Pro8 はカードスロットがなく使用できません）
Surface 本体のデータ容量を増やすことが
できます。学生生活では何が起こるか分か
らないのでバックアップは必須です。
特に Surface は修理の際に本体交換となる
ためにほぼ確実にデータ消去となります。
定期的にバックアップをおすすめします！

タッチやペンの利用が多い Surface
にはスマホの様に画面フィルムを貼
ると、 保 護かつ見やすくなります。
表面の特殊加工により、紙に近い描
き心地を実現しています。昨年はPC
購入者の約 65% が購入しています。

1,980円

（税込）

USB-C ハブ

サポートパック加入者
には付属します

1,880円

22,680円

（税込）

2,500円

（税込）

インターネットのお申し込み
大学生にぴったりなインターネットは
持ち運べる
がオススメです。
最新ルーターに年分の通信料をセットにした特別商品
*対応の最新ルーター

先着順で
専用充電器
プレゼント！

＋
6DPVXQJ製
*DOD[\*0RELOH:L)L
:L0$;*対応ルーター

*対応ルーター
年間分の通信料

円相当

新規年パック

学生だけの
特別価格



円 税込

✔ 一括支払いだから後から追加料金が掛からず安心！

✔ 学割だから月額円相当（開通月＋ヶ月）でおトク！
✔ 自動更新しないので見直しができて安心！

※自動解約前に更新パッケージ（税込ŘŜŏśœœ円）で継続申込いただくと、Ŕ年間の契約延長が可能です。
更新パッケージをご希望の際は、お早めに生協へご相談ください。

はこんなに便利！
１

※1

月間データ容量上限なしでオンライン授業も安心

２

家も外も、場所を選ばずこれひとつ！
・家の中でも、外出先でも
・快適インターネット！
・オンライン授業と対面授業の あ
間隔がタイトでも安心！

・毎月のデータ通信量に上限が無く安心！
月*%でも*%でも使えるから、月末の速度制限
を気にするも必要なし！オンライン授業も安心して受講
できます！

３

４

カンタンスタート！
・工事ナシ！ご利用まで長期間
お待たせしません！
・:(%から申込できるため、
お好きなタイミングで開通が可能！

超速で繋がりやすいインターネット！

・ワイヤレスだけど超速で
下り最大

動画再生にも最適！
*ESV
・:L0$;だけではなく、DX*/7(と
DX*の電波も拾うから何処でも繋がりやすい！

上り最大


0ESV

※2
※3

一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があります。
※これまで直近日間の通信量が合計*%以上の場合、通信速度を一律に制限しておりましたが、昨今のコンテンツの大容量化、リモートワーク需要等に合わせ、より快適にご利用いた
だけるよう通信速度制限方法を年月日より変更致しました。
※1 「プラスエリアモード」で当月のご利用通信量が*%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NESVに制限します。
※2 本サービスはベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であっても、お客さまのご利用環境、回線の
状況等により大幅に低下する場合があります。通信速度は機器の能力に依存します。通信速度は、今後、速度低下も含め、変更になる可能性があります。※3 5Gは一部エリアでの提供
です。詳しくは84ホームページでご確認ください。 ※2021年月時点

注意事項

●お客様からお申し出が無い限り年間ご利用後は自動解約となります。 ●年間の通信料を一括前払いの為、途中解約による返金は対
応できません。 ●返品・キャンセルは弊社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ください。

:L0$;サービスに関するお問い合わせ

',6コールセンター 7(/：

（受付時間：時～時 メンテナンス日を除き年中無休）:(%：KWWSZZZGLVPRELOHMS メール：VXSSRUW#GLVZLPD[MS
届出番号（電気通信事業者）：第(号
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電子辞書・語学辞書コンテンツ
電子辞書は大学生活でもフル活用
1 年生

2 年生

3 年生

4 年生

大学の授業では第二外国語の履
修もあります（※一部の学部で
は異なるのでご確認ください）
1 年次の 2 月には卒業単位に関
わる英語統一テストもあります

留学や留学先によっては TOEFL
スコアが必要となります。 昨今
ではオンライン留学なども早め
の TOEFL 対策を！

3 年生のゼミで論文や課題とし
て専門用語を調べるのに役立ち
ます

卒論などでも情報正確性の高い
辞書が強い味方になります

短期語学研修
全学共通教育科目

第二外国語

レポート

長期海外留学

就職活動

専門科目

英語学習

就職活動

第二外国語・英語

ゼミ

卒論研究

大学院入試

ネットに氾濫する情報より
検索機能・情報精確性が高い!!

第二外国語と
専門用語に対応

大学で使用される英語は専門的な用語や語彙が増え、高校生モデル
に搭載している辞書ではひけない用語も出てきます。代表的な高校生
モデルの約3倍の語彙数を持つ大学生向けの電子辞書なら、英語の文
献や専門英語論文にある文章も違和感なくひくことができます。

横国では第二外国語の授業があります。
（一部学部例外有あり）選択される語学
に合わせた外国語辞書コンテンツを電子
辞書·語学辞書コンテンツどちらにもご用
意しています。また、理系学生が使用す
る専門辞書も完備しています。

高校生辞書

は ● 英和と和英、一冊ずつあれば十分
高校と大学で
辞書が
必要とされる
！
こんなに違う
● 国語辞典は新明解や広辞苑など
● 学習の場面での使用が中心

● 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重宝
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大学生辞書
● 研究に対応できる豊富な専門語が必須

英 語

● 数十万語クラスの英和辞典が必要
● 本格的な英英辞典が必要

● TOEIC、TOEFL などへの対策が必須

国 語
その他

● 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

● 第二外国語の辞書が必須

● 就活のための SPI 試験対策が必須

購入
期間

2月21日（月）〜5月22日（日）数量限定販売

申し込み方法は 38 ページをご覧ください

横国の英語は高校生モデルでは引けません
2 つから選べる！

自分の学びのスタイルにあった辞書を
選びましょう！
電子辞書
大学の講義には
大学モデルの電子辞書を
使おう！

語学辞書コンテンツ
パソコン・タブレット・スマホに
辞書を入れて
効率的に作業を進める！

特徴

特徴

● 圧 巻の英語関連コンテンツ。1 年生の語学は

● 電 子辞書より画面が大きく、一度に多くの情

もちろん専門用語・卒業研究などにも対応
● TOEIC/ 就活など「辞書」だけでなく「学習
コンテンツ」が充実

● 安心の在学 4 年保証（修理代金学割）
● 持ち込み可能なテストがある

● 狭いスペースで検索する際小型で便利

● 高 校時代から使用しておりなじみやすく感覚

的に使える

● 音声・発音がすぐ調べられる
●ネ
 ット環境がなくても使える

詳しくはP.26～

報を見ることができる
● 辞 書に直接書き込んだりマーカーを引いて保
存できる

● WEBから辞書、辞書からWEB がスムーズに

入力・検索できる
●レ
 ポート作成時期にPCと電子辞書2台持ち運
ばなくて済む
●ス
 マートフォンやタブレットで、いつでも検索
できる
●ノ
 ートアプリを使用するなら相性抜群！
情報を 1 つにまとめられて便利

詳しくはP.27～
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の
大学生のため
Point

01

電子辞書

横浜国大生協
新入生特別価格

安心の在学中
4 年間保障

Point

02

上位モデルに匹敵する内容を生協価格
で提供。一般量販店の同等機種よりお
得な価格になっています。

電子辞書搭載書籍は別途挟み込みの
チラシをご確認ください。

03

通常のメーカー保証を在学中（最長 4
年間）までに延長。1 年次から 4 年次
まで安心して使えます。

通常保証外の液晶割れや水ぬれは、学
割価格で修理対応。学内にある生協の
お店から修理にだせます。

文系モデル

理系モデル

AZ-SX9800

AZ-SX9850

200

200

英語強化モデル

税込組価

O

理系強化モデル

コンテンツ

文系モデル電子辞書

修理代は
学割価格

Point

コンテンツ

理系モデル電子辞書

AZ-SX9800

38,000円

税込組価

AZ-SX9850

38,000円

P

新入生限定キャンペーン
「電子辞書ケース」が付いてきます！

DJC-006LWH
（2,000 円相当）

横浜国大は第２外国語が必修の学部もあります

ネイティブ音声も収録！

ドイツ語セット

フランス語セット

スペイン語セット

イタリア語セット ロシア語セット

アクセス独和辞典
アクセス和独辞典
口が覚えるドイツ語
文法中心 ゼロから始
めるドイツ語

ロワイヤル仏和中辞典
プチ・ロワイヤル仏和辞典
プチ・ロワイヤル和仏辞典
口が覚えるフランス語
文法中心 ゼロから始
めるフランス語

西和中辞典
現代スペイン語辞典
和西辞典
文法中心 ゼロから始
める スペイン語

伊和中辞典
和伊中辞典
文法中心 ゼロから始
めるイタリア語

コンサイス露和辞典
コンサイス和露辞典
文法中心 ゼロから始
めるロシア語

中国語セット

韓国語セット

中日辞典
日中辞典
中日辞典 新語･情報篇
文法中心 ゼロから始
める中国語

朝鮮語辞典
日韓辞典
文法中心 ゼロから始
める韓国語

コンテンツカード（別売り）が大学生協特別価格
が大学生協特別価格で購入できるクーポン券付き！
で購入できるクーポン券付き！
メーカー
希望小売価格
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11,000円

大学生協
特別クーポン

税込組価

3,870円

univDECS

大学生協の
電子コンテンツ
サービス

語学辞書コンテンツセット
PC· スマホ ·iPad で
いつでもどこでも辞書が使える！
※ネット環境が必要になります

Webが見れる環境なら、すぐに知りたい字句
の検索が可能。最初にブックマークしておけ
ば、
どこでもすぐに、ネット上のフリー百科事
典に頼らず、信頼のある辞典で語句を調べる
ことができます。

1つのIDでパソコンだけではなくスマホやタブ
レットでも辞書がひけます。
インストールやダウンロード不要なので、容量
を気にする必要はありません。
同時には１台の端末のみで動作となります。
利用期間は6年間です。

10

高等教育に向けた英語学習と論文レポート作成に役立つコンテンツを
厳選したセットです

セット

高等教育に向けた英語学習と
論文レポート作成に役立つ10コンテンツ

コンテンツ

ベースセット

大学生協の電子
書籍ビューアと
連携します

空き容量を気にせず
PＣ, iPad, スマホでも

思いついたら
すぐにどこでも検索が可能

大学生協の電子書籍ビューアは、全国約40大
学の授業で活用されています(最新版ビューア
を開発中）
。詳しい情報は上の二次元バーコー
ドからご確認ください。

12

コンテンツ
セット

主に理系学生から広く支持を受けている辞書を
加えたセットです

アドバンスセット
語学辞書コンテンツ
アドバンスセット
（12コンテンツセット）

リーダーズ英和辞典
第3版

リーダーズ・プラス

ジーニアス
英和大辞典

新和英大辞典 第五版
日本語
電子増補版
コロケーション辞典

理化学辞典 第5版

理化学英和辞典

諸外国語コンテンツ

29,000

必要な辞書を必要なだけプラスできます

アクセス独和辞典 プチ・ロワイヤル 現代スペイン語辞典
第3版
仏和辞典 第4版
（改訂版）

オックスフォード
オックスフォード
現代英英辞典 第10版 類語辞典 第2版

語学辞書コンテンツ
ベースセット

オックスフォード
連語辞典

（10コンテンツセット）

新編
英和活用大辞典

円（税込）

中日辞典 第3版

朝鮮語辞典

大辞林 4.0

25,000

円（税込）

諸外国辞書
コンテンツ

6月末までの
限定価格

4,300

プログレッシブ
伊和中辞典
ロシア語辞典 第2版･改訂新版

円（税込）
各
【購入にあたってのご注意】
●このセットは6年間期間限定で、Webブラウザ上でネットサービスとして動作する辞書サービス用のコンテンツです。●インストールやダウンロードは不要です。利用にはネットワーク
環境が必要です。同時には１台の端末でのみ動作となります。●出版社の意向で、一部機能が制限されているコンテンツがあります。
●対応ブラウザー：
【Windows】MicrosoftEdge最新版,GoogleChrome【Mac,iPad,iPhone】Safari14【Android】GoogleChrome(改良のため、予告なく変更する場合があります）

理工学部（数物 · 電子情報系学科）3 年

内野 拓馬

くん

辞書コンテンツは、大学での勉強においてほと
んど必須となるスマホやパソコンを用いて使用
できる点で持ち運びがとても楽です。また、イ
ンターネットやその他辞書系アプリケーションで
は確かに検索機能を用いれば単語の検索などは
簡単にでき、検索結果も複数出てくることから、それらを見比べる必要
があります。辞書コンテンツであれば信頼できる辞書での検索結果がリ
スト化されて表示されるため、複数のサイトを開いて結果を見比べると
いう作業を省け、かつ検索結果の比較も容易にできるのがよかったで
す。 デメリットとして、インターネット環境がないと使えないのは不便で
は？と感じる方もいるかもしれません。しかし、大学内での勉強できる
場所のほとんどでインターネット環境が整備されているため、ネット環境
が問題となることはないと思います。実際に私は物理の授業において英
語で書かれた教科書を使用したのですが、辞書コンテンツを使用して教
科書を読んでいます。とても使用感がよかったのでオススメします！

経済学部（経済学科）3 年

高橋 未於

さん

私は、英語の授業におけるディベートや TED の内容
把握などで、辞書コンテンツを使っています。この辞
書コンテンツは様々な点において英語学習を支えてく
れます。例えば、文単位での英文解釈のアシストをし
てくれます。この機能はパソコン上にあり、単語だけ
でなく英文をそのままコピー · ペーストできます。インターネットで検索するとき
のようにわからない単語が出るたびに調べなおす手間が省け、さらにわからな
い単語をクリックするだけで、すぐに単語の意味を知ることができます。そのた
め、英文理解が大幅に速くなりました。また、インターネット検索で多くの検索
結果が出て迷うということもなくなります。そして、その単語の難易度も示され
るため、覚えておくべき単語か、または文全体の難易度もわかります。知らな
かった単語は印をつけ、自分だけの単語帳の作成もできるため、単語の意味を
短時間でわかるだけでなく、自身の英語力向上にも役立てます。オンライン授
業が主流となり資料が電子化された今、この辞書コンテンツは、水を得た魚の
ように、私たちの英語学習の大きな手助けとなると思います。
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英語学習教材 〜 TOEFL-ITP 〜
横浜国大合格者にとって“TOEFL-ITP”は

1

横国生なら卒業までに 500 点は欲しい！

入学直後に行われる英語のクラス分けテスト
（プレースメントテスト）

2

１年次の２月に行われる統一テストで※430 点以上取得しないと
卒業に必要な単位が取れない

3

留学やグローバル社会で活躍する人材に必要な英語力を身に着ける
などたくさんの意味を持った重要なテストです！

※学部・学科によって点数は異なる場合があります。

高大接続・全学教育推進センター 英語教育部

教授

横浜国大では、1 年生全員が入学直後に TOEFL
ITP（Level 1）を受験し、その成績によって習熟度
別に編成されたクラスで自立英語、英語実習 LR（Lis
tening/Reading）、英語ライティング、英語プレ
ゼンテーションの 4 科目を必修として履修します。
その中の英語実習 LR（秋学期）では、全員が秋学期
末に実施される TOEFL ITP を統一テストとして受
験し、一定の得点（430点）を取得することが単位
認定条件となっています。さらに、2 年次以降展開
する英語演習科目は TOEFL ITP の成績によって選

テストの基本情報
筆記（ペーパーテスト）

試験時間

約 2 時間

測定スキル

Reading ／ Listening

最高スコア

677 点

要求される力
対策のポイント

択できる科目が決まります。このように、横浜国大
の英語科目の履修は取得した TOEFL の得点に基づ
いて行われます。
TOEIC とは異なり、幅広い学術分野から出題さ
れる TOEFL の学習は、各自が専門とする分野の学
習の基礎を提供します。世界標準の TOEFL 得点を
手にすることで、留学のみならず世界を舞台に活躍
する自身の姿が現実のものとして見えてくることで
しょう。

学術的・専門語彙の知識
特別な専門分野知識は不要
長文の負荷（長い）
etc…

１ . テストの形式

基本はペーパー模試チェック

２ . パートの特長

文法・語彙あり長文は長い

過去のペーパー版 TOEFL テスト問題を使用。リスニング、文
法・語法、リーディングで構成 INPUT ＆処理能力が問われる。
基本的な文法・語彙セクションもあるので復習を。リスニング
はスピード勝負。長文は学術的で長いもの多し。

３ . 学習のポイント

語彙力強化と長文処理能力

アカデミックな語彙力が要求される。時間をかけて増やしてい
くしかない。長文問題は速読力がキーとなる。

語彙力強化、速読力強化

TOEFL のスコアは留学にも必要になります！
横浜国大は留学にも力を入れており、生協でも留学のお申込みを受け付けてお
ります。現在はほとんど留学がありませんが、今後行けるようになった際、スコ
アがあるとよいです。
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先生

TOEFL ITP テスト 3 つのポイント

試験形式

受験者の負荷と

渡辺 雅仁

購入
期間

12月1日（水）〜5月22日（日）

申し込み方法は 38 ページをご覧ください

新入生のためのスタート教材として開発

大学生協限定パック！

英語学習アカデミックパック

TOEFL-ITP スターターキット Plus
大学生協×アルク 共同開発

TOEFL ITP で
500点以上を
目指せる！

税込

14,800円

A5 判冊子× 8 冊＋ CD5 枚／化粧箱入

● 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
● マンガで分かる！ TOEFL

ITP 入門
ITP TEST
トレーニングブック①②
● TOEFL ITP TEST 完全模試
● 学習カウンセリングシート
● 大学生のための TOEFL

カウンセリングシート提出者には
更に 3 冊プレゼント!!

充実の受講者サポート
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」をもとに、専門の英語学習アドバイザーが、丁寧
にアドバイス。

学習相談
アカデミックパック専用の学習相談窓口を開設。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。

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な
ど、簡単に学習相談もできる機能とコン
テンツが豊富にそろっています。

TOEFL ー ITP スターターキット
スタートアップガイダンス
「教材への理解をより深める」「英語学習そのもの
に対する”苦手意識”の緩和」を目指し、
「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 )

● 日程・開始時間については下記の表をご確認ください。

内容はどの日程でも同じです。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。

● 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。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。

日付

2021 年 12 月 25 日、2022 年 1 月 22 日、
2 月 26 日、3 月 26 日、4 月 2・9・16 日

時間 16 時〜 17 時 30 分

Unit ごとに深海生物やオーロラなどのテーマが設定さ
れており、読み物として楽しみつつ英語を学べるので
経済学部（経済学科）２年
個人的に好みです。また模試もついており本番と同じ
フォーマット、同じレベルの模試ができます。Section
勝山 敬一朗 くん
1～3それぞれに制限時間が設定されており、リスニン
1 年生は 4 月と2 月に、TOEFL-ITP テストを受験しま グである１以外は制限時間の 90％ほどかけて解きまし
す。他の試験よりも情報量が少ないうえ、かなりレベ た。本番と同じくかなり難しいので、しっかりと準備し
ルが高く、多くの学生が難しいと感じるでしょう。しか た上で臨みましょう。
しご安心を！アルクスターターキットなら、ITP テストの
Kit 6 のプランニングシートを郵送またはネットで提
対策が効率的に行えます！1日30 分程度の学習時間で 出すると、特典として単語帳などの小冊子がもらえま
進めるのが目安になっているので、忙しい中でも無理 す。単語帳は銀行や健康、恋愛などのジャンルごとに、
なく計画を立てて学習を継続できるのが魅力です。Kit
大学レベルの英単語をまとめて学ぶことができます！
7 はいわゆる「4 技能」のトレーニングなのですが、 ITP テスト終了後も有効に活用できるのも魅力です！

英語学習教材
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教 科書・教材について
教科書購入

4月4日（月）〜4月22日（金）

教科書受注サイトにて事前購入をお願いしております。
お渡し場所は大学会館店 4 階を予定しています。
販売方法や営業時間などは変更になる場合がございます。
最新情報や営業時間は横浜国立大学生協の HP を御覧ください。

営業時間

10：00〜15：00（予定） 必ずこの期間内に

※営業時間は変更になる可能性がございます
※土曜、日曜日は閉店です

大学会館店（大学会館１階）
飲食料や書籍、文房具、生活雑貨、パソ
コン、旅行、自動車教習所、資格検定な
ど、大学生活に欠かせない様々な商品・
サービスを提供しています。

営業 10：00 〜 17：00（予定）
時間 ※プレイガイドカウンター
10：30 〜 17：00（予定）

※土曜、日曜日は閉店です

理工学部店

教材（製図セット・関数電卓・白衣など）
を販売しております。その他、書籍や文
房具、お菓子の品揃えも充実しています。

営業 10：00 〜 15：00（予定）
時間 ※土曜、日曜日は閉店です

※各店舗の営業時間は 2022 年 1 月時点の計画です。
新型コロナウイルスの影響により変更となる可能性があります。
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購入しましょう。

購入
期間

4月4日（月）〜4月22日（金）
〜教科書は生協でご用意いたします〜

大学生協だと
こんなにお得！

教科書が10％ OFF

（一部を除くすべての書籍が対象です。
）

理工学部 瀬川 亮輔くんの場合

年間の教科書代…31,206 円
生協で買うと……28,085 円

理工学部 4 年

3,121円お得 !

瀬川 亮輔

※授業の取り方によって教科書代は大きく左右されます

⑤⑤宅配か店舗にて受取

④④ 教科書注文サイトにて購入

③シラバス確認

②履修を決める

①購入前に生協加入

読書を楽しもう

くん

大学の時間割は高
校までとは異なり、
学部必修の科目に加えて、自分で興味の
ある授業を選べます。そのため、大学で
は教科書を自分で購入する必要がありま
す。初回に行われるガイダンスを通じ
て、授業担当の教授から授業の案内や教
科書の紹介をしてくれます。ネット上で
見られるシラバスからも同じようなこと
が確認できます。
大学特有の教科書購入は販売期間があ
るため少し注意が必要です。そのため、
受ける授業が決まったら早めに買いに行
くのがオススメです。友達や先輩から情
報を集めて、是非自分の興味のある授業
をとってください！

大学生の４年間の間に100 冊
本を読むことを応援します！

読書マラソンに参加しよう！
本を継続的に読んで読書力をつけようという思いのもと、全国の大学生協で取り組まれています。
①店舗にてエントリーする
②本を読み、心に残ったこと・感想を記入する 「おもしろかった！」という想いを
カードいっぱいに書き込んでください
③コメントカードを提出！
1 枚につき 1 個スタンプがもらえます
④スタンプが10個たまるとゴール！ 横浜国大生協で使える図書券500円分プレゼント！
⑤新しいスタンプカードとコメントカードをもらいます。
これを繰り返して 100 冊達成を目指してください！
教科書・教材について
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理 系向け・教材の購入
理系向け関数電卓
関数電卓は、実験や講義などで使います。授業や試験でも使える、⽇本語を表⽰できてプログラム機能が
ない関数電卓が必需品です。⽩⿊表⽰の関数電卓に加えて、関数のイメージをカラーグラフで⾒てより深く
理解できる「カラーグラフ関数電卓」を、⾃主的な学習⽤の教材としておすすめします。

横浜国立大学 大学院工学研究院 システムの創生部門

カラーグラフ関数電卓 fx-CG50-N を推薦します
「グラフ関数電卓 fx-CG50-N」を利用させていただく機会
を得たので、このグラフ関数電卓の良さを紹介させていただ
く。といっても、私自身は大学生のときから関数電卓を所有
しておらず関数電卓を本格的に利用したのは初めてである。
私が大学生のときは入学したタイミングで大学を卒業した兄
からポケットコンピュータ（ポケコン）のお下がりをもらっ
たため、現在に至るまで手元にはポケコンがあり関数電卓は
ほとんど使ったことがなかった。研究室に転がっている関数
電卓を触ったこともあったがすぐにポケコンに戻ってしまっ
ていた。しかしながら、ポケコンが現在販売されていないこ
とを考慮すると、グラフ関数電卓はポケコンに代わる理系学
生の必須ツールといえる。
グラフ関数電卓は手に持ってみると廉価な関数電卓よりも
一回り大きい。しかしながら、その分キーが大きく、特にテ
ンキーなどの主要キーが押しやすい。最近はノートパソコン
やデスクトップ付属のキーボードでもテンキーが無くなって
きているので、グラフ関数電卓を使うと「数値を打ち込んで
いる」感がして満足できる。また、利用するまではカラーデ
ィスプレイは関数電卓に必要？と思っていたが、実際に使っ

● 白黒表示の関数電卓

准教授

高木 洋平

先生

てみるととても視認性がよく、描画したグラフも大きくはない
がはっきりと認識でき、一度使ってみると白黒ドットディスプ
レイには戻れなくなる。
大学生がこのグラフ関数電卓を活用する機会は演習問題を解
くときや実験でのデータ整理をその場で行うときであろうか。
特に実験中はスマートフォン・携帯電話は使用禁止であり、ノ
ートパソコンを取り出すのも面倒なので、このグラフ関数電卓
を持っていればその場で実験データがうまく取れているかをグ
ラフを描画しながら確認でき、入力したデータは後で PC に取
り込んで整理できる。
大学入学前からスマートフォンに慣れ親しみ、大学入学時に
はノートパソコンを購入する現在の大学生にとっては関数電卓
は不要と思われるかもしれない（実際、期末試験で関数電卓持
ち込み可のときに廉価なものを購入する人が多い）。しかし、
数式処理やデータ処理に特化した関数電卓を使いこなしたとき
のキャンパスライフにおける作業効率は素晴らしいと断言で
き、最上位機種であるグラフ関数電卓 fx-CG50-N はとてもコ
ストパフォーマンスの良い製品でお勧めできる。

実験や講義で使⽤することが多いスタンダードモデル。
⽇本語表⽰と数学⾃然表⽰で使いやすいので、先輩の多くが持っています。
回帰分析をはじめ、複素数計算や時間・度分秒計算が可能です。
プログラム機能がないので、試験に持ち込んで使えます。

白黒表示の関数電卓

fx-JP500-N

白黒表示の関数電卓さらに詳しくは▶
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生協特価

2,750円

（税込）

● カラーグラフ

関数電卓

３Dグラフの描画・解析機能や、プログラミングの基礎がわかるPython機能を搭載した、
充実のハイグレードモデル。実験・講義から研究活動まで、学習に幅広く使えます。
講義で⽰される数式や実験データを、カラーでグラフ表⽰でき、USB ケーブルでデータを
パソコンと共有できるので、実験レポートを効率よく作成するのに便利です。
プログラム機能付のため、⼤学院⼊学試験や資格試験の時などには使えません。
理解を深めるための⾃主的な学習⽤教材としておすすめします。

特徴

1

理数系演算に
➡充実の関数機能

特徴

● 基本から難解な関数まで演算をサポート

● 測 定データをその場ですぐにグラフ描画

確認できるので、実験測定のミスを撲滅!!

分数、無理数、行列、微積分表記等も可

3

USB マスストレージで、
PCとデータ共有

理論値との比較も容易

特徴

● CSV 形式で、
PC の表計算とデータ互換可

●電
 卓画面をイメージ出力＋専用電卓キー

フォントで、レポート作成をサポート

表示は全てハメコミ合成です。
また商品の色調は印刷のため実物と
異なることがあります。

3D グラフ

物理・化学実験に
➡データ解析機能

● 大容量：999 データ×26 本×６面

● 数学自然表示機能で入力ミスを排除 !!

特徴

2

4

プログラム、画像取込
等で、研究サポート

● 電卓専用プログラム機能

● 平面幾何機能（CASIO 独自アプリ）
● ピクチャープロット（画像取込み）


プログラム機能

キーフォント

など

ピクチャープロット

内臓されたテンプレートと回転体グラフ描画機能の採用で簡単に描画。
さらに立体を回転させて様々な角度から確認ができ形状の理解も容易です。

■ テンプレートで描画

■ 回転体グラフ描画

円錐

円柱と平面

fx-CG50-N

カラーグラフ関数電卓さらに詳しくは▶

Ｘ軸回転体

カラーグラフ関数電卓
生協特価

15,300円

（税込）
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理系向け教材…教材購入
理系の授業では、高校時代までとは違った「専門的な道具」
（教材）を使用する場面が多くなります。
各教材は授業に応じて先生から事前にご連絡いただき、生協・理工学部店にご用意しています。ここにご紹

介する教材は、理系の学生さんたちにとっては必ず必要となってくるものばかりです。4 月・新学期の期間中
は理工学部店に豊富に品揃えしておりますので、是非お早めにご購入いただきますようお願い致します。

実験科目で使用！

● 白衣（大学生協オリジナル・ダブル）

実験の授業等では必要となっています。
担当の先生方オススメの白衣です。

IPM 8500（男性用・女性用 /各サイズ）
生協特価

3,080円

（税込）

● 大学生協オリジナル白衣は、研究室の学生の声を定期的に聞き、


開発を繰り返している商品です。

Point1. 実験の邪魔にならない安全なゴム袖
Point2.電卓などの器具や文房具を収納しやすいポケット
Point3.大学生の体格に合った手足が長く高身長に対応した長い袖丈と着丈
● 各サイズ取りそろえています。


普段着の上から着ますので、少し大きめのサイズを選んでください。

実験の授業等で必須！

● 保護メガネ

クリーンガードV80 モノゴーグル
生協特価

● つなぎ

900円

（税込）

指定教材ではありませんが、
2 年生の実験時などに役立つつなぎもあります。

CA-77シリーズ

（ブルー/グレー/ネイビー）
生協特価
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5,775円

（税込）

﹁図学﹂
﹁図形科学﹂履修の方

● 製図セット
「図学」
「図形科学」 を履修される方は、製図用品が必要になります。
各学科・担当の先生によってセット内容が異なります。
第 1 回目の授業の中で、購入についての案内・説明がありますので、
確認のうえ、それぞれ該当の製図セットをご購入ください。

生協特価
注意

先生によってセットが異なりますので
店頭でご確認ください。

図学セット（イメージ図）

履修される科目を確認してから、お間違えのないようにご購入ください。
秋学期開講予定の「図学」「図形科学」履修の方は、秋学期授業開始時（10 月）にお買い求めください。

建築学科の必須用品

● 模型材料

建築学科は定期的に授業で模型の作製があります。
模型に使う材料は非常に多岐にわたり、サイズの大きなものも多いですが、
理工学部店では専門のアイテムも取りそろえています。

板ダンボール
生協特価

900mm × 900mm
厚さ 5mm

299円

（税込）など

実際の学生の▶
模型写真

◀模型材料売り場

文房具は生協購入がお得！

● 文房具
生協の文房具は、定価から

20 ％ OFF

で販売しています！
（一部の商品を除きます）

売り場では新製品文具、おすすめ文具など、実用的なものから
楽しみを感じる文房具まで様々な商品を取り揃えています！
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大学
生活 スタートアップ講座

Online

2022

「大学生活の目標を作る！」
高校までとは何もかも違う大
学。 大学生活を充実させるた
めには、 最初のスタートダッ
シュがとても肝心です。

就活の時にどれだけ有意義な
学生生活を送ったか、 自信を
持って語るためにも 「大学生
活をどう過ごすか」 を考える
きっかけが必要です。

自分の目標を見つけ行動を起
こし続ければ未来は大きく変
わるはず！
その最初の 「行動サイクル」
をつくるのがこの講座です。

大学生活や将来が不安なのは自分だけじゃありません。 同じ想いを持った全国の新入生と
一緒に、 先輩やプロのキャリアカウンセラーの力を借りて大学生活をスタートしてみませんか？
あまり楽しくなかった・
やや不満
1.8%

楽しかった・
ある程度満足
49.8%

全く楽しくなかった・
不満
0.2%

とても楽しかった・
満足
50%
初対面の人と話せるかな。zoom使いこなせるかな。

昨年参加者の約98％が
楽しかった！ 満足した！と
回答いただいています。

不安な人も、一緒に慣れていきましょう。きっと大学生
活でも役に立つ場面がたくさんあります！

昨年受講した全国の先輩からメッセージ
●「充実したキャンパスライフの為にはどう振る舞うか？」とか、
「大学入学を機に変わりたい！」を

考えたい人には特に素晴らしい講座だと思いますよ！（弘前大学）
● 初対面の人と話せるか、zoom を使いこなせるか、と不安でしたが実際参加してみると

同じ思いの人がたくさんいて安心しました。都道府県の壁を越えて話せたことが良かったです。
（日本女子大）
● かしこまった緊張感の抜けない講座かも、と不安に思う必要はなく、フレンドリーな雰囲気で

自分の状態まで知ることが出来る貴重なチャンスです。迷ったらやってみると新しいものが
見えてくるはずです。（西南学院大学）
● 参加したのと参加しなかったのとでは全然違ったと思いました。参加したおかげで、ビジョンを

持って大学生活を始めることができましたし、そのおかげで大学生活にはりが生まれたと
感じています。（大阪大学）
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購入
期間

1月10日（月）〜5月22日（日）数量限定販売

申し込み方法は 38 ページをご覧ください

自分を
知る

目標が
できる

入学前

Day

1

1月〜4月の設定日から選択

新入生同士で目標づくりのための
マインドセット
● 動画教材の視聴、ワークシートの作成（事前学習）
● オンライン交流セミナー（約90分）

入学前

Day

2

2月〜5月

新入生同士で行動目標を共有し交流する
● SEQ受診1回目（各自）
● 動画教材の視聴、ワークシートの作成（事前学習）
● オンライン交流セミナー（約60分）

夏休 み 前

Day

3

入学からこれまでの現状を報告しあう
● SEQ受診2回目（各自）
● ワークシートを使った振り返り（事前学習）
● オンライン交流セミナー（約60分）

●

推薦入学生向け：1月スタート

●

講座名

プロのキャリアカウンセラーによる「大学での過ごし方」
「目標のつくり
方」
「目標達成のコツ」といった講座動画を視聴。動画をみながら自分
自身をデザインするワークシートを作成していきます。
講座動画の内容
（約20分ｘ3本）

●
●
●

大学生と高校生の違い
大学生活と大学の学びを充実させるためのコツ
就職活動や将来を見据えたキャリアデザインの描き方

SEQ受診

自己分析ツールで自分を知る

自己分析で自身の強みと課題を知り今の自分を客観的に見つめます。さ
らに作成したワークシートをもとに「なりたい自分」像を具体化、どうい
った行動を行えば「なりたい自分」になれるのかを考え計画を立てます。
動画教材で「スコアの読み方」
「ワークシートの記入方法」も用意してい
ます。
Student Emotional Intelligence Quotient の略称で、学生のための感情知性

SEQとは

指数（心の知能指数）
といった意味になります。 感情のコントロールをいかにできる
か、また、その感情に基づく3つの知性、8つの能力、24の素養がどのようにその人
の中で行動に移されているかの行動量を図る検査です。その人のおかれた状況や考
えによって行動が変化し、その行動の変化がSEQのデータにつながります。

オンライン交流

7月〜8月

全国の新入生とつながる、話す

自分のワークシートと先輩の体験談をもとに、新入生同士で「大学生活
でやりたいこと」
「できること」を交流しあいます。 同じ新入生や1年間
の大学生活を過ごしてきた先輩の考えと経験を知ることは、視野が大き
くひろがる機会になります。

一般入学生：2月以降スタート

※詳細はWebサイトで確認できます

プロの講師による動画教材

動画視聴

Zoomを用いた

オンライン交流

オンライン交流への参加はwebミーティングツールのZoomを利用します。
使用するスマホやタブレット、パソコンへZoomアプリのインストール（無償）が
必要です。

大学生活スタートアップ講座 Online 2022

講座概要

動画教材による事前学習、オンライン交流セミナー3回（約90分×1回/約60分×2回）、
SEQ受診2回と解説

講座日程

1〜4月にDay1をスタート、その後夏休み前までに計3日間（詳細はWebで確認ください）

受講料

全国・全学部の新入生対象

9,000 円（税込）

講座の詳細、日程、お申込み方法は
WEBサイトでご確認ください。

https://www.withnavi.org/startup/

※SEQ受診料2回分を含みます

主催：大学生協事業連合

大学
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生協提案商品のご購入方法
パソコン関連

語学関係

大学生活スタートアップ講座

「新入生向け注文 Web サイト」でご注文してください

https://okaimono.univ.coop/ynu/
※新入生応援サイト（右ページ参照）からも移動できます。

購入の流れ

お支払方法

①購入する商品を決めます。

●「クレジットカード一括払い」か「代金引換」


②商品をカートに入れます。
③ユーザー登録をして配送先情報等を入力します。
④注文内容を確認し、注文を確定します。

でのお支払いとなります。
※代金引換の手数料はお客様負担となります。

※詳細はサイト内の購入の流れをご確認ください。

約 1 週間で商品が届きます
商品は宅急便（クロネコヤマト）にてお送りいたします。
お客様がご不在の場合は、不在通知が入ります。
不在通知にしたがって再発送日を決めてください。
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教科書・教材

履修する講義が決まってからの購入となります
購入方法につきましては、詳細が確定次第
生協 Web ページでお知らせします。

https://www.univcoop.jp/ynu/

新入生応援サイト
https://text.univ.coop/puk/START/ynu/
● 生協加入について

● 入学時に必要な商品の提案
● お部屋探し

● 新入生交流イベント情報

など、新入生と保護者様向けの
情報が盛りだくさん！
随時更新しますので定期的に
チェックをお願いします。

パソコン実機を
手に取って見てみよう

大学会館購買部で待ってます！

このパンフに掲載のパソコンを展示・販売
下記の営業日程会場でこのパンフ掲載のパソコンをご覧いただけます。
実際のサイズなどをぜひご覧いただきご購入ください。

店頭でご購入後、すぐにお持ち帰り頂けます。プリンターのみ後日指定先住所への配送となります。
日程

2月 21日
（月）～ 4月 1日
（金） 11：00～ 15：00予定

会場

大学会館購買部

新型コロナウイルスの影響で、営業時間が変更となる場合がございます。
最新の情報は応援サイトにてご確認ください。
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い！
ご活用くださ

パソコン比較チェックリスト

お持ちのノートPC、検討中のノートPCと生協提案 PC を比較検討するためのチェックリストをご用意しました。
大学推奨スペック

記載は 2021 年のもの。2022 年の推奨スペ
ックは本誌発行時点で未定のため、大学の
発表をお待ちください。

お持ちのノート PC
or 検討中のノートPC

OS Windows10（Pro または Home）
2022 年は（
）
画面サイズ 12.3 型（1920 × 1080）
2022 年は（
）
CPU 第 11 世代 Corei5 以上
2022 年は（

）

メモリ容量 8GB 以上
2022 年は（

）

SSD 128GB 以上
2022 年は（

）

インターフェース
2022 年は（

HDMI 端子

カメラ（前面）
2022 年は（

生協 PC＋サポートパック

SurfacePro8

SurfacePro7+

SurfacePro8

SurfacePro7+

windows11
Pro

windows10
Pro

windows11
Pro

windows10
Pro

13 型
12.3 型
13 型
12.3 型
（2880×1920） （2736×1824） （2880×1920） （2736×1824）
第 11 世代
Corei5

第 11 世代
Corei5

第 11 世代
Corei5

第 11 世代
Corei5

16GB

8GB

16GB

8GB

256GB

128GB

256GB

128GB

）

USB-HDMI変換
アダプタを
オプション提案

USB-HDMI変換
アダプタを
オプション提案

USB-HDMI変換 USB-HDMI変換
アダプタを
アダプタを
オプション提案
オプション提案
学内使用無料貸出可能

）

カメラ
（全面・背面）

カメラ
（全面・背面）

カメラ
（全面・背面）

重量 1kg 前後
2022 年は（

）

無線 LAN（IEEE802.11n 以上）
2022 年は（

）

バッテリー駆動時間
2022 年は（

）

15 時間以上

生協 PC

カメラ
（全面・背面）

891g（本体のみ） 770g（本体のみ） 891g（本体のみ） 770g（本体のみ）
約 1.18kg
約 1.1kg
約 1.18kg
約 1.1kg
（キーボード込み） （キーボード込み） （キーボード込み） （キーボード込み）
802.11ax 対応

802.11ax 対応

802.11ax 対応

802.11ax 対応

16 時間

15 時間

16 時間

15 時間

その他の重要ポイント
通常メーカー保証

1年

拡張保証

4 年に拡張

対応なし

4 年間

落下・水濡れ等に対応

修理中の代替機貸し出しサービス

なし

Officeソフト（大学無償提供のため不要）

なし

なし

なし

なし

講習会等で無料サポート

講習会等で無料サポート

対応サービス一部無料

対応サービス全て無料

ウィルス対策ソフト
（大学無償提供のため不要）
セットアップ
様々な PC に関するサポート

受付時即日

無料貸出し

横浜国立大学生活協同組合

この冊子についての
お問い合わせは

https://www.univcoop.jp/ynu/

住所

〒240−8501

電話

045−335−1126

お問い合せ時間

横浜市保土ヶ谷区常盤台79−10
FAX

045−335−1372

大学会館
E-mail

平日10：00～17：00
（土日祝日は閉店です）

購買書籍部

shop@ynu-coop.jp

