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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

今年から必須です

販売期間

2月22日（月）〜
5月23日（日）

電子辞書
語学辞書コンテンツ
英語学習教材
キャリアプランニング

入学時に準備すること
販売期間

教科書
4月5日（月）〜
理系向け教材 4月23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 を活用し、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。生協主催の「Career
Planning Seminar」で 4 年間の目標づく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
義が確定してからの購入になりますので、4 月以降の購入となります。

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

3月 13日
（土）
、14日
（日）
、20
（土）
、21日
（日）
、23日
（火）
、
27日
（土）
、28日
（日）

会場

オンライン

新型コロナウイルスの影響により、今年はオンラインでの開催となります。
詳細は確定次第生協の Web ページで告知いたします。
横浜国立大学生協

新入生応援サイト

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

にてご確認ください。
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PC・サポートパック
横国大生にはパソコンが 必要 です！
！

B Y O D
ring

our

wn

evices

について

横浜国立大学では 2021 年度より、個人所有のノートパソコンを授業や学修に利用するBYOD（Bring your
own devices）を開始します。
2021 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2021年1月現在の大学からのお知らせです。2021年の推奨スペックは本紙発行時点で未定のため、大
学の発表をお待ち下さい。

授業開始時までに必ずパソコンをご用意ください
自己調整や自律を促す BYOD

教育学部

新入生の皆様、ご入学おめでとうございます。令和
2 年度は新型コロナ感染防止によりすべての授業が遠
隔授業となりました。このような突然の環境変化に対し
て、学生や教職員は、手探りながらも協力して大学で
の学びを止めることなく、難局を乗り越えてきました。
新入生の皆さんも、これからのニューノーマル時代
の大学での学修は、与えられた状況に自らを適応するだ
けではなく、自己調整や自律心をもって学びや研究を
行っていく必要があります。そして、我々の大学には、
優秀なスタッフや皆さんの成長を楽しみにしている教
員も、さらに学びをともにする仲間も先輩も居ます。
さらに、 令 和 3 年 度 から 本 格 的 な BYOD（Bring
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山本 光

先生（情報戦略機構 情報戦略部門長）

Your Own Device）が始まります。これは自分専用
のノートPCを大学に持参して学修に活用することです。
単に学修にノートPC を利用して検索やレポート作成に
利用するだけではありません。大学のすべての教室に
はWi-Fi環境が整っていますし、授業支援システムなど
クラウド環境も整っています。それらを活用して、コミ
ュニケーションの道具としても、思考の整理と研究への
自律を促す装置としても活用できます。
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22日（月）〜5月23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、2020 年はコロナ禍によってそ
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るでしょう。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るでしょう。

１年生

２年生

３年生

オンライン授業って

ライン授業、秋学期にあって一部対面授業を再

開しました。 再開にあたり、キャンパス内の一

部の教室は開放され、キャンパス内でも対面授

業後にそのままオンライン授業を受けることも

可能になっています。 双方向授業で『zoom』

や『Teams』といったアプリを使用して、リア
ルタイムで行われるLive 配信の他に、オンデマ

ンド授業という先生が事前にアップロードした動
画・資料を見る授業もあります。

大学院生

都市科学部（都市社会共生学科）3 年

どうやって受けてるの？
横浜国立大学では 2020 年春学期は完全にオン

４年生

佐々木 優菜

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。また 2020 年からはオンライン授業が導入された
ことで、更に重要度は高まりました。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PowerPoint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。またパソコン
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。
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？

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。
また今年からはＰＣ必携化となるため 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

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。

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。
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生協パソコンを選ぶ 9 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。
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。
0 円で交換することができます。

● 修理時代替機即日無料貸し出し
● パソコン・ソフトの使い方相談

0

己負担金
自

円
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下記のようなサポートを行います。
● 動作トラブルの相談

動作不良など、予期せぬ故障は、

全て 0 円で対応

困った時の安心サポート

● 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10〜13ページ

理由

5

office ソフトが入っていない
横国大生は 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、価格を押さえてあります。

詳しくは5ページ

理由

6

セットアップサポート
セットアップテキスト・動画・講習会を提供します。
箱を開け、最初に電源を入れて起動するところから初期設定を行います。
初心者でも安心です。

詳しくは14ページ

理由

7

パソコンスキルアップ講座
横国大の先輩による、横国大生のためのオリジナルのオンラインパソコン講座です。
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15ページ

理由

8

無料点検会
パソコンメーカーの専任技術者が、パソコンの状態や、不具合が
無いかをお調べします。
年 1 ～ 2 回、ご購入頂いたすべての方を対象に、キャンパス内に
て開催します。
いわば、パソコンにとっての健康診断のようなものです。

理由

9

無料電話サポート
生協の店舗が営業していない時間でも、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、トラブル解決、通常の使用方法などに丁寧にお応えします。
ご購入から1 年間、朝 10 時～夜 11 時年末年始を含め土・日・祝日も対応します。
対応期間 2021年2 月1日～2022 年2 月28 日
受付時間 AM10：00 ～ PM11：00（年末年始を含め、土・日・祝日もご利用可能）
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Surface Pro
新機種

Surface Pro 7+

パソコン×タブレット

高性能、持ち運びやすさを兼ね備えた 2in1 モデル
ノートPCとして使えるのはもちろん、キーボードを取り外せば、薄型軽量のタブレットとしても使えます。
また、大学ノートと同じA4 サイズのため、持ち運びが多い学生生活にぴったりです。

主な特徴

大学生協でしか購入できないセット

● Win10Pro

大学提供の Microsoft Office を使用

● Intel

Core i5（第 11 世代）プロセッサ
● 12.3 型、解像度 2736×1824
● バッテリー駆動 15 時間
● USB-C×1 USB-A×1
● キーボード、専用ペンを含む

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、セットアップサポートや無料点検会、無料電話サポー
トが付いております。

生協購入者限定横国大安心サポートパック

有料

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10ページ

大学生協
特別価格
商品内容
● Surface

Pro（パソコン本体）
● ペン・キーボード
● セットアップ講習会
● セットアップテキスト
● 無料点検会
● 無料電話サポート（1 年間）

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
A

● メモリ

B

143,000円

標準モデル
8GB

（税込）

● SSD

高性能モデル
● メモリ

16GB

128GB

198,000円

● SSD

（税込）

256GB

標準モデルと高性能モデルの違い
違いはメモリとSSDの容量のみです。メモリが多いと負荷の高い作業をする際

に便利です。標準モデルは通常レベルの授業用途では十分な性能です。理系

の学生は高負荷なソフトを使用することもあるため、高性能モデルをオススメ
いたします。
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Surface Pro には学生生活に最適な機能が満載！
！
シーンに合わせて、ノートパソコン・タブレットにすぐに切替えられる
いろいろなシーン、さまざまな場所や目的に合わせて使うことができます。

家などでオンライン講義や課題をするときは
タイプカバーをつけてノートパソコンに。

狭い講義室の机や電車の中では
スマホ感覚のタブレットモードに。

ノートアプリ「OneNote」と「Surfaceペン」で全ての講義ノートをSurfaceに！
キーボードの入力はもちろん Surface ペンなら紙に書いているような感覚でノートを取ること
ができます。OneNote を使えば、すべての講義ノートを Surface に蓄積・管理できます。

Surface の背面カメラを使えば先生から配られた
レジュメや板書を撮影し、OneNote に取り込む
ことができます。

理工学部（機械工学 EP）3 年

石田 大樹

さん

駅から大学までが少し遠いので、軽くて
負担にならないという点を重視して Surface
にしました。また、薄くてバッグを圧迫しな
い点や、キーボードを取り外して使えるので
狭い場所でも使える点など使っていくほどに
良い点が見つかり、今でも外出先で少し課題をこなしたい時に持
ち運んでいます。
機械工学 EP では普段はレポート課題、オンライン授業になって
からは講義の視聴やプログラミング、設計製図に Surface を用い
ていますが、特に問題なく使用でき、Surface ペンを用いて講義資
料の pdf や設計図に直接メモを書き込めるのでとても役立っていま
す。

カメラで取り込んだデータやPDFなどにSurface
ペンを使って直接メモやマーカーを引くことがで
きます。

教育学部（学校教育課程教科教育コース）2 年

高山 紗希

さん

私が Surface Pro を選んだ理由は、大き
さとタブレットとしても使用できるという点に
惹かれたからです。コンパクトなモデルであ
るためリュックサックにはもちろんのこと、A4
サイズ対応のトートバッグにも入れて持ち運
ぶことができます。またオンライン授業での急な場所移動（実家
暮らしの場合、リビング⇔自室）にも対応しやすいです。さらにタ
イプカバーを取り外してタブレットとしても使用することができるた
め移動中など場所を選ばず使うこともできます。ダウンロードのス
ピードも早いためサクサク使えます。学校関連のことだけではなく
プライベートでも非常に使い勝手の良いパソコンであるため、私
はこのパソコンを買ってよかったなと思っています。
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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！

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
毎日横国大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。横国大生のた

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

高橋 洋平

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。

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年保障（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年保障（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。
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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

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無料で貸してくれるところがほとんどありません。
※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

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。
※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。

買うほどじゃないけど使いたい！

備品貸し出し

備品を無料で貸し出しします。
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、限りはあります。

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…

動作·ウイルストラブル
生協窓口でパソコンをお預かりし、設定の変更など
を行います。 解決しない場合は、OS の初期化など

アダプター
貸し出し

DVDドライブ
貸し出し

ソフトが使いたいけど初めてでわからない

ソフトの使い方相談
基本的な操作方法をお教えできます。
※対応できるソフトには限りがあります。

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…

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
12

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

6,000 円～

5,000円～

0円

9,000 円～

−

0円

−

8,000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。

リカバリーディスクの作成

工場出荷時に戻すためのリカバリーディスクの作成

※ディスク代は別途ご用意いただきます。

システム
ウイルス
データ

リカバリー後の初期設定

Windows・Office の再設定サービス

リカバリー作業の代行

リカバリーディスク・データを用いたリカバリー作業

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

ファイヤーウォール設定

ネットワークの不正なアクセスを防ぐ為の障壁設定作業

3,000 円～

2,500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

3,000円～

0円

10,000 円～ 5,000円～

0円

駆除できなかった場合は必要に応じたリカバリー作業

バックアップサポート

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

データ消去

パソコンを処分する際のデータ消去作業

−
5,000 円～

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

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

サポートパック
一般量販店
横国大
加入者
価格（例） 組合員価格

作業内容・備考

加入特典

メールの設定サポート

※自宅へのサポート含まず。

横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
E

横国大安心サポートパック
4 年間一括払い

生協特別価格

40,000円

（税込）

途中解約はできません。
PC・サポートパック 13

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
● 大学生協オリジナルセットアップテキスト

● オリジナルセットアップ動画

箱を開けるところか
ら説明し、初めての
方にも分かりやすく
解説していきます。

セットアップ方法を動画で解説いたします。
※画像はイメージです。

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MicrosoftOffice 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、On
eDrive 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

内容（予定）

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。

● 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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横国大生の先輩からオンラインで習う！横国大生のための

パソコンスキルアップ講座

レポートや課題で、パソコンを使いこなせるようになろう！
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、横国大生のための
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！
文字の色の変更の仕方がわかりません…

先輩たちのサポートで安心♪

のボタンを押すとできるよ！

あなたはどれくらい使えますか？
この講座では以下のことができるようになります

Word
Power
Point

□ 大学でのレポートの形式がわかる。
□ 文書に図や表、数式を挿入できる。
□ 見やすいスライド作成の技術がわかる。
□ 授業でのプレゼンのポイントがわかる。

Excel
PC知識

□ 関数を使って計算を行うことができる。
□ 様々な種類のグラフを作成できる。
□ 課題提出の際のメールマナーがわかる。
□ 横国大生が使うサイトの活用法がわかる。

スタッフは全て横国大の先輩！
パソコンを使いこなせるまで安心のサポート！
Point

1

横国大の先輩が教えてくれる

講師やアシスタントは全て先輩スタッフ
が担当！横国大生に必要なことをたくさ
ん聞けちゃいます。

Point

2

復習にも使える充実の教材

課題データやテキストは本当に横国大生
に必要な内容になっています。

Point

3

困ったときはLINEで質問！

先輩に講座公式LINEより質問をしながら
講座を進めることができます。

、
LINEだから
きる！
で
問
気軽に質

VOICE

受講生の声

レポート作成やオンライン授業など不安なことは多かったですが、
パソコンの基本操作は勿論、先輩がよく使う技術も丁寧に教えてもらえ
たので、自信を持って大学生活をスタートさせることができました。
習ったことでレポートを作ることができるので安心です！

（理工学部・機械・材料・海洋系学科・材料工学EP 新２年 中島啓人）

VOICE

受講生の声

私は機械音痴で、パソコンの操作がとても苦手でした。
一人暮らしが始まり、新学期で他にもわからないこと
が沢山ある上に、講義でパソコンを使うことが多くやっ
ていけるか不安でした。でも、このパソコン講座では最
初の設定や基本の操作から丁寧に教えてもらえたので順
調にスタートを切ることができました！進度の遅い人に
も丁寧に教えて貰えたので安心でした。
パソコン講座を受けてよかったです！
（理工学部数物電子情報系学科電子情報システム EP 新 3 年 田代絢子）

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！

協力：
（株）
TRYWARP

大学生が企画するパソコン講座を
TRYWARPがサポートしています

■日程 （全６回）
コース
時間

Ａ コース

Ｂ コース

16:30~18:00 18:20~19:50

Ｃ・Ｄ コース Ｅ・Ｆ コース
16:30~18:00 10:00~11:30

18:20~19:50 13:00~14:30

第１回

（月） 4/21
（水） 4/22
4/19
（木）

（土）
4/24

第３回

（月） 5/12
（水） 5/13
5/10
（木）

（土）
5/15

第２回
第４回
第５回
第６回

（月） 4/28
（水） 4/29
4/26
（木）
（月） 5/19
（水） 5/20
5/17
（木）
（月） 5/26
（水） 5/27
5/24
（木）
（月） 6 / 2
（水） 6 / 3
5/31
（木）

（土）
5/1
（土）
5/22
（土）
5/29
（土）
6/5

受講コースは受講方法のご案内ご送付にてお知らせいたします。授業などで受講できない場合、
受講日変更を承ります。お送りするご案内物ご確認ください。

F

生協パソコン購入者

特別価格

G 生協パソコンを
購入されていない方

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。 ●講座の詳細はお送りするご案内をご確認ください。

●お申込み後のキャンセル料は、講座開始前日までは2,400円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。
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勉強効率アップ！

学びを補助するオプション品

Apple

iPad

第 8 世代／ 128GB
シルバー／ Wi-Fi モデル

大学生活の相棒

軽くて薄いから
いつでもどこでも持ち運べる！
iPad 使い方・オススメポイント

1

授業でのノートテイク

2

PDF に直接書き込める

手書きでノートを取ることができます。
簡単に画像を貼り付けたり、タイピングで表現しにく
いものも簡単に手書きできます。

授業で配られた PDF 等のデータに直接メモを書き込
め、見返す際に便利です。

3

資料や電子書籍をどこでも読める

4

サブモニターとして

5
H

※画像はイメージです

iPad は生協での購入をオススメします！
持ち運んで安心の 4 年保証付き

授業で配られた資料や電子書籍をどこでも読めて時
間が上手に使えます。

授業の資料や動画を ipad で表示し、サブモニターに
すると便利です。

動画視聴やお絵かきなど

例：PC で講義動画 +
iPad でノート

プライベ ート
授業以外でも自宅にあると便利です。 でも活躍！

● 4 年間の保証期間中の電気的機械的故障（無過失）
の場合は、無償修理いたします。
※バッテリーの劣化は対象外。
●破損、水漏れの加湿による故障は、保証期間中最大 2
回まで 1 回につき 2,200 円で修理いたします。
※盗難・火災・落雷は除く。
●全 損の場合は、受付日で解約とし、保証期間の未経
過年数によって返金します。
※購 入日より1 年以内 4,510 円、2 年以内 2,200 円、
3 年以降 0 円。

iPad 新学期限定特別セット

セット
内容
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Surface と
iPad両方あると
便利！

iPad 10.2インチ
第 8 世代 128GB
シルバー Wi-Fi モデル

Apple Pencil 第 1 世代
特別セット価格

4 年保証

66,600円

（税込）

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

I

●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。

J

PTFBLE-22W＋A83380A1
数量限定
生協特価

YNU ロゴ入りスリーブケース
サポートパック加入者
には付属します

L

（税込）

USB-C ハブ

Anker 5-in-1 USB-C ハブ A83380A1

3,980円

（税込）

ELECOM Surface 用画面フィルム
TB-MSP7FLAPL

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。
学生が使いやすいと実感した、紙の
ような質感でペンを使用できる画面
フィルムをおすすめします。

1,980円

K

18,300円

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。

1,880円

21.5 型ワイドカラー液晶ディスプレイ
USB-C ハブセット

M

（税込）

A-DATA microSDカード 128GB
AUSDX128GUICL10A1-RA1

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！

（税込）

2,500円

（税込）

PC・サポートパック 17

得！
セットが断然お

大学生協のプリンター

印刷にかかる費用や手間を軽減！

エコタンク

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

交換式メンテナンスボックス
エコタンク
搭載

大学生協

大きなタンク、たっぷりインク。
手間にコストに新常識。

メーカー保証2年間※

修理引き取り無料

通常 1 年間が
2 年間に延長！

引き取り修理時の
配送料が無料に！

限定特典 !

※「MyEPSON」の登録が必須となります。

プリンターセット

C

Surface Pro 標準モデル

D

Surface Pro 高性能モデル

プリンターセット

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？
カラー印刷する
ようになった
11%

変わらない
17%
印刷枚数が
多くなった
48%

18

インク代を気にせず
た～～～っぷり使えます！

173,700円
228,700円

（税込）
（税込）

教育学部（学校教育）3 年

青嶋 瑞樹

その他 4%

スキャン・コピーなど
使用する機能が増えた 20%

学生生活で必要なインク
約 6,000 ページ分が同梱！

※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

私は元々、プリンターを持っていませんで
したが大学生が 4 年間で印刷する枚数が平均
6,000 枚を超えることを知り、4 年間安心して
使えるエコタンクを選びました。
主に授業でのプレゼンの資料やレポートに使っています。
オンライン授業になってからはレジュメや資料など、PDF 化されたも
のを印刷してそこに先生が言ったことを書き込むことが増えています。
PC で授業データを管理していますが、必要に応じて印刷するもの
としないものを使い分けています。
インクの心配をせずにカラーコピーできることもエコタンクの魅力だ
と思います。
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。

インターネットのお申し込み
持ち運べる、高速ポケットＷiFi

N
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電子辞書・語学辞書コンテンツ
横国の英語は高校生モデルでは引けません
学びのスタイルにあった電子辞書を持とう！
あなたは電子辞書にする？
語学辞書コンテンツにする？
高校生モデルでいいんじゃない？ と購入を迷っている方は、P.21 をご覧ください

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.22～

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 がコピーだけ

でスムーズに入力・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
 マートフォンにもインストール可能、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.24～
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購入
期間

2月22日（月）〜5月23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

電子辞書は高校の時に購入したから大丈夫……じゃない !!

大学生には ﹁大学生のための電子辞書﹂をおすすめします
比べてみよう

調べ方が同じでも、結果はこんなに違う！
「heritage」で検索すると…

高校モデル

大学モデル

文例や熟語の収録数が多く、検索したい意味、文脈が分かります！

「アルミノン」で検索すると…

高校モデル

大学モデル

理化学系は高校生モデルでは全く詳細が分かりません。大学生モデルでは構造式までしっかりと調べることができます。

高校生モデル

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

● 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

理系の方なら

文系の方なら
複数の英英辞典を横断駆使して、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！

高校生の電子辞書
の違いって？

大学生モデル

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事典が必須！

2 分でわかる！ 大学生向け電子辞書紹介動画はこちら
電子辞書・語学辞書コンテンツ 21

の
大学生のため

電子辞書
大学生からは専門分野の電子辞書が必須！
高校モデルの電子辞書にはない
専門コンテンツが充実！
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。

文系モデル

理系モデル

AZ-SX9800

AZ-SX9850

英語強化モデル

理系強化モデル

200

200

コンテンツ

O

コンテンツ

文系モデル電子辞書
税込組価

AZ-SX9800

P

38,000円

理系モデル電子辞書
税込組価

AZ-SX9850

38,000円

大学生協ならではのお得＋安心仕様！
特典

1

横浜国立大学生協特別価格
お得な価格設定は大学生協ならでは！

こんなに違う！
収録見出し語数
複数辞書検索による

ヒット数

日本語キーワード

例文検索

就活系コンテンツ数

22

特典

2

安心の４年間保障

メーカー保証を最長 4 年間に延長！

高校生モデル
AZ-Y4700edu
約10万5千語
ジーニアス英和辞典第5版

約90ヒット

[absolute]を複数辞書検索した場合

約

60万例文

0コンテンツ

VS

特典

3

修理代金割引

保証対象外の修理料金も割引に！

大学生モデル
AZ-SX9800

約25万5千語
ジーニアス英和大辞典

約2.4

！
倍

約530ヒット

！
約6倍

約123万例文

！
約2倍

5コンテンツ

も
就職に
有利！

［absolute］
を複数辞書検索した場合

英語強化モデルの場合

SPI・一般常識 他

大学生モデル電子辞書をオススメする理由
理由 その 1

大学で英語を使いこなすために、 豊富な語彙量が必要 !

理由 その 3

英語だけじゃなく、 第二外国語の履修があります !

理由 その 5

TOEIC 対策もできる !

理由 その 2

専門論文を読むための、 専門用語の英訳・和訳が必要 !

理由 その 4

勉学・研究の場面で必要な、 豊富な例文掲載 !

新入生限定キャンペーン

DJC-006LWH
（2,000 円相当）

「電子辞書ケース」が付いてきます！

ネイティブ音声も
収録！

横浜国大は第２外国語が必修の学部もあります
ドイツ語
アクセス独和辞典 第3版
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

フランス語

スペイン語

ロワイヤル仏和中辞典第2版
プチ・ロワイヤル仏和辞典 第4版
● プチ・ロワイヤル和仏辞典 第3版
● 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

中国語

現代スペイン語辞典
（改訂版）
和西辞典
（改訂版）
● 小学館 西和中辞典
〔第2版〕
● 文法中心 ゼロから始める
スペイン語

中日辞典 第2版
日中辞典 第2版
● 中日
・日中辞典付録集
● 中日辞典 新語･情報篇
● 文法中心 ゼロから始める中国語

●

●

●

●

●

●

●

●

イタリア語
伊和中辞典
（第2版）
和伊中辞典
● 文法中心 ゼロから始める
イタリア語

ロシア語

ポルトガル語

コンサイス露和辞典 第5版
コンサイス和露辞典 第3版
● 文法中心 ゼロから始める
ロシア語

韓国語

現代ポルトガル語辞典
現代日葡辞典
● 文法中心 ゼロから始める
ブラジル・ポルトガル語

朝鮮語辞典
小学館 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

11,000円

大学生協
特別クーポン

税込組価

3,870円
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語学辞書コンテンツセット
あなたのパソコンが
辞書になる
パソコン・タブレット・スマホで使える 語学辞書コンテンツのおすすめポイント3 つ！

1

2

効率的な
レポート作成

辞書連携機能によって、講
義資料や授業ノートで分から
ない単語を選択するだけで簡
単検索が可能！効率的にレポ
ートを作成することができて
便利です。マーカー機能やメ
モ帳機能、音声発音といった
機能も搭載されています。

思いついたら
即検索！

アプリの辞書を起動してお
けば、WEB サイトや Word 等
のアプリケーションからテキ
ストをコピーするだけで辞書
検索が可能。 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。

都市科学部 ( 環境リスク共生学科）3 年

鍋田 悠人

くん

わたしは、英語の授業の予習・復習で
DECSの英和辞典の辞書コンテンツを使っ
ています。パソコン上では、Windows の
OneNoteと併せて使うことで、授業で配
布されたプリントや PDFファイルから、文
字起こしすることができ、同時に DECS アプリを立ち上げて
いれば、そこから調べたい語句を Ctrl+C でコピーするだけ
で検索してくれるので、わからない語彙の検索が非常に簡単
に行えました。
インターネットとの大きな違いは、
「検索のスムーズさ」と
「翻訳のわかりやすさ」だと思います。インターネットで単語

24

3

3台までのデバイスに
ダウンロードできる！

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、マーカーやメモ等の記入
内容も 3 台で同期できます。
自宅で複数の辞書を横断して、
精度の高い調べ物ができ、レ
ポート作成の強力な味方とな
ります。

授業で

教科書や資料でわからない語
句があれば、すぐに調べるこ
とができます。

自宅で

複数の辞書を横断して、精度
の高い調べ物ができ、レポー
ト作成の強力な味方となります。

外出先で

場所を選ばずスマホでササッ
と辞書検索。 英文のニュース
サイトを読む際にも活躍します。

を検索する場合、調べたい単語をコピー & ペーストして検索
しなくてはならないうえ、様々なサイトで異なる訳が出てきて
しまい、どの訳を採用すればいいのかという取捨選択に、時
間を取られてしまいます。しかし、DECS を使えば、コピーす
るだけで検索してくれる上に、信頼のおける辞書の訳を見る
ことができるので、
訳の取捨選択に時
間を取られません。
語句の検索が簡
単にできるDECS
は、オンライン授
業でも、対面授業
でも大活躍の辞書
コンテンツだと思
います。

文系の学生にはベースセットがおすすめ！

ベースセット

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セット！

リーダーズ英和辞典 リーダーズ・プラス
第3版

オックスフォード
現代英英辞典 第 9 版

理系の学生にはアドバンスセットがおすすめ！

ジーニアス
英和大辞典

オックスフォード
類語辞典 第 2 版

オックスフォード
連語辞典

新和英大辞典 第 5 版
日本語
電子増補版
コロケーション辞典

新編
英和活用大辞典

語学辞書コンテンツ

理化学英和辞典

紙の書籍だと総額 12 万円相当がこのお値段！

22,000円

R

ベースセット（10 冊セット）

諸外国語辞書コンテンツ

理化学辞典 第 5 版

スーパー大辞林
3.0

紙の書籍だと総額 10 万円相当がこのお値段！
Q

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

必要な辞書を必要な分だけプラス！

25,960円

諸外国語辞書コンテンツ
各

アクセス独和辞典
第3版

プチ・ロワイヤル
仏和辞典 第 4 版

現代スペイン語辞典
（改訂版）

中日辞典 第 3 版

朝鮮語辞典

3,850円

5 月末までの限定価格

・対象 OS：Windows/Mac/iOS/Android

充実のサポート
● 使い方講座もオンラインにて実施予定！

● 電子書籍ビューアアプリサポートヘルプデスク

03-6704-9369

ル
ご 購 入 後 のインストー
問
方 法、 操 作 方 法 の お
い合わせも安心！

※電話料金はお客様
負担となります

サポート期間

2021 年 3 月 1 日～ 2021 年 5 月 31 日

サポート時間

10：00−23：00

サポート対象

語学辞書コンテンツご購入の方
電子辞書・語学辞書コンテンツ 25

英語学習教材 〜 TOEFL-ITP 〜
横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
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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17日（木）〜5月23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
S

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-ITP スターターキット
オンライン使いこなしガイダンス

無料・申込不要！ 学習ポイントを教えます！

推薦
向け
一般
向け

開催時間など後日購入者にメールにてご案内予定
● 横国の先輩も参加予定！

 際のクラス分けテストや統一テストについて、皆さん
実
の不安に直接お答えします！

● 専門講師の学習アドバイス！

 位取得認定条件の 430 点をどうやって勉強すればよい
単
のか、さらに 4 年間通して英語力を上げるための土台を
専門講師がしっかり教えます！

●ス
 ターターキットをご購入頂きました方には直接生協よ

りガイダンス詳細をご連絡致します。この機会にぜひ！

経済学部（経済学科）２年

高橋 未於

2月13日（土）
3月13日（土）・
20日（土）

さん

TOEFL-ITP テストを受けるにあたって、実際の
試験はどのような感じなのかわからないで不安で
した。このスターターキットにはテストについて詳
しい説明、完全模試もついており、読むだけでも
その不安はなくなっていき、完全模試をすること

で今の自分の立ち位置をはっきり知ることができ、
目標設定にとても役に立ちました。Kit7 では音楽
にのせて音声が流れてきて楽しく学習できモチベ
ーションが上がりました！
日々の練習は量が少ないため、飽きることなく
丁寧にでき、1 日 30 分を目安に取り組みました。
本の使い方についても詳しく説明があり、安心し
て学習できます。新入生の英語学習におすすめし
ます！

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5日（月）〜4月23日（金）

教科書受注サイトにて事前購入した方にのみお渡しいたします。
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 〜 17：00（予定）
時間 ※土曜、日曜日は閉店です

※各店舗の営業時間は 2021 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5日（月）〜4月23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 3 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、理解を深めるための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

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。

T

fx-JP500-N

白黒表示の関数電卓さらに詳しくは▶
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高木 洋平

白黒表示の関数電卓

生協特価

2,750円

（税込）

● カラーグラフ関数電卓
３ D 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
● 数学自然表示機能で入力ミスを排除 !!

3

●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!!

USBマスストレージで、
PCとデータ共有

● 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

理論値との比較も容易

特徴

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

Ｘ軸回転体

U

fx-CG50-N

カラーグラフ関数電卓さらに詳しくは▶

講習会の
ご案内

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

分数、無理数、行列、微積分表記等も可

特徴

2

カラーグラフ関数電卓

生協特価

15,300円

（税込）

入学後（4 月下旬から 5 月上旬頃）に、メーカーとの協力に

よるカラーグラフ関数電卓 の 購入者向けの 使い方学習会

（無料）を予定しています。

詳しくは、新入生応援サイトをご覧ください▶
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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 生活のスタートはこの
横国大生のための Career Planning Seminar
Career Planning Seminar（キャリアプランニングセミナー）とは？
● 新 入生のうちから「大学生活

をどう過ごすか」
「4年後の将
来を見据えてやりたいこと・
やるべきことを考えること」
はとても重要です。

大学生活

● このセミナーではプロの講師

や 先 輩 と の 交 流 を 通して、
「 なりたい自分 へ の 第 一 歩 」
を見つけてもらうことを目的
にしています。

SEQ受診

0

先着
34

目標に
向けて実践

120

73

28
50

216

105

79
73

7

SEQを受診して
自分の変化と
成長を確認

セミナーに参 加
して行動の 振り
返りと次の計画
を立てる

なりたい
自分への

第一歩！

学生の皆様が入学前に知りたかったことや
不安だったことは何ですか？

横国生へのアンケート
学科の特徴
講義や試験について
アルパイト
一人募らし
友達作り
部活・サークル
学内施設
資格取得
就職・進路
パソコン購入
その他

な い、 漠 然と大 学 生 活を不
安に思っている方にもおすす
めです。 全力サポートいたし
ます！

先輩たちと一緒に大学生活の
目標を考えてみませんか ?

○何から始めたらいいか分からない。
○悔いのないようにしたい。
○充実させたい…。

目標を
設定！

● 何 から始めたらよいか分から

100

131

190

119

150

200

250

1位
2位
3位

講義や試験
部活・サークル
友達作り

本 セミナ ー で は、 先 輩 た ち から、
実際の講義やサークル活動、 アル
バイトのことを直接聞くことができ
ます！参加者同士交流する機会もあ
るので友達作りの場にも！

50人までの限定オンラインセミナー！

セミナーから!

数量限定販売

受付
期間

2月22日（月）〜5月23日（日）

申し込み方法は 38 ページをご覧ください

セミナースケジュール
1回目
First

2回目

3回目

Second

Third

自分の強み・課題を知る

●大学生活のスタートにあたり、
自分らしさ、大
切にしている軸を見つけます。
●充実した大学生活を送るために、
どんなチャ
レンジができるかを見つけます。

●スチューデントEQを使って今の自分を客観
的に考えます。
●大学生活を通して「なりたい自分」像を具体化
します。

日 時
場

所

講

師

4月17日
（土）13:00〜16:00
オンライン開催
外部講師［株式会社bouquet所属］

場

所

5月7日
（土）13:00〜16:00
オンライン開催

講

師

SEQアドバイザー

日 時

講師による多彩なワークショップ

SEQアドバイザーによる解説

●高校と大学の違いをワークショップで学べます。
●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のスコアの正しい読み方
●SEQを活用した成長課題の設定

その場でSEQを受診して頂きます。
横国大学の先輩による手厚いサポート

●横国大の先輩だからこそ語ることのできるリアルな
体験談を聞いて、
参考にすることができます。
●志を同じくする新入生同志のつながりができます。
講座前は、充実した大学生活を送りたいと思ってい
て、また、受験が終わり、大きな目標が既に達成さ
れてしまっていたので、大学生活における新たな明
確な目標を見つけたいと思い参加をしました。

昨年のセミナー様子

行動を
SEQは ています
し
数値化

先輩の体験談から学ぶ

●先輩の成長体験談から、具体的な
行動計画を立てる

大学生活スタート ！

大学生活をイメージ

4月

私は自分の感情を
調整したり、表現し
たりすることが得意
なんだ!逆に他人と
トラブルがあった場
合に弱いみたい…。
3ヶ月、人間関係の
調 整に意 識を向け
てみようかな？

振り返る･計画する

●スチューデントEQを7月頃に受診します。
●4月から7月の行動の変化を分析します。
●将来を見据えた夏休み以降の行動計画づくりをします。
日 時
場

所

講

師

SEQアドバイザーによる解説
●SEQの結果を元に3ヶ月間の変化を振り返る

先輩と一緒に考える
●先輩と一緒に夏休み以降の行動計画を考える。

交流会も予定！
●アフターフォローとして10月頃に
先輩や新入生交えた交流会も予定しています！

7月

ジ!!
チャレン
nge!!
Challe

7月17日
（土）13:00〜16:00
オンライン開催
SEQアドバイザー

ば
変われ
行動が わります
変
結果も
友 達とケンカした時に
「なんで、あの子はあん
なことを言うのだろう」
と考えてみることをした
ら、
自分の気持ちの整理
が つくように なった ! !
「人って変われるんだ!!」
思った！

自己紹介やグループトークなどを実施！
温かい雰囲気で皆様をお迎え！

専門の外部講師の方が
しっかりサポート！
今持っている不安や
悩みを解消しよう！
先輩たちの経験を直接聞いて
「４年間の大学生活、何をするか、
何をしたいか」考えてみよう！
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受講生レポート（昨年の受講生の声抜粋）

セミナーの第一印象は？
● 先輩方の話を聞いてずっと受け身の形になるセミナー
● 資料を用いた講義形式のセミナー
● 気持ちとの向き合い方のような心理学のセミナーかと思っていた
● 自分の身になりそうだと思った

実際に出てみての実感は？
● 新入生である自分も率先して会話に参加できてとても良かった
● 双方向性のある形式だった
● 堅苦しくなく楽しい雰囲気
● 気持ちとの向き合い方もあるがより実践的で、生活で意識できることが多かった

セミナーを通して学んだことは ？
● 人とコミュニケーションをとると、自分の内面がよくわかることが多かった
● 自分が無意識に大事にしている価値観を知った
● 自分が短所だと思っていることも見方を変えれば長所になるということ

これから活かしていきたいことは？
● 自分が何かをする時に、ここで知った自分を見つめ直して、長所を活かせるようにしたい
● 秋 学期もオンラインとなることが決定したが、不安を抱えすぎることなく前向きに、自分と向

き合い周りの人とも関わりたい

● 休みの日などを使って、ボランティアなどの活動を行っていきたいと感じた

新入生へのメッセージ
不安もあるとは思いますが、まずは

身を投じてみるのがいいと思います。


（理工学部 2 年生）

自分を少しでも変えたいと思ったら、

参加するべきだと思います。自分を変

えるために、自分を知るということが
大切になるので、このセミナーに参加

して、自分自身のことを見つめ直して
ほしいです。
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（理工学部 2 年生）

自己分析したり、自分の体験や周りの人の

視点を通して自分の価値観を知ることは、機

会がなければなかなかできないと思います。

キャリアプランニングセミナーは、自分を知

るとてもいい機会です。（経済学部 2 年生）

セミナーに参加する先輩からのコメント
理工学部（数物・電子情報系学科）2年

内野 拓馬

宮内 力

くん

自分は、自分の中で将来を考えて目指す
目標を漠然と抱きながらも、行動に移し切
れていない自分を変えたいと思ってこのセ
ミナーを受けてみました。その中で自分の
行動パターン一つ一つの相互の関連性を
実感でき、刺激を受けました。僕の場合だ
と、実は目標設定の仕方や他者との関わり方に自分を追い込みす
ぎる部分があることがわかり、
「行動に移せないのは勇気が持て
ないからだけではないのか？」と気づくことができ、今は自分の
気持ちの持ち方を見直してみようと取り組んでいます。
このように本セミナーやSEQを通してこれまでとは違った捉え方
や考え方を持つことができたことは、これから社会人として成長し
ながら生きていく中で必ず自分を助けてくれるツールになると思う
し、そのような視点の変え方があると知れるだけでも本セミナー
を受ける価値はあると感じました。当日は講師の方々と先輩方が
サポートしてくださるので、自分の殻を破るためのヒントを得られ
るこの機会をうまく活用してみませんか？

セミナーの道具！

経済学部（経済学科）3 年
くん

私は、将来の目標はあるものの SEQ 診
断前は勉学面の取り組みしかしておらず、
自分という人間を全く知らないことに漠然
とした不安があり、SEQ を受けました。私
の場合だと、
「自分の内側に対する認識が
雑であり、他者と積極的にコミュニケーションを取ろうとしないこ
とが、ネガティブな感情を溜めやすくしている」と診断されました。
自分はむしろポジティブだと思っていたため、最初は結果があまり
理解できませんでしたが、日常を送る中で確かにと納得する場面
が多々あります。
大学までは適当に物事に取り組んでいても進学できます。SEQ
を受けることでそのような状態で自分を把握することなど無理だっ
たのだと知り、大学生活を過ごす中で取り組んでいくべき課題を
把握することが出来ました。自分がどういう人間で、自分がどう
ありたいのか考える機会として、受けて良かったと思っています。

スチューデント EQ（SEQ）

SEQとは？ 多角的に自分を分析できます！

V

横国大生のための

Career Planning Seminar

限定

組合員
価格

12,800円 50人
（税込）

大学生活のスタートはこのセミナーから ! 37

生協提案商品のご購入方法
パソコン関連

語学関係

Career Planning Seminar

「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。

生協は組合員のための組織です。
ご利用にあたっては生協への加入をお願いします。
39

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

お持ちのノート PC
or 検討中のノート PC

記載は2020年のもの。2021年の推奨スペックは本紙
発行時点で未定のため、大学の発表をお待ち下さい。

生協 PC

生協 PC ＋
サポートパック

Windows10 Pro

Windows10 Pro

12.3 型
（2736 × 1824）

12.3 型
（2736 × 1824）

第 11 世代 Corei5

第 11 世代 Corei5

OS Windows10（Pro または Home）
2021 年は（

）

画面サイズ 12.3 型（1920 × 1080）以上
2021 年は（

）

CPU 第 10 世代 Corei5 以上
2021 年は（

）

メモリ容量 8GB 以上
2021 年は（

）

8GB と 16GB の
2 モデル

8GB と 16GB の
2 モデル

SSD 128GB 以上
2021 年は（

）

128GB と 256GB の
2 モデル

128GB と 256GB の
2 モデル

）

USB-HDMI 変換アダプ
タをオプション提案。
カメラ（前面・背面）

重量 1kg 前後
2021 年は（

）

約1.1kg（キーボード込み） 約1.1kg（キーボード込み）

無線 LAN（IEEE802.11n 以上）
2021 年は（

）

バッテリー駆動時間
2021 年は（

）

インターフェース
カメラ（前面）
2021 年は（

HDMI 端子

USB-HDMI 変換アダプ
タをオプション提案。
学内使用は無料貸出可能。
カメラ（前面・背面）

770g（本体のみ）

770g（本体のみ）

802.11ax 対応

802.11ax 対応

15 時間

15 時間

1年

4 年に拡張

対応なし

4 年間
落下・水濡れ等に対応

受付から数日で
無料貸出し

受付時即日
無料貸出し

Office ソフト（大学無償提供のため不要）

なし

なし

ウィルス対策ソフト（大学無償提供のため不要）

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

10 時間以上

その他の重要ポイント
通常メーカー保証
拡張保証
修理中の代替機貸し出しサービス

セットアップ
様々な PC に関するサポート

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10：30～16：00
（土日祝日は閉店です）

購買書籍部

shop@ynu-coop.jp

