こ れ か ら の 大 学 生 活 に 関 わ る 大 切 な ご 案 内 で す 。 保護者の方とご一緒にお読みください。

勉学・ライフ・就活支援ガイド

2021年版
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大学生活キャリアアップ宣言!

教材購入ガイド
パソコン 電子辞書

生協オリジナルモデル
安心の4年間サポート

英語・第二外国語・専門分野を
1台でカバー！

新入生のための
パソコン基礎講座

大学で必要なPCスキルを再点検！
必須科目「情報処理」の橋渡しとして！

大学生活スタートアップ講座

失敗しない大学生活のために

TOEICに挑戦!

オリジナル学習セットで着実にステップアップ！

運転免許をとろう!

生協あんしんパックでラクラク教習！
勉学・研究・就活に大学生活の必須アイテム！

インターネット
目指せ100冊読破！

読書マラソン

Growing Up!

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。

総合情報基盤センター長
教授

富山大学 教育担当理事・副学長

磯部 祐子
新入生の皆さん、入学おめでとうございます。

ご入学おめでとうございます。これからの学生生活に期待を膨らませている

いま、皆さんは、新しいことを始める時のワクワク感と多少の不安感を抱い

かと思います。しかし、コロナ禍で世の中はすっかり変わってしまいました。大

ていることでしょう。新たな環境で戸惑っていることもあるかもしれません。

学に登校できず、新しい友人と出会うチャンスも持てないまま、大学での授業は

また、コロナ禍で心配なことも多いかもしれません。
でも、大丈夫です。
大学には、皆さんをサポートするいろいろな組織があり、多くの仲間や教
員職員がいます。なんと、富山大学では、8,000人余の学部生と1,100人程

遠隔授業となり、サークル活動やアルバイトでの社会勉強さえ、なかなか出来な
い世の中になってしまいました。
そして、遠隔授業を受けるためには、インターネット環境とパソコン環境が必
須となりました。電子メールで、大学からの連絡や教員とのやりとりを行うこと、

の 大 学 院 生、それ に 314 人の 留 学 生 が 学 んで い る ので す。教 職 員 は 約

講義資料の配布やレポートの提出もインターネット通信環境を通して学習支援

2,300人が皆さんを応援しています。また、大学で学び働く人々の生活の安

システム（LMS）であるMoodle（ムードル）等で行います。また、オンライン

定と生活文化向上のために生活協同組合が組織されています。
困ったとき、どんな小さなことでもいろいろな方に尋ねてみてください。
きっと解決へのヒントをやさしく示してくれるはずです。

TV 会議システムで授業をリアルタイムに受講するなど、さまざまな場面でイン
ターネットを利用したICT 環境が必須となりました。
教員からの映像を表示すると同時に、講義資料の表示、授業支援システムの

富山大学の 4 年間が皆さんの人生にとって堅牢な土台の形成期となり、大

Web ページの表示と、パソコンが1台だけでは満足いく受講環境にはならない

きな飛躍につながることを心から期待しています。さて、皆さんが生きてい

ことも多いです。スマートフォンやタブレットなども利用して、多次元的に授業

るこの時代はどのような時代でしょうか。それはまさに「大変革の時代」とい

を受講するなどもありますが、ここでパソコンでの活用法を1つ紹介します。今

えます。今までは歴史の中で幾多の変革があっても、その範囲は、一地域で

どきのノートパソコンであれば、HDMI出力端子を有しています。ここにHDMI

あったり、一国であったりと限られたものでしたが、今日の変革は「グローバ

ケーブルと地デジ TVのHDMI入力をつないで、パソコンの画面をTVに映し、

ル」という言葉が示すように、地球全体、人類全体を巻き込んだものになって

ノートパソコンの画面で授業資料やワープロ・表計算で演習しながら、TV画面

います。コロナ禍のみならず、温暖化問題、エネルギー問題、自然破壊、少子

に教員の画面を映すという「2画面表示で利用」すると効率よくできます。

高齢化の問題、どれも一国にとどまるものではありません。
イデオロギーの面でも、絶対的に正しいと思っていた民主主義や資本主義
が、貧富の差の拡大とともに世界で様々な問題を生んでいます。
一人ひとりの生活に目を転じても、ここ数年で大きな変革がありました。

そのためにも、機能の充実した自分のノートパソコンを持ち、実際に操作しな
がらその方法を学び、責任を持って管理していく経験を積むことが大変重要で
す。
「百聞は一見に如かず」
「習うより慣れよ」です。
大学生協指定のノートパソコンには、卒業までの4 年間の使用を見越した充

リモート授業、スマホ決済などがそれです。時には、欲しいものを海外から

実の機能が搭載され、大学での学びに必要なソフトウェアだけではなく、ウイル

直接購入したり、世界中の人とオンラインで情報を分かち合ったりもしてい

ス対策ソフト等もあらかじめインストールされています。また、購入当初には利

ます。

用の講習会が実施されたり、予期せぬ故障等にも安心な保証とサポートがつい

このように、私たちは「大変革の時代」のただなかにあります。

ていたりするなど、みなさんの4 年間の大学生活の心強いパートナーになるで

日常をも変えているこの「大変革」は、急激なデジタル化によって、巨大な

しょう。

情報のやり取りや蓄積が可能になったことに大きく因っています。

大学に登校してならば、富山大学では各学部や総合情報基盤センターの端

ビッグデータの蓄積と分析は、新たなビジネスを生んでいるなどともいわ

末室に、北陸地区の大学で最も多い1,000 台以上の教育用パソコンを設置して

れます。確かにデータの蓄積と分析によって、天気予報の精度も上がり、交

います。この教育用パソコンを用いて、コンピュータを使った演習や実験等の

通の混雑への緩和策も事前に打ち出せるようになりました。健康情報の分

授業、授業時間外での自習やレポート等の作成、研究での自由な利用と、さま

野などでも活用されているようです。コロナ禍でもさまざまに活用されてい

ざまに活用されています。さらに、学内のほとんどの教室には、無線 LAN 環境

ます。

が用意されており、自分のノートパソコンやタブレット、スマートフォンなどを接

私たちにとって、このような技術を十分に使えるようになることは必要なこ
とだと思います。
しかし、同時に、今日の社会や人間を理解したうえで、世の中はいかにある
べきか、自分はどうあるべきかという最も根本的な問いを自分に投げかけて
議論し、その答えを導くための勉強をし続けることが大切であると思います。

続して利用することができます。今年度はコロナ禍が落ち着いて、みなさんが
大学に登校し、友人と一緒に大学のICT 環境を活用できる年になってほしいと
ころです。
将来どんな仕事に就いたとしても、パソコンを使いこなせるということは最低
限の条件です。自分のパソコンやスマートフォンなどのICT 環境を積極的に活

未曾有の「変革の時代」の中で、また、「コロナ禍」の困難の中で、殺伐とし

用してデータの整理やレポート・論文作成のみならず、コンピュータウイルスや

たものや不安を感じる時も少なくありません。だからこそ、学生時代に、少し

フィッシングサイトに騙される事例のしくみや危険性を理解し、これからの社会

でも豊かに語り合い、楽しく学びあう「時」をもってもらいたいと思います。

で求められる正しい知識や確かな情報活用能力を身につけるようにしてくださ

友との語らい、教員との議論をキャンパスの中で意識的に展開し、社会に飛

い。

び立つ前のしっかりとした基盤形成を行ってほしいのです。若い皆さんだか

大学生は、これまでと比べて自由な時間が多くなったと感じるかと思います

らこそ、失敗を恐れず行動し、傷ついても立ち上がる精神は大切なことです。

が、これまで以上に自主性・主体性が求められます。アフターコロナ時代では、

同時に、他者には寛容な目を向けてほしいと思います。
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柴田 啓司

自ら学修する人こそが大学生と認識されるようになりました。自ら進んで何事

皆さんの 4 年間が実り多いものになることを期待いたします。

にも積極的に取り組み、学生生活を楽しみながら、人間の幅を広げ、より深く学

富山大学での学びが魅力的なものになるように共に力を尽くしましょう。

んでいってください。
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新生活キャリアアップ宣言
勉強、資格取得、就職活動と、
新しい経験が待っている新生活。
富山大学生協は、
みなさんのチャレンジを応援します！

パソコンを使いこなそう!

インターネットを活用する！

レポート作成やインターネットでの検索、就職活動な
ど、パソコンは大学生活のあらゆる場面で登場するア
イテム。4 年間フルに使うものだから、製品選びは慎
重に！ 高性能＆4 年間保証の生協オリジナルモデル
がおすすめです！

パソコンを購入する

P04

電子辞書で勉学・研究が楽しく！

インターネットを活用する

P18

「失敗しない大学生活」のために！

大学の講義や勉強に辞書はなくてはならぬ物。英語、
第二外国語、専門科目の膨大なコンテンツを1 台でカ
バーする電子辞書は、行動範囲の広い大学生には心
強い味方。キャリアアップを目指す人は、TOEIC® や
資格取得のための学習コンテンツもおすすめです。

電子辞書を購入・活用する

大学生になると、パソコンのメールでデータのやりと
りを行うこともしばしば。光回線など、高速・大容量
のネット環境が不可欠です。特に、ひとり暮らしを始
める人は、下宿でインターネットが使えるか、生協で
確認しよう。セキュリティ対策も忘れずに！

P20

長いように見えて、大学生活はあっという間に過ぎて
しまいます。就職活動や社会人になるためにも、入学
時に大学時代をどう過ごすか、しっかり目標設定する
ことが大切です。有意義な大学生活を送るために、
大学生活スタートアップ講座で、しっかり学ぼう！

大学生活スタートアップ講座に参加しよう

P26

今や必須の英語力！アップさせるために。

運転免許は1・2年のうちに。

英語によるコミュニケーション能力を測定するTOEIC®
は、社会的に認知度が高く、就職活動の場でも TOEIC®
のスコアが考慮されることが多いです。まずは、学内
TOEIC® で自分の能力を把握し、オリジナル学習セットで、
4 年間で着実にステップアップしていこう！

自動車免許は、専門の講義・研究や就職活動が忙し
くなる3・4 年生になる前に、取っておこう。生協の
あんしん教習パックなら、追加料金なしで優遇教習が
受けられます。グループで取るなら、夏休みなどに
県外の教習所で行われる合宿教習もおすすめ。

TOEIC®Program に挑戦！

P28

運転免許を取得する

P32

入学したら、
まず教科書!!

目指せ、100冊読破！

入学したら、いよいよ本格的に授業が開始されます。
それを受講するために必要なのが教科書です。五福
キャンパスでの教科書購入についてご案内！

「大学在学中に本を 100 冊以上読もう！」を目標に、全
国の大学生協が取り組んでいる読書マラソン。富山
大学でも 100 冊突破してゴールドカードを手に入れ
た先輩たちが何人もいます。大学生活での目標のひ
とつとして、ぜひチャレンジしてみよう！

教科書購入のご案内

P34

読書マラソンにチャレンジしよう

P36

はじめに

02

運転免許を取得する

32

パソコンを購入する

04

教科書購入のご案内

34

インターネットを活用する

18

読書マラソンにチャレンジしよう

36

電子辞書を購入・活用する

20

商品のお申込みからお渡しまで

38

大学生活スタートアップ講座に参加しよう

26

TOEIC®Programに挑戦！

28
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パソコン

パソコンを購入する

インターネット

富山大学生協オリジナルモデルパソコンがおすすめ！
昨年入学時に購入した新入生の約50%が購入!!
1. ウイルスバスタークラウド4年版がセットに！

電子辞書

富山大学生協
オリジナルモデル
パソコン

購入のメリット

※2021年度新入生の方より Microsoft Oﬃceソフトは富山大学より無償
提供となります。よってパソコンの価格を12 月のご案内時より値下げさ
せていただきました。また P17 掲載の生協版 Oﬃceソフトは今回提供を
取りやめさせていただきます。

2. 4年間5カ月のメーカー保証に加え、4年間の動産保証付き！
だからもしもの時でも安心！！

キャリアアップ

3. 4年間・6年間の使用を考え、
高性能CPUと大容量のメモリを搭載！
4. 安心してパソコンを始めてもらえるように

セットアップガイドもセット

富山大学の学生サポーターが親切丁寧に作成したセットアップガイドを無料でセットいたします！
【パソコン本体の初期設定、ウイルスソフトの設定など】

TOEIC®

それでも
上手くいかない場合は
生協へいつでも
ご相談ください

学生スタッフが
学生目線で分かりやすく
作成しました

※資料は昨年のものです

新入生の皆さん、
自分専用のパソコンで快適な大学生活を!!
運転免許

富山大学では、多くの情報機器がキャンパス情報ネットワークに接続されています。さらに、キャンパス内には無線LAN

アクセスポイントが200カ所以上に設置されおり、学生の皆さんは自分のノートパソコンやスマートフォンなどを接続し
てキャンパス情報ネットワークを利用することができます。

1年生前期には全学部共通の必修科目『情報処理』の授業があり、その授業ではWord、Excel、PowerPointなどを活
用したレポート作成や各種調査の方法などを学びます。この授業は端末室（パソコン教室）で行われますが、授業で

習った技術や技法を自分の専門分野においての有用な道具として活用できるようにするために、自分専用のパソコンを

持ちましょう。もちろん、授業時間外に端末室のパソコンを使用することはできますが、端末室は『情報処理』の他、多
くの授業で使用されており、使用可能時間も限られています。特にレポート提出時期には利用者も多く、希望の時間帯

教科書

総合情報基盤センター
ICT 教育推進研究開発部門
准教授

上木 佐季子

に利用できないこともあります。その点、自分専用のパソコンを持っていれば、授業が空いた時間やお昼など好きな時
間に学内の好きな場所で無線LANに接続し、自分のペースに合わせた学習が可能になります。

また、多くの授業の教材はWeb上の学習管理システム（Moodle）に載せられていて、授業資料の閲覧や課題の提出が
このシステムを介して行われています。自分専用のパソコンを持っていれば、端末室以外の教室や自宅からでも資料の

閲覧や課題提出をすることができます。その他に英語力向上のために導入されている学習システム（TOEIC自習システ
ム）の利用も可能です。

自分専用のパソコンを持ち、情報セキュリティを身につけ、自分のペースで楽しみながら学びましょう。
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パソコンを購入する
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パソコン

大学では
自分専用のパソコン は必須です！
大学生になったら、
自分専用の
パソコンが必要です！

学内ではパソコン
使用環境が
整備されています！

TOEIC®

現在、富山大学は、キャンパス内で
のインターネット利用環境が整っ
ています。大学内の情報基盤セン
ターや図書館などにパソコンが配
置されていますが、使用できる台
数は限られているので、自分専用の
パソコンを持ち運んで学内で使用
する学生が増えています。

運転免許

講義で出題されるレポートも最近
はWordで作成が圧倒的。情報収
集から文書作成はもちろん、実験な
どのデータ集計や加工、論文作成、
プレゼンテーション（発表）など、
パソコンはあらゆるシーンで必要な
ツールです。

志望動機や自己PRの作成、就職情
報サイトへの登録、説明会への申し
込み、志 望 企 業とのコミュニケー
ションなど、就職活動でもパソコン
は重要。パソコンなしでは、現代の
就職戦線を勝ち抜くことはできま
せん。また 企 業によっては、携 帯
メールやフリーメールの使用を敬遠
するところもあり、パソコンでの個
人メール環境は必須です。

キャリアアップ

レポート、プレゼン、
卒業論文、
あらゆるシーンで
パソコンは必須です！

就職活動にも
パソコンが
不可欠です！

電子辞書

大学ではパソコンを使うケースが多
く、大学に持っていかなければなら
ないこともあります。また、レポート
作成などで長時間パソコンを占有
することも多くなりますので、ご家
族内の共有では不都合が生じてき
ます。ですから、大学生には自分専
用のパソコンが必要です。

インターネット

大学に入学したらさまざまな教材が必要になりますが、最も重要なものがパソコンです。
さまざまなシーンでキャンパスライフをサポートします。

いつでも、
どこでも使えるマイパソコン！
パソコンはあるとものすごく便利です。まず自分が一番役に立ったと感じた場面は前期のオンラ

教科書

イン授業の際でした。多くの授業がZoomで行われていたので先生のパソコン画面を共有する
ことが多くありました。その際、パソコンがあったことで画面が大きく見やすかったので快適に

受講することができました。また、レポートの作成の際にも便利です。パソコンを持っていると
様々な場所でレポートの作成ができます。例えばバイトや授業の合間や家に帰ってレポートがで

きます。パソコンを持っていることで自分の空いている時間にレポートを進めることができ、
余った時間で自分のしたいこともすることができると思います。パソコンを持つことで自分が思
い描いた大学生活に近づけると思います。

都市デザイン学部
都市・交通デザイン学科 1 年

福井 啓示 さん

05

パソコンを購 入する

パソコン
インターネット

大学生活にあったパソコン。
何を選ぶ？
Q デスクトップ or ノート？
A ノートタイプがおすすめ！

Q 必要な周辺機器は？
A USBフラッシュメモリとプリンター

電子辞書

拡張性や使い勝手の面ではデスクトップタイプが有利で

データ交換や一時保存や情報処理の講義などでUSBフ

すが、部屋や大学、帰省先でいつでも使える携帯性のあ

ラッシュメモリは必携ツールです。またレポートの印刷

るノートタイプの方が、授業やゼミ、サークル、就活、プラ

やパソコンを多機能に活用するにはプリンターも揃えて

イベートなど行動範囲の広い大学生にはおすすめです。

おくのがベスト（学内でも印刷できますが枚数に制限が
あります）。

キャリアアップ

Q 価格と性能のバランスは？
A 高性能モデルを選択しよう！

Q セットアップは簡単？
A 意外につまずく人が…

在学中に買い替えないのなら、高性能モデルを買いま

簡単になってきたとはいえ、アクティベート（認証）や

しょう！

ポイントはバッテリーの駆動時間・画面の大

アップデートでインターネット環境がないと不便だった

きさ・携帯できる重量・無線LAN・最新OSが快適に動く

り、付属するサービスやサポートを知らずに損をしたり

CPU（中央演算装置）と大容量メモリです。

と、使いこなしの第一 歩はセットアップから始まりま
す。

TOEIC®

Q トラブルの備えは必要？
A 備えあれば憂いなし！

Q どれぐらいのスキルが必要？
A 情報処理授業に備えよう！

運転免許

故障などのトラブル対策も忘れずに。メーカー保証では

ワープロ・表計算の基本的な使い方は押さえておきま

カバーできない事故による破損を保障する動産保証の加

しょう。そしてタイピングも少し慣れておくと安心です。

入も検討しましょう。また、故障への備えだけでなく、ウ

高度な知識は必要ありませんが、近くに教えてくれる人

イルスなどのセキュリティ対策も必須です。

がいると心強いです。

Q
A

必要なソフトは？
Oﬃceは必須です！

教科書

レポートなどの作成に使うワープロ・表計算ソフトはもち
ろん、研究発表に必要なプレゼンテーションソフトは必ず
使います。そしてセキュリティソフトが最低ラインです。

Q 購入後のサポートは？
A 信頼できるところが一番！
どんどん進化する精密機械なので、まだ家電製品ほどの
信頼性はありません。トラブルにみまわれたら、すぐ相
談できるお店での購入が安心。また、使い方や新しくパ
ソコンで始めたいことも相談に乗ってくれるところがベ
スト！
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パソコン

「大学生協モデル」
はココが違います！
大学生協は大学の教育カリキュラムや学生のライフスタイルを熟知しています。そして毎年多くの先輩学生からいただい
た意見をもとに、パソコンメーカーと協力してオリジナルパソコンを提案しています。富山大学の学生の皆さんに適した

インターネット

パソコンを提案できるのも大学生協ならではのメリットです。

ココが違う！

メーカー保証＆動産保証付。
万全の保証やサポートで4年間安心して使えます。

電子辞書

通常1年間のメーカー保証が、大学生協モデルでは４年5カ月間受けられます。さらに、うっかり事故による故障や破損
に対する修理を自己負担金無料で受けられる動産保証も付いていますので、4年間安心して使えます。もちろん、修理
は学内の店舗で受付ができます。
※Mac のメーカー保証は1年、動産保証は 4 年間です。
くわしくは 12 ページをご覧ください

ココが違う！
キャリアアップ

4年間使える高品質ウイルス対策ソフトが入っています。
インターネットへの接続には、ウイルス対策は必須。ウイルス感染でデータがなくなる事例も数多く起
こっています。また、自分のパソコンのウイルス感染に気づかず、ウイルスを学内に広げてしまう恐れも
あります。
大学生協モデルには4年間継続して使えるウイルス対策ソフト（ウイルスバスタークラウドTM）が入って
いるので更新の手間がかかりませんし、新たにウイルス対策ソフトを購入するコストもかかりません。

ココが違う！

学内ネットワークやインターネット、無線LAN、Web
カメラ、携帯電話などのネット社会への対応に必要な
事柄について解説した情報倫理デジタルビデオ小品
集6や、語学学習ソフトなど、大学生活に役立つ多彩
なソフトをインストールしています。

TOEIC®

学生生活に役立つソフトが他にもたくさん入っています。
主なソフト

学 生 支 援 ポー タル、ナレロ ー 成 績 上々、わか る！英 語 資 格 ガイド、Campus
English、アルクの英語 簡単スタートガイド、就職活動応援コンテンツ、情報倫
理デジタルビデオ小品集 7
【注意】後掲の Mac モデルには上記ソフトはインストールされていません。

運転免許

学生生活でこれがあれば問題なし！

教科書

大学生活では、パソコンを利用する機会が増えます！ Wordでレポートを書いたり、授業でPowerPointを用いて発表したりすること
があります。でも、パソコンに詳しくない方はどのような機種を買うべきか悩んでしまいます。実際、私も大学生活でどのようなパソコン
が必要なのか分かりませんでした。生協オリジナルパソコンは、
そんな悩みを解決してくれます。
生協パソコンの何がいいのか？ 一番はパソコンの軽さです。重量がなく、形状もシャープなのでバッグに収まりやすいため、大学構内
での持ち運びが他のパソコンに比べて、負担になりません。女性でも簡単に持ち運びが可能です。パソコンを選ぶとき、本体の性能に目
が行ってしまいがちですが、利用性は結構重要なポイントです。
もう一つおすすめポイントを紹介します。それは、サポートの充実です。生協パソコンには大学生活にあると必要なソフトやアプリなど
があらかじめセットされています。また、保証が4年間あり、学内で修理の手続きが可能となっていたりと本当にサポートが充実していま
す。私も、故障でパソコンの電源が急につかなくなったときは、焦って不安になりましたが、このサポートのおかげで無事にパソコンが使
える状態で戻ってきました。
このように、
「パソコンが必要なのは分かっているけど、どのようなものを買えばいいのか分からない！」といった方におすすめです。大学
生活で使いやすく、安心して使うことができるパソコン、
それがこのパソコンだと私は思います。
少しでも私の経験談が皆さんのヒントになれば、嬉しい限りです。

人間発達科学部
発達教育学科教育心理
コース 3 年

佐藤大輔 さん
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大 学 生 活 に 必 要 十 分 な すべ てが セットに！
パソコン

富大生協オリジナルモデルパソコン［Windowsモデル］
数量限定

ホームページ

インターネット

富山大学公式HP紹介モデル!!

「ノートパソコン事前準備の推奨について（2021年度学部入学希望者対象）」にて推奨モデルとして
紹介されています（都市デザイン学部の方は別途推奨スペックをご確認ください。
芸術文化学部の方は9ページのMacパソコンが推奨モデルとなります）。

富山大学

推奨

モデルカラーは2色！お好きな色をご選択ください。
電子辞書

シルバーホワイト
搭載

キャリアアップ

Windows10
Home
64ビット版

ウイルスバスター
クラウドTM
4年版

く
より軽
時間
より長
く
より薄

M i c ro s o f t O ﬃ c e ソフトは大 学より無 償 提 供

特徴

■安心いろいろ
4年5カ月

のメーカー保証付き

※通常1年間の保証を4年5カ月に延長。

ガーネットレッド

4年

の動産保険加入

※店舗により異なる場合がございます。

故障トラブル時 に迅速対応

修理受付中 の代替機あり

4年間

1年間

のセキュリティーソフトつき

の電話サポートサービスあり

TOEIC®

■ソフトが充実
大学の生活で役立つオリジナルソフト搭載（学生支援ポータル）

運転免許

ウイルス対策や外部からの不正なアクセスを防止する
ウイルスバスタークラウド（4年版（キャンパスOEM版））
Oﬃceソフトを学ぶ
ナレロー12（ナレロー大学生協版（Oﬃce自習ソフトウェア））
大学生に必要な学生コンテンツを厳選
学生支援ポータル
英検、TOEICなど英語の資格試験に備える
わかる！英語資格ガイド
英語の会話表現を学ぶ
Campus English
ネットワーク利用時の情報倫理を学ぶ
情報倫理デジタルビデオ小品集7

13.3型液晶で広い表示領域！文字も精細!
レポート作成やWebがより快適に！

開発から製造まで一貫した国内生産体制！

思わず持ち歩きたくなる軽量モバイルPC！

参考文献や Web サイトを同じ画面に表示してレポートを作成した
り、
SNSや見たいサイトを同時に表示して情報収集・発信ができます。

安心な PC ライフのパートナーとして富士通は学生の皆様の信頼に
お応えします。日本国内でしっかりと設計。様々な品質検査を徹
底し長く安心して使えるパソコンを製造しています。

薄くても安心の堅牢設計でキャンパスライフに最適な一台。コン
パクトなのにフルサイズ、高性能キーボードを搭載し、インター
フェースも充実！

くっきり文字で目に優しい！
細かな文字もはっきり見えて、複数の画面を
同時に表示しても快適です。

大好評 最新ATOK搭載！

教科書

レポート作りのエキスパートに！ すば抜けた変換能力をもつ
「ATOK」が AI 技術を取り入れさらに進化！ 敬語の誤りなども指
摘してくれるので、就職活動時にも大活躍 !!

万一の時も安心！ 4年保証
4年間5カ月メーカー保証 ＋ 動産保証付
パソコン保証の詳細は 12 ページをご覧ください。
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超軽量でコンパクト！高性能・長時間モデル

安心と信頼の富士通品質

基本OS

CPU

ディスプレイ

Windows 10
Home 64ビット版

Core™ i7-1165G7

（1920×1080ドット）

メモリ

SSD

本体質量

8GB

256GB

920g or 875g

13.3型ワイド

パネル
あり or なし

CAREER PAGE

2021

パソコン

富大生協オリジナルモデルパソコン［Macモデル］
数量限定

ホームページ

「ノートパソコン事前準備の推奨について（2021年度学部入学希望者対象）」にて推奨モデルとして
紹介されています（都市デザイン学部の方は別途推奨スペックをご確認ください）。

インターネット

富山大学公式HP紹介モデル!!

富山大学

メモリ16GB

推奨

芸術文化学部推奨スペックを満たしたモデル（理学系、医学部系にも人気です）。
電子辞書

芸術文化学部の方は、詳細を芸術文化学部
ウェブサイトでご確認ください。

https://geibun-topics.tumblr.com/post/637804076623609856

13インチTouch Barモデル スペースグレー（MYD92J/A）

く
より軽
間
時
より長
く
より薄

キャリアアップ

ウイルスバスター
クラウドTM
4年版

Apple
M1チップ

M i c ro s o f t O ﬃ c e ソフトは大 学より無 償 提 供
従来より明るく色あざやかな Retina ディスプレ
イ、Apple M1 チップ、内臓の Wi-Fi と Bluetooth、
FaceTime カメラ、長時間使用可能なバッテリー駆
動を搭載した MacBook Pro 13 インチモデルです。
主な特長
ディスプレイ

＋

在学 4 年間の
動産保証

4年間保証の詳細は12ページをご覧ください。

256GB
8コアCPUと8コアGPUを搭載した
Apple M1チップ

メモリ

16GB

拡張性

Thunderbolt3
（USB-C）
×2

ワイヤレス

802.11ax Wi-Fi6

バッテリー

最大17時間のワイヤレスインターネット閲覧/
最大20時間のApple TVアプリでのムービー再生

重量

重量1.4kg

インストールソフト

iMovie/GarageBand/Keynoteなど

運転免許

1 年間の
メーカー保証

ストレージ
プロセッサ

TOEIC®

万一の時も安心！ 4年保証

IPSテクノロジー搭載13.3インチ（対角）
LEDバックライトRetinaディスプレイ

USB-CーUSB変換コネクタ
これさえあれば、MacBookProのThunderbolt3（USB-C）
でUSBコネクタのUSBメモリや機器の接続が可能に!

Adobe Creative Cloud 学生・教職員個人版 12ヶ月 コンプリートプラン

価格：39,336円（税込）お買い求めは生協購買部へお問い合わせください。

MacBookはTouch
IDが使えるので毎回パスワードを入力する必要がなく、強力なパス
ワードを自動作成してくれるのでパスワードの使い回しを防ぎ、安全にパスワードを使える
ようになります。また、自動で漢字に変換してくれるので変換忘れ等を防いでくれ、サクサク
入力することができます。レポート等で2〜3,000字を書く際には大変役に立ち便利です。

教科書

知る人ぞ知る、
Macの利便性！

経済学部
経営学科 1 年

村瀬竜輝 さん
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パソコンを購入する

パソコン

超

オプション 1

おすすめ

プリンタ・サプライセット

14,500

円
（税込）

昨年80%以上の方がプリンタセットもご購入!!
インターネット

多機能プリンター

プリンタ

コピー

スキャナー

EPSON EP-452A

コンパクトサイズに、
基本性能が充実した多機能モデル。

省スペースに置けるコンパクトボディー

デスクサイドはもちろん、どんな場所にもス
ペースをとらず置くことができます。

ワイヤレスプリント機能

電子辞書

無線 LAN 環境がある人もない人も、ワイヤレス
でプリントできます。

黒だけでモード＆黒インクセーブモード

スマホとの接続をもっとカンタンに

Epson iPrint 機能を使えば、ガイドに従って操
作するだけで、カンタンに接続できます。

自動両面プリント

コンパクトなボディに、自動両面プリントユ
ニットを標準装備しています。

印刷の失敗防止

インクが残り少なくなった状態のとき、黒だけ、 用紙サイズ。種類の内容とプリンタの設定が違
カラーインクだけの印刷ができます。
うときにエラーでお知らせします。

修理時のピックアップサービス4年間無料

※メーカーによる修理時のご自宅までの製品の引き取りと、
修理後の配送サービスです。

キャリアアップ

プリンタはオンライン授業の必需品
選択した授業の関係もあり、私にとって入学して最初の半年はすべての授業がオンラインでの受講でした。オ
ンライン授業では、当然ですが授業や課題の資料はすべてインターネットを介してのデータによる配布となり
ます。私の場合は手元の資料に直接書き込みながら読む方が効率的に学習できたことに加え、長時間パソコ
ンの画面を見ていると目が痛くなってしまうことから、事前に資料を印刷し資料に直接メモをとりながら授業
に受講するという形が定着して、毎日の授業で自宅のプリンタが大活躍するようになりました。大学内でも無
料で印刷することはできるのですが、
その量に制限があることや、決まった時間帯のみしか利用できないこと、
臨時休校や長期休暇の際には施設が閉まってしまうことを考えると、枚数や時間に制限されることなく自宅
で印刷ができるということは大きな安心となります。加えて大学生協でプリンタを購入すると、機種に対応し
た替えのインクが大学内の購買で手に入るため、インクの買い換えの際にプリンタの機種番号に悩まされる
ことなくスムーズに購入できることもおすすめのポイントです。

TOEIC®

ワイヤレスマウス
カチカチしない静音タイプ
の赤 外 線 LEDを使 用した
無線マウス。

USBフラッシュメモリ
（16GB）

東 谷 和 美 さん
インナーバッグ

作ったデータや、友達か
らもらったデータなど
のやり取りにとても便
利。大容量のデータが
手 軽に持ち歩 けます。
またデータの転送速度
も速いので便利です。

オプション 2

運転免許

おすすめ

経済学部
経営法学科 1 年

カバンの中にすっきり収
納、伸縮素材でパソコン
をやさしく守るネオブレ
ンインナーバッグ。

IO DATA 無線ルーター
IEEE802.11ac
（Wi-Fi5）
規格に対応

無線LANルーター

WN-DX1200GR

4,580

動画もネットも思いのまま。
インターネット＆無線LANをかんたん接続！
オプション 3

教科書

おすすめ

オプション 4

ポータブルDVDドライブ
データ保存やソフトインストールなど何かと大学生活では必要
なDVDドライブをセット。

2,980
10

円
（税込）

円
（税込）

おすすめ

リカバリ用USBメモリ（32GB）

パソコンの万一の故障に備えて、初期化する
際に必要となるかもしれないリカバリメディ
アの作成は必須です。多くはメディアなしで
もリカバリ可能なのですが、稀に必要な場合
もあります。その時に備えて予め作成してお
くためのUSBメモリをセット！

1,280

円
（税込）

CAREER PAGE
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パソコン

数量限定ですのでお申し込みはお早めに！

生協オリジナルパソコンセット内容一覧
〜 ご 自 分 の 大 学 生 活 に あ っ た 1 台 を お 選 び く だ さ い 〜
パソコン

タッチ機能

保

障

おすすめ

価格（税込）

インターネット

プリンタ・
サプライセット

超

おすすめ

タッチ機能
あり

動産保険4年付き

セットあり

（メーカー保証4年5ヶ月）

シルバーホワイト or ガーネットレッド

セットなし

数量限定
色を選択してください。

電子辞書

推奨
Windows
モデル

193,500円

179,000円

Microsoft Oﬃce ソフトは
大学より無償提供

キャリアアップ

動産保険4年付き

セット
あり

188,500円

（メーカー保証4年5ヶ月）

セットなし
タッチ機能
なし
シルバーホワイト or ガーネットレッド

動産保険4年なし

数量限定

セット
あり

174,000円
177,500円

TOEIC®

ベーシック
Windows
モデル

（メーカー保証4年5ヶ月）

色を選択してください。

Microsoft Oﬃce ソフトは
大学より無償提供

セットなし

163,000円
運転免許

204,500円
セットあり

高性能
Mac モデル

タッチ機能
なし

動産保険4年付き
（メーカー保証1年）

セットなし

教科書

60台限定

190,000円

Microsoft Oﬃce ソフトは
大学より無償提供
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パソコンを購入する
パソコン

パソコン
生協

大学生活仕様
へのこだわり

安心

あ！しまった！ そんな
4年間 ずっと安 心して

インターネット

生協パソコンの様々なあんしんサポートの特徴

（あんしん動産保険など）

大学生協オリジナルパソコンには、一般の家電量販店やインターネット通販では付加されない安心の保証やサポート
が付いています。万一のトラブルにも、安心してお使いいただけます。
Windowsモデル

Windowsモデル Macモデル

電子辞書

メーカー保証が
4年5カ月間受けられます。

近くて便利！
修理の時も相談も
大学内の生協窓口へ

キャリアアップ

正しい使い方をしていてもパソコンは故障
してしまうことがあります。このような場
合、メーカー保証が適用されますが、通常
はメーカーが提供する保証期間は1年間。
しかし大学生協では、安心してお使いいた
だくために、4年5カ月間のメーカー保証を
お付けしています。

大学生協はキャンパス内に店舗がありま
すので、万一の故障の際はもちろん、何か
困ったことがあったら、店舗のスタッフに
ご相談いただけます。また故障したパソ
コンの発送は店舗の方で行いますので、
梱包や発送手続きなどの面倒な作業は不
要です。

※Macモデルのメーカー保証は1年です。

Windowsモデル Macモデル

うっかり事故にも
安心な動産保証が
付いています。
TOEIC®

「パソコンの上に飲み物をこぼしてしまっ
た」などという不注意による故障の場合、
メーカー保証は適用されませんが、大学生
協では動産保証を付けていますので、免責
5,000円で修理を受けることが可能です。
また修理不能な「全損」扱いや「盗難」の
場合でも、再購入のための補 助を受ける
ことができます。

Windowsモデル Macモデル

Windowsモデル Macモデル

修理中代替機
貸出サービス

電話によるご相談も
お受けします。

パソコン修理は日数がかかる場合もあり
ます。そんな時は何かと不便です。富山大
学生協では、そんな時のために無料で代
替機を貸し出しています。

専用電話による「無料電話サポート」もご
提供。専門知識豊かなオペレーターが、夜
間でも相談に対応します。トラブルの解決
はもちろん、使用上の質問にも丁寧にお答
えします。

※貸出機の台数には限りがあります。
※代替機はご購入された機種と異なる場合があります。

※サポート期間…2021 年 3 月 1 日〜2022 年 2 月 28 日
受付時間…10:00〜23:00（土・日曜・祝日も可）

運転免許

故障・修理など、困ったことは大学生協へ
パソコンは非常にデリケートなものですから、万一の故障やトラブルも想定しなければなりません。
大学生協は大学生に最も身近な窓口として、万一の際にも4年間安心してお使いいただける充実のサ
ポート体制で、大きな安心をお約束します。

家電量販店などと比較される場合は、購入時に見過ごしがちな「保証期間」に目を向けていただき、

教科書

ぜひ4年間ずっと安心して使えるパソコンをお選びください。

富山大学生協職員

徳永洋文

■量販店などでご購入の際はご注意ください。ぜひ、生協の動産保証と比べてください。
よく本体価格の○％のお支払いで延長保証というサービスがあります。でも、ちょっと待って！ 実際の修理では、破損や水濡れな
ど、メーカー保証の対象外となる原因の場合も多いんです。延長保証の内容はよく確認してくださいね！
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CAREER PAGE

2021

パソコン

予期 せ ぬ 時もあんしん！
！
使える万全の保証とサポート

インターネット

あんしんの動産保証の内容

「パソコンの上に飲み物をこぼしてしまった！」というような「うっかり故障」や落下・破損・落雷などにより故障は、
メーカー保証では保証適用されません。富山大学生協では、持ち運びが多く、使用場所も様々になる大学生だからこ
そ、そういう予期せぬ故障にも対応し、安心して4年使用できるよう保証をプラスしています！

電子辞書

［Windowsモデル］4年間パソコン動産保証
●補償する障害
■動産付だからこんな場合でも大丈夫！
事

故障

破損

水濡れ

火災

落雷

盗難

修理内容

金

額

液晶パネルの交換など

70,156 円→5,000 円

本体にジュースをこぼして起動しなくなった

HDD などの交換

79,040 円→5,000 円

画面が正常に映らない（水濡れ）

液晶パネルなどの交換

87,105 円→5,000 円

ファン音が異常に大きい

部品の交換

20,360 円→5,000 円

起動時に異音がなる

メインボードの交換

48,090 円→5,000 円

キャリアアップ

破損、火災・爆発・破裂・落雷、水もれ・洪水、過電流、盗難（ただし、置き忘れに伴う
盗難は補償しません）など、日本国内で生じた偶然・急激・外来の事故を、5,000円
の自己負担金のみで修理できます。

例

落して液晶が割れた

※部品交換を伴わない修理は対象となりません。
※全損や盗難（置き忘れに伴う盗難は不可）の時も再購入のための補助あり（自己負担金5,000円）
。

●特徴
2021.2

2022.3.31

初年度

2023.3.31

2年度目

2024.3.31

3年度目

2025.3.31

4年度目

過失による損害＜破損・水濡れ・盗難・火災等＞＝動産総合保険にて補償
通常使用時の自然故障=メーカー保証（4年間）にて対応

TOEIC®

・修理は認定のエンジニアが対応
・メーカー保証とならない火災・盗難・水濡れ等による損害を補償し
ます。
・補償限度額は4年間ずっと15万円、しかも1事故毎の限度額なので
補償期間内であれば何度でも保険修理が可能です。
（1事故毎に5,000円の自己負担金が発生します）
・1事故につき限度額を超える部分につきましては差額をご負担いた
だきます。

［Macモデル］4年間パソコン動産保証 （QG-Care アカデミック）
●補償する障害

故障

破損

水濡れ

火災

落雷

運転免許

メーカー保証に準拠する取扱説明書や注意書きに従って正常に使用したに
もかかわらず、故障が生じた場合だけでなく、落下・破損・水濡などの突発的
な事故（物損）に起因し、製品が発生した場合でも修理いただけます。これら
突発的な事故の場合、メーカー純正のApple Care + では、高額な修理費用
が発生します。
本保証制度では、それらの故障もカバーされていますので、在学期間中、修
理代にかかる負担が大幅に軽減され、ずっと安心です。

盗難

●特徴

・破損・水濡れによる損害の修理時には5,000円の自己負担金（免責）が必
要になります。

内容

1年目

2年目

3年目

4年目

年間限度額
（年間の修理を限度額まで補償）

15万

12万

10万

6万

通常使用時の自然故障

メーカー保証
で対応

過失による損害
〈破損・水濡れ・盗難・火災など〉

教科書

・年間限度額は保証開始日から事故日までの経過年数により設定されてお
り、累積で限度額に到達するまで何度でも補償が受けられます。
修理が不能な時、盗難にあった時は新しいパソコンを購入するための補
助金額が受け取れます。
・再購入補助額／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。
（パソコンの本体価格が低い場合は本体価格が上限となります）
・再購入補助を受けた時は、契約は終了します。

QG-Careで対応

QG-Careで対応
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パソコンを購入する
パソコン

PC
パソコン
基礎講座
Beginner
自宅で受講できるオンライン講座

1年生向け

インターネット

新入生のための

2021年

3 4
月

月

START

※実施日時はWEBサイトでご確認ください

電子辞書

Online

〜大学で学ぶための PC 活用術 WEB 講座〜

キャリアアップ

授業が始まるまでの
オンライン講義の準備は
これで安心

TOEIC®
運転免許

高校までとは違う
パソコンの使い方をマスター

2021

大学の遠隔授業（オンライン講義）に「どう参加していいかわからない！」ということのないように、しっかり準備ができます。
大学でのパソコンの使い方は高校までとも違います。

教科書

大学生なら知っておきたい、授業を受けるために必要なパソコンを使った学び方をこの講座で身につけましょう。

学部を問わず、
大学での学びにはパソコンが必要です
14

CAREER PAGE

2021

パソコン

PC
Beginner
大学の授業が始まる前に！

インターネット

「授業の受け方がわからない！」
をなくす、大学でのパソコン活用の
基礎を身につける講座です。
長いレポートやプレゼンに数値計算、それに加えて遠隔授業。スマホだけでは大学の授業には対応できません。
この講座は、“大学生になって初めて自分のパソコンを持った” 新入生のみなさんのための講座です。
2020年の新学期には、多くの大学で「遠隔授業の受け方がわからない！」という新入生からの声があがりました。大学の先生と出会
う前にこの講座で学び、
実際にオンライン講義に使うツールも体験して、
不安を解消してから、
授業の開始を迎えましょう。

遠隔授業ツールを使って

オンデマンド動画で学習

オンライン講義を体験

電子辞書

自分のペースで学習できる

オンライン講義ツール
（Zoom、Teams）の使い方

大学の遠隔授業
（オンライン講義）
でよく使われているZoomとTeamsの使い方や、
便利
なツール・活用法を学びます。
授業が始まっていきなり
「言われていることがわからない」
とならないように、
あらかじめオンライン講義のツールについて学んでおきましょう。

メールのマナー

キャリアアップ

遠隔授業ツールは、見ただけではなか
「わ
なかイメージがつかない 部分 や 、
におちいりやすい部分
かったつもり」
もあります 。この 講座 では 、オンライ
（Zoom、Teams）
ンで遠隔授業ツール
の 授業 で 利用 される 機能 を 、実際 に
使ってみる体験をします。

遠隔授業
（オンライン講義）の受け方、
便利なアイテム活用法

レポートの提出、
アルバイトやボランティア先への連絡など、
大学生になったらSNSだけ
メールを使うようになります。
メールはSNSと同じように使うと、
とても失礼な
ではなく、

大学生になったら基本的なメールマナーは必須のスキルです。
ことになってしまいます。

便利な検索スキルと著作権
普段何気なく使っている「検索」にもコツがあります。目的に応じた情報を素早く見つ
効率よく学ぶためのスキルを身につけましょう。
け、

デジタルノートテイク入門
整理も大変。
しかもオンライン講義で電子データも一気に
いにプリントを抱えて登校、
増 え ま し た 。そ の 問 題 解 決 の た め の 切 り 札 が「 デ ジ タ ル ノ ート 」。こ の 講 座 で は

Microsoft365に入っている「One Note」を使って、デジタルノートテイクの方法を学びま
これが使えれば、
あなたのノートPCが重くてかさばる紙の資料の代わりになります。
す。

オンライン授業が始まって失敗できな
講義体験で使い方
い環境になる前に、
をマスターしておきましょう。

学習用電子書籍の使い方
大学生協の新学期PCにもセットされている学習用電子書籍
「DECS」
の使い方を学びます。

● 新入生向けに制作された1本5〜10分のオンデマンド動画で、短い時間でも気

● 動画は項目ごとにわかれているので、わからないところは見直したりして、効
果的に学習を進めましょう。

新入生のためのパソコン基礎講座

Online 2021

運転免許

遠隔授業 ツールは「 Zoom 」または
「Microsoft Teams」
というWebミー
ティングツールを使用します。
講座で
使用する自分のパソコンへ各アプリ
のインストール
（無償）
が必要です。

軽に学ぶことができます。動画を見ながら自分のパソコンで同じように操作
してみましょう。

講座名

TOEIC®

オンライン 体験講座 は 1 回約 20 分。
Zoom、Teams両方の講座に参加もで
きます 。1 回参加 しただけでは 自信 が
ない場合は2回目の参加もOKです。

大学の学びでは、参考書もデータも高校とは桁違いの情報量を扱います。
カバンいっぱ

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。

2021

講座概要

オンデマンド動画
（5〜10分の動画を約15本）
・オンライン体験講座への参加

講座日程

2021年3〜4月の期間

受講に
必要なもの

パソコン
（WindowsまたはMac）
インターネット接続環境

※オンライン講義体験日はログイン後、希望の日程を選択してください

※ 2021年3月から動画教材を公開（動画視聴は2022年3月末まで可能です）

6,000 円（税込）

※ 動画の視聴やオンライン講義の体験等にな機器および回線はご自身のご負担でご用意ください。また、接続に関するトラブルや視聴品質の低下等については弊会
では一切責任を負いません。
（https://www.withnavi.org/sanrio/images/kouzayakkan.pdf）を適用します。
※ 本講座のお申し込みに際しては、大学生協事業連合・講座約款B
購入後の返品及び途中解約については、
理由の如何を問わずお引き受けかねます。
条件の詳細については本講座のwebページにてご確認ください。
動画を含めた一切のデータは個人の利用に限定しています。いかなる形であっても、複製や再配布・上映などでご購入者以外の方が利用
※ 本サービスで提供される、
できる状態を生じさせることは認められません。
※ 講座内容は一部を変更することがあります。

教科書

受講料

https://www.u-coop.net/career/pc_d/

主催：大学生協事業連合
学び支援事業部

2月15日よりWEBサイトオープン予定です
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パソコンを購入する
パソコン

パソコン
生協

大学生活仕様
へのこだわり

安心

購入後も定期的な無料点検でパソコンの無料診断!!

生協パソコン無料定期点検会

インターネット

生協では、富士通の技術スタッフによる無料のパ

ソコン点検会を定期的に実施しています。

パソコンの使用に関する疑問・気になる点をお気
軽にご相談ください。

電子辞書
キャリアアップ

パソコン
生協

大学生活仕様
へのこだわり

安心

先輩学生が、
その目で生協パソコンの製造過程を視察・点検！

大学生協オリジナルパソコン
製造工場視察（富士通 島根工場）

TOEIC®

大学生になったのでパソコンを買いたいと思っている人も多いのではないでしょうか？こ

れから4年間・6年間使い続けるパソコンですので後悔のないように選びたいですよね。
そこでおすすめするのが大学生協パソコンです。実は現役大学生の先輩もパソコンの選

定に加わっています。実際にパソコンを製造している工場を見学させていただき、品質の

高さを目で見て確かめてきました。機械化されている製造ラインではこまめなチェックを

し、人の手で行う工程も効率よくかつ正確に行え

運転免許

るような工夫がいくつもされています。このように

して、
「安心して使える」大学生協パソコンが生産
されています。

教科書
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CAREER PAGE
大学生活仕様
へのこだわり

安心

パソコン

パソコン
生協

2021

オリジナルパソコンにセットしているOfﬁceは、
大学生だからこそ、
おススメしたい！

Microsoft 365 Apps for Students

インターネット

大学生活＋社会に目を向けた
Microsoft 365を！
Microsoft 365

富山大学生協版ライセンス

最近ビジネスの社会ではMicrosoft 365の導入が急速に進んでいます。Microsoft 365はWord、Excel、PowerPoint だけではあ

電子辞書

りません。クラウドサービスとして継続的な機能追加がされるほか、クラウドストレージのOneDriveやコミュニケーションツールの
Teamsを使い、場所やデバイスを選ばず作業が出来たり、共同作業がスムーズに出来るように設計されています。
大学生協では新入 生がそれらのツールを社会に出るまでに使いこなせる事を願い、新入 生の皆 様にご 案内するパソコンには
Microsoft 365をご提案いたします。

使えるアプリケーションが豊富！
しかも常に最新版 !!

Microsoft 365 Apps
for Students なら

使えるOﬃceアプリケーション

OneNote

Word

Publisher

PowerPoint

Access

文書作成（Windows のみ）

デジタルノートブック

プレゼンテーション

ワープロ

データベース（Windowsのみ）

Excel
表計算

使える主なオンラインサービス
OneDrive

1TB のオンラインストレージ

Yammer

組織内の
プライベートSNS

Teams

コミュニケーション
ツール

Sway

プレゼン、レポート
簡単作成ツール

Teams

チームを作成し、さまざまな作業を共同で進め
る事が出来ます。音声、ビデオ、Web での会議
を開催したり、ファイルを共有し共同で編集作
業を行ったり、チームメンバーのスケジュール
を管理したり、各自のデスクトップの共有もで
きます。
共同研究、サークル内での情報共有など使い方
はアイデア次第で無限にあります。

注目！

OneDrive
運転免許

テキスト、画像、PDF ファイル、音声などを 1 カ
所に集めて記録出来ます。
最近は授業のノートテイクに使う学生が増えて
います。ノートブックを大学の仲間や友人、家
族と共有できます。

注目！

OneNote

TOEIC®

注目！

Outlook

スケジュール管理・メーラー

●新しい機能が定期的に提供され、常に最
新の機能を使い続ける事ができます。
●Teamsを使って仲間との共同作業をス
ムーズに進める事が出来ます。もはやメン
バー全員が同じ場所に集まって作業する
必要すらありません。

キャリアアップ

●ご本人の所有するタブレットやスマホに
もインストール可能です。
（最大各5台まで）

Oﬃce 365 ProPlus では、1TB までお使い頂け
る大容量クラウドストレージです。パソコンの
ファイルを丸ごと保存し、常に同期させる事で
バックアップの心配もありません。パソコンの
ストレージ容量が不足する心配もありません。
OneDriveにデータを保存しておけば、どこから
でも、どのデバイスからでも編集出来ます。新
たに作成したファイルを OneDrive に保存して
おけばどのデバイスからも開く事ができます。

教科書

ご注意事項
●このライセンスは4年もしくは6年の期間限定のライセンスです。
●PC本体へのMicrosoft 365 Apps for Studentsのインストールは、
ご自身で行っていただくか、講習会等で行う必要があります。
※インターネット環境が必要です。
●パソコンご購入者にはライセンスキーおよびパスワードをお渡しします。
再インストールの際に必要になるので、大切に保管してください。
●このライセンスは有期のライセンスであり、
ライセンス利用期間終了後大学院等に進学するなどで継続使用を希望される場合は、追加でライセンスを購入することで使用する事が出来ます。
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パソコン

インターネットを
活用する

インターネット

インターネット接続は生協におまかせください！
大学の勉強・研究にインターネット接続は必須アイテム。
生協は大学周辺のマンション・アパートのインターネット環境を把握しています。

電子辞書

用途に合った回線選びから開通まで、生協が完全サポートいたします。
安心してお申し込みください。

富 大 生 が 語 る イ ン タ ー ネ ッ ト 活 用 術 ！

キャリアアップ

履修登録

レポート・論 文作成

授業の内容や成績評価の方法などは
Web シラバスを参照し、履修したい授
業を選択します。授業の時間割が決まっ
たら必ず履修登録が必要になります。
大学内のパソコンを使って基本的には
登録するのですが、自分のパソコンで設
定を行えば自宅から履修登録が可能に
なります。

大学の授業では、レポートが科せられる
ものもあります。授業で習った内容だ
けでなく、自分で調べた内容についてレ
ポートにまとめることもしばしば。特
に卒業論文を作成する際には、テーマに
関する調査に必要なだけでなく、類似の
研究論文を検索するのにもインター
ネットは役立ちます。さらに作成した
レポートはその授業専用の Web ページ
で提出を求められることもあります。

TOEIC®

メール

運転免許

大学では高校までのように教室に常時先
生がいるわけではありませんから、なか
なか連絡を取ったり相談をしたりという
機会はありません。授業のことについて
教授に質問がある場合や研究室に伺いた
い場合は、メールでアポイントメントを
とってうかがうのが礼儀です。メールが
使えるように環境を整えるだけでなく、
ビジネスマナーとしてのメールの書き方
も勉強しておくといいですよ。

就職活動
就職活動はいまやインターネットがな
ければできないといってもいいほどの
もの。就活サイトで受けたい企業のエ
ントリーや説明会や面接の予約をする
のはもちろん、選考のための筆記試験を
Web ページで行う会社も大手企業には
多いです。もちろん業界研究や企業研
究など情報収集をするツールとしても
必要です。

富 山大学PS N S
富山大学の学生と教職員専用の SNS サ
イト。学内サークルでの情報交換に便
利なだけでなく、キャリアサポートセン
ターや保健管理センターなど学内施設
のコミュニティーもあるので学内イベ
ントの情報収集にも最適。なかには大
学内の落し物を公表しているものも。
日記を書くと学生だけでなく教職員も
コメントをくれたり、相談にのってくれ
たりするのも魅力です。

インターネットは大学生活に必須！
教科書

大学生活をするうえでインターネットは手放すことのできない存在です。

富大ではレポート提出や履修登録、シラバス確認まですべてインターネットで行います。

自宅にインターネットをしっかりと整備することで、大学生活がよりスムーズに過ごせます。

さらに、最近ではWi-Fiを活用した機器も多かったり、自宅でSNSや動画などを見たりするのにも
重宝します。

インターネットを正しく活用して大学生活を充実させませんか？
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工学部
工学科知能情報コース 2 年

森岡朋紀 さん

CAREER PAGE

2021

パソコン

大学・短大・専門学校生限定

インターネット

適！

らに快
さ
で
ン
ョ
シ
v6 オプ

IP

2,980 円
NTT フレッツ光マンションタイプ対応の場合

非対応物件や戸建ては 月額

さらに、
おトクがいっぱい
無料

工事費

最大１万円引き

無線ルータ
プレゼント

QR

コードから

セキュリティ

運転免許

出張設定

3,980 円

申し込みは

TOEIC®

月額

インターネット
使い放題

キャリアアップ

ずっと

卒業するまで

電子辞書

ン
ラ
プ
割
学

ソフト付き

教科書

［ネスクかがやきについて］
「ネスクかがやき」は、NTT 東日本・NTT 西日本が提供するフレッツ光サービス卸「光コラボレーションモデル」を採用し、速度・品質はそのままに、NTT 東日本・NTT 西日本とネスクの
料金請求をまとめ、さらにお得なセット割引となる光インターネットのサービスです。表記の通信速度は、技術規格上の最大値であり、実効速度ではありません。端末、LAN ケーブル、その他の利用環境・状況等により、
実効速度が向上しない場合があります。利用環境・状況等によっては、
数メガ bps になる場合があります。
[ 学割プランについて ] 大学・短大・専門学校に通う学生が対象のプランです。加入時から卒業時まで、
特別料金で
「ネ
スクかがやき」が利用できます。在学生の加入も可能ですが、卒業までの期間が 1 年以上ある 25 歳以下の学生のみ受付いたします。ご加入時に学生証の提示が必要です。卒業年月よりも前に退会される場合は、所定
の解除料が必要になります。未成年者のご入会時には、保護者の同意が必要です。保護者の銀行口座・クレジットカードで支払いすることはできますが、契約者名義は学生ご本人様とさせていただきます。卒業時に退
会の申告がない場合は、卒業予定日以降は標準プランでの自動継続となります。[ タイプについて ] マンションタイプは、
「フレッツ光マンションタイプ」に対応しているマンション・アパートにお住いの方がご利用い
ただけるプランです。非対応のマンション・アパート、戸建てにお住いの方は、
「ファミリータイプ」の提供となります。
「ファミリータイプ」を敷設する場合は、管理会社、もしくはオーナー様の許可が必要となります。
退去時に回線撤去が必要です。
[ 出張設定について ] 出張設定は、
富山県・石川県・福井県限定のサービスとなります。設定内容は、
プロバイダー開通設定、
メールアドレスの設定となります。開通前に会員登録証と Wi-Fi ルー
ターを送付させていただきますので、設定員に渡してください。設定時に、登録証を受け取っておらず、当日設定ができない場合で、日時を改めざるを得ない場合は、有償となります。[ セキュリティソフトについて ]
カスペルスキー月額版を無料で利用できます。ソフトはお客様にてネスクホームページからダウンロードしてインストールしてください。
◎
「フレッツ光」は、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社の登録
商標です。
◎
「ネスクかがやき」は、株式会社ネスクの登録商標です。
◎ご不明な点につきましては、お問い合わせいただくか、ネスクのホームページをご覧ください。2021 年 1 月 1 日現在
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パソコン

電子辞書を購入・活用する

インターネット

おすすめ電子辞書1

おすすめ電子辞書2

文系学部の方向け

理系学部の方向け

P22

P23

おすすめ電子辞書3

おすすめ電子辞書4

医学部医学科の方向け

医学部看護学科の方向け

P24

P25

高校とは違う！ 大学生には大学生のための電子辞書を使おう！
大学生になったら大学生にふさわしい電子辞書が必要です。大学生協が提案する電子辞書は、高校生モデルからさら

電子辞書

に充実したコンテンツと便利な機能で大学生の学習シーンを頼もしくサポートします。

大学生モデルは質の違いが一目瞭然。
「調べる」
電子辞書から
「学ぶ」
電子辞書へ

キャリアアップ

高校と大学 では必要とされる辞書がこんなに違う！
A Z-Y4700edu
XD-Y4800

２０１6年度
高校生モデル

大学生モデル
英

大学

●海外語学研修には大学学習レベルの

では

高校

英語辞書が必須

●研究に対応できる豊富な専門語が必須
●大辞典クラスの英和辞典が必要

TOEIC®

では

英

（「リーダーズ英和」の収録語彙数は約28万語 ）

●本格的な英英辞典が必要

語

●TOEIC

●英和と和英、
一冊ずつあれば充分

●高校生の定番
「ジーニアス英和（第5版）」

の収録語彙数は約105,000語

国

語

●国語辞典は明鏡や広辞苑など

運転免許

●学習の場面での使用が中心

その他
●受験生向けの教科別用語集や小辞典・

学習用コンテンツがメイン

語

、TOEFL ®などへの対策が必須

®

●英語によるコミュニケーションが必要

国

語

文系の学習なら！

●専門語や新語に対応した、
最新の

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

複数の英英辞典を横断検索して、慣用表現、日常会話

国語辞典や百科事典が必須

など、英語のボキャブラリーを増やそう！

その他
●第二外国語（選択科目）の辞書が必須
●就活のためのSPI試験対策が必須

理系の学習なら！

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

英語論文を読むための専門語辞典はもちろん、理工系の

学習には岩波理化学辞典が必須！

●社会用語の知識が必須

※画面や書籍の画像はイメージです。実際の製品内容とは異なる場合があります。

電子辞書はやっぱり大学生には大学仕様がオススメです！
教科書

私はどうして大学生向けの電子辞書を買う必要があるのか理解しないまま購入しました。ですが、授

業が始まった今では学習には欠かせない存在となっています。大学生向けの電子辞書は高校生向け

の電子辞書よりも高度で多くの語彙が収録されているので、英語の授業やレポート作成時によく使っ
ています。また、慣れない第二外国語の授業や勉強でも単語を手書き入力などで調べることができる

のでとても重宝しています。さらに、大学生向けの辞書にはTOEICや就活に役立つコンテンツも入っ
ています。大学生の生活にあった内容となっているのでより快適な学生生活を送れるはずです！

20

人文学部
人文学科 1 年

末金 磨理英 さん

CAREER PAGE

電 子 辞 書を購 入・活 用する

収録見出し語数

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

VS

AZ-Y4700edu

大学生モデル
AZ-SR9850

約10万5千語
ジーニアス英和辞典第5版

約10ヒット

[Interface]を複数辞書検索した場合

約

約25万5千語
ジーニアス英和大辞典

約2.4

！
倍

約130ヒット

約13

！
倍

[Interface]を複数辞書検索した場合

60万例文

約123万例文

！
約2倍

5コンテンツ

も
就職に
有利！

英語強化モデルの場合

0コンテンツ

SPI・一般常識 他

インターネット

複数辞書検索による

高校生モデル

パソコン

こんなに違う！

2021

電子辞書

※画面はイメージです。コンテンツは変更となる場合がございます。

大学生モデルの電子辞書は、英語や第二外国語、英語の専門資料を調べてのレポート等の作成など、大学での高度な授

業内容に対応するための辞書、辞典などを搭載しています。ですので、高校生モデルと比べ、専門授業等の語彙のヒット数
や詳しさは圧倒的に違います。また、TOEICや就職活動など大学生活に役立つコンテンツも豊富に収録しているのが特徴

キャリアアップ

です。

大学生協オリジナル電子辞書ラインナップ

みなさんの大学生活にピッタリの1台を！
文系学部のみなさんへ

理系学部のみなさんへ
おすすめ電子辞書2（理系学部の方向け）

英語強化モデル

理系強化モデル

AZ-SX9800

AZ-SX9850

P22

P23

医学部看護学科のみなさんへ

おすすめ電子辞書3（医学部医学科の方向け）

おすすめ電子辞書4（医学部看護学科の方向け）

医療系コンテンツ多数収録

看護・医療系コンテンツ収録

P24

医学書院 看護医学電子辞書15

IS-N15000

教科書

AZ-SX5900MED

運転免許

医学部医学科のみなさんへ

TOEIC®

おすすめ電子辞書1（文系学部の方向け）

P25
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電 子 辞 書を購 入・活 用する
パソコン

文系学部のみなさんへ

英語の授業はもちろん、英語文献を調べたり、英語論文を書いたりなど、大学での高度な語学学習をしっかりサポートしてく
れる文系学部の方にオススメの電子辞書です。ご自分の語学力を上げるための機能やTOEICコンテンツも充実！
また、就職活動に使えるコンテンツも搭載と、様々な大学生活シーンに役立つ1台です。

インターネット

おすすめ電子辞書1

文系（英語強化）モデル
電子辞書大学生協オリジナルモデル

学びを強力サポート！

200

NEWモデル

NEWモデル

AZ-SX9800
!"#$%&'((

!"#
コンテンツ

高度な英語学習をサポート
！
英語強化コンテンツ
高度な英語学習をサポート！

ジーニアス
英和大辞典

リーダーズ英和辞典
第3版

リーダーズ・プラス

新編
英和活用大辞典

200万語専門用語
英和・和英大辞典

新英和大辞典
第六版

新和英大辞典
第五版

キャリアアップ

オックスフォード
例文辞典
ロングマン
現代英英辞典 6訂版

オックスフォード
現代英英辞典（第9版）

オックスフォード
新英英辞典 第2版

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

オックスフォード ビジネスパーソンのための
例文辞典
英語イディオム辞典

最新ビジネス英語
スーパー辞典

新TOEIC
テスト
スコアアップ
TOEIC テスト
ハイパー模試

新TOEIC
テストスコアアップ

キクタンTOEIC 500/600/800/990

TOEIC テスト公式問題集 TOEIC テスト TOEIC 15日で500点突破
新形式問題対応編 新形式問題やり込みドリル リスニング攻略/リーディング攻略

安心して使える便利な機能

さらに

フランス語
XS-OH29DL-B

TOEIC®

韓国語

XS-SH26DL-B

スペイン語

イタリア語

ロシア語

ポルトガル語

在学 保 証［最長 4 年間］

大学生特別斡旋価格
XS-SA28DL-B

XS-HA10DL-B

CASIO AZ-SX9800
修理代金割引
+

在学保証【最長4年間】

*

特典

修理代金割引

保証対象外の修理料金も割引に！

・電子辞書ケース
・第二外国語コンテンツ割引券付

メーカー保証を最長
4 年間に延長！
保証対象外の修理料金も割引に！
※大学生協オリジナルモデルは例年
4 月末ごろには在庫がなくなっています。お早めの準備をおすすめいたします。

運転免許

AZ-Y4700edu

特別割引にて、
4月12日以降に販売いたします。
大学生モデル
VS

38,000
特典

*

ジーニアス英和辞典第5版

ドイツ語

韓国語

スペイン語

ジーニアス英和大辞典

約2.4

こんなに違う！

フランス語

ロシア語

530

ヒット数

教科書

日本語キーワード

授業を受けたり課題をやったりする中で、短時間で調べられる電子辞書にとても助けられています。
ま
！
約123万例文
約2倍
英語強化モデルの場合
た、学年が上がるにつれて英語の文献を取り扱うことも多くなると思うので、
これからもお世話になると

思います。生協モデルを購入しましたが、第二外国語のダウンロードの割引券をもらえた点も助かりま
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韓国語

XS-SH26D

+

高校

AZ

約

ジ

複数辞書検索による

60万例文

も
就職に
5コンテンツ
0コンテンツ
した。他の外国語でも同じような状況になることが多いと思うので、
買っておいて損はないと思います。
有利！
SPI・一般常識 他

ポルトガル語

収録見出し語数

［absolute］
を複数辞書検索した場合

※画面はイメージです。コンテンツは変更となる場合がございます。

XS-OH29D

数量
定
大学生協ならで
限

お得な価格設定は売店ならでは！

動詞や代名詞が変化するので、変化や性を見るために、必ず単語を調べる必要が出てきます。だから、

約

フランス

特典
大学生特別斡旋価格
円（税込）

！
倍

約90ヒッ私は、
ト
！ドイツ語では、単語に性別があり、それに合わせて
約
ヒット
第二外国語の授業でドイツ語を学んでいます。
約6倍

[absolute]を複数辞書検索した場合

イタリア語

AZ-SR9800

約25万5千語
電子辞書文系モデル

約10万5千語

中国語

ドイツ語

2019年

第二外国語は、シリアルコード（専用パッケージ）
尚、Mac及びパソコンをお持ちでな

第二外国語はコンテンツで追加できます。

高校生モデル

TAFCOT（タフコット）

XS-SS04DL-B
ボディの内部にサイドビー
単3形アルカリ乾電池2本
ムや緩衝材を使用して剛性
で、
最長約130時間駆動を中国語
XS-SH24DL-B
を強化。
落下、
振動、
加圧な
実現。
海外旅行など移動時
どの衝撃を緩和します。
も快適に使用できます。

XS-SH25DL-B

電子辞書大学生協オリジナルモデル
協ならではのお得＋安心仕様！
特典

タフパワー設計

大 学 生 協 な らで は の お 得 ＋ 安 心 仕 様 で ご 提 供！
XS-HA09DL-B

第二外国語セット

お得！

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

お得な価格設定は生協ならでは！
メーカー保証を最長 4 年間に延長！
パッケージ）をご購入頂き、
Windowsパソコンからのダウンロードになります。
をお持ちでない方は、大学生協の店舗窓口にお問い合わせ下さい。

格

大学生の学び

2019 年

2020年

コンテンツ

英語強化モデル

大学生向け電子辞書

電子辞書

ト

大学生特別モデル

例文検索

就活系コンテンツ数

文学部
人文学科 1 年

菅 晴菜 さん

[Inter

約
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2021

パソコン

理系学部のみなさんへ

理系では専攻分野の専門用語や研究用語などが飛び交います。そんな理系学部のみなさまの専門学習をサポートできるよう
に、理化学辞典や、自然科学系英和・和英など、理系学生向けコンテンツを搭載しています。もちろん教養の英語の授業にも
対応していますし、文系モデルと同様、語学力を高める機能やコンテンツも充実していますので、理系学部の皆さんの勉学生
活や大学生活を頼もしくサポートする１台です。

インターネット

おすすめ電子辞書2

理系（理系強化）モデル
電子辞書大学生協オリジナルモデル

びを強力サポート！

200

2020年
NEWモデル

AZ-SX9850
!"#$%&'()
大学生向け電子辞書

コンテンツ

理系強化モデル

電子辞書

理系強化コンテンツ
理系専門学習に対応
！
理系専門学習に対応！

理化学英和辞典

入試に出る化学反応式
まとめとポイント［改訂版］

覚えておくべき
物理公式101
［新装版］

自然科学系英和大辞典増補改訂新版

自然科学系和英大辞典増補改訂版（第5版）

旺文社 生物事典 五訂版

高校数学解法事典 第九版

旺文社 物理事典

キャリアアップ

岩波 理化学辞典 第5版

旺文社 化学事典

新TOEIC
テスト
スコアアップ
TOEIC テスト
ハイパー模試

新TOEIC
テストスコアアップ

キクタンTOEIC 500/600/800/990

TOEIC テスト公式問題集 TOEIC テスト TOEIC 15日で500点突破
新形式問題対応編 新形式問題やり込みドリル リスニング攻略/リーディング攻略

安心して使える便利な機能

年NEWモデル本体に下記追加コンテンツで、
さらにお得なプライスに！

ス語

DL-B

DL-B

タフパワー設計

イタリア語

大 学 生ロシア語
協 な らで は のポルトガル語
お 得 ＋ 安 心 仕 様 で ご 提 供！
XS-HA09DL-B

単3形アルカリ乾電池2本
で、
最長約130時間駆動を
実現。
海外旅行など移動時
も快適に使用できます。

XS-SH25DL-B

在学 保 証［最長 4 年間］

大学生特別斡旋価格
XS-SA28DL-B

XS-HA10DL-B

お得な価格設定は生協ならでは！
メーカー保証を最長 4 年間に延長！
）をご購入頂き、
Windowsパソコンからのダウンロードになります。

修理代金割引

保証対象外の修理料金も割引に！

TAFCOT（タフコット）
ボディの内部にサイドビー
ムや緩衝材を使用して剛性
を強化。
落下、
振動、
加圧な
どの衝撃を緩和します。

TOEIC®

語

スペイン語

ない方は、大学生協の店舗窓口にお問い合わせ下さい。

電子辞書大学生協オリジナルモデル
ではのお得＋安心仕様！

CASIO AZ-SX9850
修理代金割引
,

在学保証【最長4年間】

特典

38,000

・電子辞書ケース
・第二外国語コンテンツ割引券付

メーカー保証を最長
4 年間に延長！
保証対象外の修理料金も割引に！
※大学生協オリジナルモデルは例年
4 月末ごろには在庫がなくなっています。お早めの準備をおすすめいたします。

数量
限定

円（税込）

校生モデル

Z-Y4700edu

特別割引にて、
4月12日以降に販売いたします。
大学生モデル
VS

中国語

ドイツ語

韓国語

スペイン語

イタリア語

フランス語

ロシア語

運転免許

第二外国語はコンテンツで追加できます。

ポルトガル語

AZ-SR9850

約25万5千語 約2.4倍！
普段の英語学習から専門的な用語まで対応できる優れもの
！

約10万5千語

ジーニアス英和辞典第5版

ジーニアス英和大辞典

130

！
約10ヒッ大学生になると、
ト
倍
約
ヒット
13専門的な用語を目にすることが多くなります。
英語を勉強することはもちろん、

rface]を複数辞書検索した場合

[Interface]を複数辞書検索した場合

約

高校生のモデルでは、大学生の専門的な用語に対応することが難しいです。特に理系となると、
英語の論文を読むことがあり、
その論文の中には数多くの専門用語があります。
大学生のモデル
！
約123
万例文
約2倍
英語強化モデルの場合
の電子辞書で調べると、専門的な用語の意味が調べられ、
英語の論文を読むことが簡単になる

教科書

60万例文

約

と思われます。私は工学部の応用化学コースなので、この先、工業英語を読むことや、化学の論

も
就職に
5コンテンツ
0コンテンツ
文を読むことが多くなると思うので、
かなり重宝すると思います。
また、なんと言っても電子辞書
有利！
SPI・一般常識 他

のなかに様々な辞書があることが強みです。紙の辞書一つ持っていくことすら、荷物が重くて大

※画面はイメージです。
コンテンツは変更となる場合がございます。
変なのに、教科書も多いので、
もっと大変です。
電子辞書があれば、それ一つ持っていくことで、

荷物も軽くなり、気軽に持ち運ぶことができます。

工学部
工学科応用化学コース 1 年

舘 弘行 さん
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電子 辞 書を購 入・活 用する
パソコン

医学部医学科のみなさんへ

専門用語が飛び交う医学の世界を志す医学部医学科のみなさんのために、基礎学習から臨床研修まで強力にサポートする医
学系コンテンツを搭載した、生協オリジナル電子辞書をご用意しました。高精細液晶で図版や表もくっきり表示されるので理

解が深まります。もちろん、国語辞典、英和・和英・英英辞典など一般の講義にも活用できる辞書も豊富に収録しているので、
6年間の大学生活で手放せない必携アイテムになります。

インターネット

おすすめ電子辞書3

医学系モデル
電子辞書大学生協オリジナルモデル
8

医学系

77

2020年
NEWモデル

AZ-SX5900MED
コンテンツ

コンテンツ

電子辞書

英語学習だけではない、医学学習や医療実習で
フル活用できるハイエンドモデル

キャリアアップ

「ステッドマン医学大辞典」
「南山堂医学大辞典」をダブルで搭載！
また英語での医学用表現やニュアンスを捉えるのに最適な「ステッド
マン医学英英辞典」も搭載しています。その他医療系コンテンツも多
数収録と、医学部の授業や医療現場等で強い味方となる１台です。

TOEIC®

ステッドマン
医学大辞典
改訂第6版

ステッドマン
医学英英辞典

収録数：約 100,000 語
カラー写真：約 550 点

収録数：約 107,000 項目
カラー写真：約 1,000 点

プラクティカル
医学略語辞典第6版

電子辞書版
今日治療薬2018

南山堂
医学大辞典
第20版

医学英和大辞典
（第12版）

収録数：約 40,000 語／
図表約 750 点

収録数：
約 250,000 語

今日の臨床検査
2017-2018

医療の英会話

収録数：
見出し語約 780 項目
キーワード約 1,500 項目
約 300 図

収録数：約 9,200 語

書籍版は
刊行されていません

ネイティブ音声収録
収録数：約 400 例文

大 学 生 協 な ら で は の お 得 ＋ 安 心 仕 様 で ご 提 供！
運転免許

大学生特別斡旋価格

お得な価格設定は生協ならでは！

電子辞書大学生協オリジナルモデル

在 学 保 証［最長 6 年間］

メーカー保証を最長 6 年間に延長！

CASIO AZ-SX5900MED

・電子辞書ケース ・第二外国語カード割引券付

教科書

外国語も専門用語もこれ1台でOK

数量
限定

修理代金割引

保証対象外の修理料金も割引に！

89,000

円（税込）

※大学生協オリジナルモデルは例年 4 月末ごろには在庫がなくなっています。お早めの準備をおすすめいたします。

医学部医学科 6 年・男

この電子辞書は、様々なシーンで使うことができます。1年生の時は、第二外国語（ドイツ語）の授業でよく使いました。分からない単語の意味を調

べることができるのはもちろん、発音も聞けるので、口頭発表の前などはとても助かりました。2年生では、解剖の時間に重宝しました。通信機能

や撮影機能のついているものは実習室内に持ち込めないので、分からない英名やラテン名が出てきた際にサッと調べたりできるこの電子辞書はす
ごく便利でした。
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これから看護を学ぼうとするあなたの手元に看護大事典はありますか？

パソコン

医学部看護学科のみなさんへ

看護の世界は専門用語が多く、教科書・参考書にも

当然のように難しい言葉が並びます。英語を学ぶときに英和・和英辞典があるように、看護を学ぶときには看護の事典が必要
です。生協がおすすめする医学書院の電子辞書は、看護・医学系の辞書類を18点収録、英語系・国語系・英会話・生活に役立
つ辞書が多数収録されています。

インターネット

おすすめ電子辞書4

看護系モデル

医学書院

看護医学電子辞書15

電子辞書

IS-N15000
実習を強力サポート

●動画で学ぶ看護技術
●KAN-TAN 看護の実習マナー

国試対策コンテンツも充実！
キャリアアップ

●看護師国試 必修チェック！
●国試 deクイズ
●KAN-TAN 看護の計算・数式

※本体写真は昨年モデルです。

●保健師助産師看護師国家試験出題基準 平成 30 年度版

試験勉強にも対応 便利な学習サポート機能
●ノート ●マーカー単語帳 ●付箋 ●暗記カード

充実の語学学習機能とコンテンツ
●看護英会話入門 ●NHKラジオ英会話
●英会話スキットトレーニング

TOEIC®

看護師に必須の専門コンテンツを常に新しく。

「治療薬マニュアル」
「NANDA-I 看護診断」
「看護・医学事典」
「ポケット医学英和辞典」改訂版収録。
学習機能を一層強化した全 60 タイトル。

医学書院

看護医学電子辞書15

IS-N15000

・電子辞書ケース ・第二外国語コンテンツ割引券付

52,200

円（税込）

教科書

専門知識の基礎情報を調べるのに便利！

数量
限定

運転免許

「保健師助産師看護師国家試験出題基準 平成 30 年版」なども収録し、
国家試験を強力にサポート！「動画で学ぶ看護技術」は実習で役立つ 60 の看護技術を収録。

医学部看護学科 4 年・女

私はこの電子辞書を、授業の中で分からないことができた時やレポートや課題などで調べ物をするときに使っています。この電子辞書ですべてを

網羅することはできませんが、基礎的な知識やある程度の情報なら把握できます。特に、病名をはじめとした専門用語は分かりにくかったり、理解
しにくかったりすることがあるので、詳しく調べる前の基礎知識を知るのに使ったりしています。この電子辞書は学習のサポートにとても役立って
います。
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パソコン

FIND
A GOAL

見つける！大学生活でやりたいこと
私だけが不安なの？

インターネット

みんなはどうなんだろう？

高校と大学の
違いは？

12
2021 4
START
2020年

年

月〜

月

※実施日時はWEBサイトで
ご確認ください

電子辞書
キャリアアップ

後悔しない
大学生活を送るには？

日本全国の大学生と
つながる！

TOEIC®

大学生活

やりたいことを

見つけるには？

運転免許

スタートアップ
講座 Online

詳しくはWEBで

教科書

全国の新入生とオンラインでつながる

ドキドキを
「ワクワク」に変える、
新入生のためのレッスン

26
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パソコン

大学生活を始める前に！

全国の新入生とオンラインでつながるスタートアップ講座

インターネット

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。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」のきっかけ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
セラーの力も借りてスタートしてみませんか？

プロの講師による動画教材

動画視聴

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。

自分を
知る

目標が
できる

1

Day

2
3

●
●

12月〜4月の設定日から選択

Student Emotional Intelligence Quotient の略称で、学生のための感情知性指数（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

SEQとは

タにつながります。

オンライン交流

12月〜4月

新入生同士で行動目標を共有し交流する

7月〜8月

Zoomを用いた
オンライン交流

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1時間）

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
パソコンへZoomアプリのインストール
（無償）が必要です。
マホやタブレット、

前向きな気持ちになれました！

推薦入学生向け：12月スタート ● 一般入学生：2月以降スタート
各学部・各分野別向け：3月中旬スタート

講座の詳細、日程、
お申込み方法は

大学生活スタートアップ講座 Online 2021

WEBサイトでご確認ください。

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（約1時間）3回、SEQ受診2回と解説

講座日程

Day 1：12〜4月スタート、夏休み前までの計3日間（詳細はWebで確認ください）

10,000 円（税込）
※SEQ受診料2回分を含みます

専門分野別コース追加料金

6,000 円（税込）

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

教科書

全国・全学部の新入生対象
受講料

昨年度参加者の声

● 友達もいない知らない土地で、どんどん不安が大きくなって自分が何をしたいのか全
くわからない状況で辛かったので今回参加しました。
希望を持てたし、前を見て頑張ろ
うと思えたので、
（N大）
1人で悩まずに思い切って参加して本当に良かったです。
● 自分 の 大学 だけでなく 他大学 の 人 とも 交流 することができ 、新 たな 発見 をさせても
らった。
動画を見て自分なりに将来について考えた後で他の人や先輩の考えに触れる
ことで得られる学びがより多くなったと感じた。
とても満足している。
（O大）
● 人に聞いてもらうと、これでいい、こうしたほうがいいといったことが確認できるし、人
から感想をもらうと自分が周りからどう見えているかがわかることに気づいた
（Y大）
● 漠然と色々やりたい！と思っていたのが、今回のセミナーで具体化されていって、改め
て自分と向き合うことが出来ました。
また、
皆さんのお話を聞いて、新しい視点を得る
ことも出来たので、
本当に参加させて頂いて良かったです。
（R大）

運転免許

講座名

全国の新入生とつながる

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
」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
こと「
視野が大きくひろがる機会になります。全学
きた先輩の考えと経験を知ることは、
部対象コースに加えて、
教育・保育/医歯/看護/福祉/獣医/芸術の専門分野別コー
スもあります。

● 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1時間）

※詳細はWebサイトで確認できます

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。

● 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1時間）

夏休 み 前

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

新入生同士で目標づくりのための
マインドセット

入学前

大学生活と大学の学びを充実させるためのコツ

●

TOEIC®

Day

入学前

大学生と高校生の違い

●

キャリアアップ

Day

●

電子辞書

講座動画の内容
（約20分ｘ3本）

全学部対象のセミナーに加えて、
教育・保育／医歯／看護／福祉／獣医／芸術、の
各学部・各分野の新入生対象の、
オンライン交流セミナーに参加できます。
専門分野別コースのみの申込もできます。
その際の受講料は10,000円
（税込）です。

主催：大学生協事業連合
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パソコン

TOEIC®Programに挑戦
TOEIC®対策を始めたい方へ

TOEIC スターターキット

インターネット

®

P31

生協の英語学習サポート

P30

大学生には、
TOEIC®Programスコアは必須アイテムです！
T O E I C ® P rog ramとは

電子辞書

Test Of English for International Communication の略で、英語によるコミュニケーション能力を正確に測定
できるテストのことです。英訳の知識や技術だけでなく、あらゆるリアルな場面でどれだけ英語コミュニケー
ションができるかを測ります。
大学に入学した時の皆さんの英語コミュニケーション能力は、TOEIC®L&R スコアにして、平均点 430 点（990 点
満点）くらいです。スコア 600 点を超えると、電話での会話やプレゼンテーションができるレベルとなります。

キャリアアップ

使える英語を身につけよう！
こんな人におすすめです！
・大学時代に使える英語を身につけたい！
・英語が苦手だと思っている
・継続的な学習が苦手
・どの教材を選んだらよいかわからない

TOEIC®

4年生・院生の声

運転免許

4 年次より着手する「卒業研究」に
おいては、研究の参考となる資料
の多くが、英語で記述されていま
す。研究を進める中で英語は避け
て通れないので、早いうちに慣れ
ておくとよいと思います。

3・4年生
就職活動の際に「TOEIC®L&R のスコア
は何点ですか」とズバリと聞かれる事
も。TOEIC® のスコアは、履歴書に書け
る自分の立派な経歴です。

卒業生の声

大学に入ってからの英語の授業は、受験
勉強と違い、より専門的・実用的な英語
について学習します。

教科書

1・2年生
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®

希望の企業からの内定を
もらった後、「入社までに
TOEIC® を受験し、成績を
報告しなさい」と言われま
し た。海 外 部 門 の あ る 企
業なら、このような事もあ
ります。

CAREER PAGE

T O E IC ®に挑 戦！

2021

パソコン

生きた英語能力が求められています
求められる英語力は、
英語で仕事ができるレベル

TOEIC®L&Rスコアを社員採用時に参考にするか
無回答

参考にしている

12.1%

14.9%

415 444

2013年
「上場企業における英語活用実態調査」

860

A

540

691

海外滞在経験者

国際部門
営業部門

655~865

525~775

技術部門
新入社員

日常的に英語を
日常的に英語を
使用する社員
使用する社員

電子辞書

487

海外部門

32.9%

718

営業部門

要件にしていないが
将来はそうする可能性がある

企業が
期待する
TOEIC ®
Ｌ＆Ｒスコア

45.5%

581

海外部門

515

16.4%

要件にしていないし
今後もその予定はない

B

516

技術部門

要件にしている

730

C

営業部門

無回答

600
大学院平均

TOEIC®L&Rスコアを異動、
昇進・昇格の要件にしているか

470

D

技術部門

21.4%

350

大学平均

参考にすることがある

5.1%

220

レベル

32.6%

参考にしていないが
将来はそうしたい

TOEIC®スコア

高校平均

19.0%

TOEIC®テストスコアと英語能力レベル

ビジネスマンの
TOEIC ®Ｌ＆Ｒ
スコア

参考にしていないし
今後もその予定はない

インターネット

大学で学び、将来どのような道に進みたいですか？ 就職、進学…さまざまな夢があると思います。
皆さんが企業に就職しようとするとき、TOEIC®Program スコアが考慮されます。もちろん、ハイスコアであるほど有利です。
企業によっては、内定式や入社式で TOEIC®Program の一斉テストを実施したり、昇進や配属先の基準に適用されます。
大学院進学においてはもちろん、英語論文、英語によるプレゼンテーションは当然求められます。

480~720
465~650

キャリアアップ

700点レベルを目指し、4年間の継続学習を！

上図から、実践的に使える英語が必要なことがわかります。
しかし、求められるレベルをクリアしていくためには、大学の英語授業だけでなく、4 年間を通じた自己学習が必要です。
大学生協では、あなたの英語学習をバックアップします！

目標スコア

400

点台

自己学習のスタート
ポイントはリスニング

500

点台

860点

海外体験（または3年生の夏休みまでに）

730点

早めの海外体験を
英語はコミュニケーションの手段です。実際に海外
に行って、日本とは違う文化を体験することは本当に
使える英語の力をつけるために、とっても大事なこと
です。帰国後の学習にも大きな効果が期待できるで
しょう。

目標スコア

600

点台

220点
10点

4年生

どんな状況でも適切なコミュ
ニケーションができる素地を
備えている
日常生活のニーズを充足し、限
定された範囲内では業務上の
コミュニケーションができる
通常会話で最低限のコミュニ
ケーションができる
コミュニケーションができる
までに至っていない
資料提供：TOEIC®運営委員会

目標スコア

700

点台

進路に応じたビジネス英語にチャレンジ

海外語学研修＋自己学習で600点以上を

積極的に生の英語に触れよう

TOEIC® のスコアが 500 点を超えたら、海外語学研修に参加してみるとよい
でしょう。短期間でも英語オンリーの環境をつくることで、英語に対してこ
れまでと違う何かが見つかるはず。渡航までにはNewsも使った速読トレー
ニングをしていけば、いざ話す時も話題に困りません。帰国後は語学スクー
ルも活用しましょう。留学を目指す人は TOEFL の受験もおすすめ。

新聞、雑誌の記事を読んだり、積極的に外国人と会話するように心がけ
るなど、とにかく実践の場を増やしてコミュニケーション上手になりま
しょう。さまざまなテーマの素材を活用し、リスニングのほかに速読、
シャドウイング、ディクテーションなど、総合的なトレーニングを。

教科書

海外語学研修（夏休みまでに）

470点

Non-Native として十分なコ
ミュニケーションができる

運転免許

まずは実力を知るために、TOEIC テストを受験し
て、自分の英語の「使える度」を把握しましょう。自
己学習のはじめは「音」に慣れるためにリスニングに
時間をかけましょう。さらに知っている単語を音に
結びつけるために、中学 3 年生の教科書や、そのレベ
ルの素材を使って音読します。書かれた文字と聞こ
えてくる音を一致させるトレーニングも大切です。
®

3年生

2年生

990点

目標スコア

TOEIC®

1年生

TOEIC®L&Rスコアでわかる
コミュニケーション能力レベル

4年間で着実にステップアップ！

今の実力を知る
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T O E I C ®に挑 戦！
パソコン

あなたの語学力のステップアップを
生協は応援します！

インターネット

®テスト
るTOEIC
き
で
験
受
学内で

学内TOEIC® L&R

学内TOEIC® L&R の実施に
ついては大学もしくは生協で
後日提示されます。

電子辞書

今の自分の実力を知ろう！

通常、TOEIC®L&R は年数回実施される公開テストで受験するのが一般的です。この公開テストでは、試験場所が
TOEIC®L&R が指定する会場となり、必ずしも富山大学が会場となるとは限りません。しかし、学内 TOEIC®L&R は、大

学が指定する日時で、しかも大学内で実施しますので、とても便利です。また、料金も通常公開テストに比べ、団体特
別受験（通称 IP テスト）なのでお安く受験できます。定期的に受験することで、ご自分の英語力のバロメーターとして
役立ててください。

キャリアアップ

TOEICを活用してスキルアップ！

人文学部

人文学科 1 年

高木 梨帆 さん

富山大学生協では、TOEIC® L＆R公開テストの他にTOEIC L＆R® IPテスト
（通称：学内TOEIC® L＆R）
の申し込みができます。IPテ
ストは公開テストの過去問から出題されます。私は、富山大学生協のTOEICスターターキットを購入して、その後IPテストを受験しま
した。大学生は自由な時間が多い分、
目標がないと無駄に時間を過ごしてしまいがちです。英語に関しては学部にもよりますが、
これ
までと比べると英語に触れる時間が少なくなると思います。私はTOEICを受験するという目標があったので、それに向けての勉強時
間を作ることで英語に積極的に触れる機会ができました。IPテストは公開テストよりも受験料が安いのに加え、富山大学で定期的に
受験できるので、
自分の英語力がどれくらい上がっているかを確認できます。英語力をあげたいと考えている方は、4年間の大学生活
を有意義に過ごすことができるように、
IPテストをぜひ利用してみてください。

TOEIC®

て
ツールとし
強力な対策

大学生協オリジナル
電子辞書

するなら
を肌で体感
生きた英語

大学生協の
海外語学研修

運転免許

大学生協オリジナル電子辞書は、TOEIC® の学習
もできる優れもの。
出題傾向に合わせた TOEIC® 模試、TOEIC® テス
ト頻出の 2000 単熟語の収録等で
学習をサポートします。

実践的な語学習得には、言葉の波に身を置くこと
が一番。大学生協の語学研修は、大学のキャンパ
ス内やダウンタウンの中にある語学学校に通学
し、1 日 3〜5 時間程度受けます。また、ホームス
テイや寮で滞在し、海外での日常生活を送るコー
スもあります。

くわしくは20ページへ

くわしくは、生協店舗にお問い合わせください。

教科書

TOEIC®のスコアアップの王道は、
継続的な学習です。
でも、
忙しい大学生活の中で継続することこそが困難です。
TOEIC®学習セットで、計画的にスコアアップを目指しましょう！
30

TOEIC ® は継続学習が 大切！最初の一歩を踏み出すための教材として最適の教材！
パソコン

英語学習アカデミックパック2021 TOEIC®スターターキットPlus
英語学習のはじめの一歩。

大学の新入生のために大学生協とアルクが共同で開発した、はじめの一歩をスタートするための学習パッケージです。企業や大
学院・研究機関などで必要とされる英語を身につけるには、3 年生や 4 年生になってから始めたのでは間に合いません。4 年間
の第一歩は今からこのキットで身につけましょう。

1

2

3

4

5

だんだん英語が
勉強したくなるBOOK

英語学習の
トリセツ

英語学習
マンガでわかる
モチベーショナルノート TOEIC®入門

大学生のための
TOEIC®完全模試
TOEIC®トレーニングブック ＋解答・解説

まず最初に読む小冊子。英語を身
につ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わかりやすく
説明されているので、 だんだん
勉強したくなります。

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
時代に身につけるべき英語力、留学
や ESP（専門英語）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をつけ「学
びの見える化」を促進する学習ダイ
アリー。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など
も活用できます。

TOEIC®：新形式完全対応のトレー
ニングブック。新入生のために開
発した DS 学習法で学びます。1 日
30 分、標 準 学 習 期 間 40 日 間。
300〜600 点程度まで幅広いレベ
ルに対応。CD 付。

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
めて紹介。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。

電子辞書

0

インターネット

TOEIC®スターターキットのテキスト構成

本物の TOEIC® L&R テストを知る
ためには必要不可欠な、フルサイ
ズの模擬試験に挑戦。新形式に完
全対応。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。

キャリアアップ

追加送付教材 3 冊（カウンセリングシート提出者のみ進呈）
学習開始前と、終了後に提出するカウンセリングシート（2 種）提出者のみの
お届けとなります。
学習カウンセラーのアドバイスとともに送付される小冊子です。
●TOEIC® テストEssential Words320（単語集）
●TOEIC® テストEssential Grammar（文法集）
●留学＆ホームステイのための英会話（体験版）

充実の受講者サポートで大学生の英語学習を支援

7ステップ
アクティブ・ラーニング
英語で考え・学び・発信するため
のトレーニングブック。自然科学
から文化まで、 深い トピック重
視の素材で英語の論理展開を学
び、自分の意見を英語で述べるこ
とができる力を身につけます。

学習相談

受講者専用WEBサイト（スマートフォン対応！）

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。また、回答返送時には「追加の学習教材」も併せて送
付し継続学習を応援します。

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。

アカデミックパック受講者専用の WEB サイトで日々の学習をサ
ポートします。学習を記録・管理、英単語ドリル、テスト結果診断
など、さまざまな機能を用意。

英語学習アカデミックパック2021
TOEIC®スターターキットPlus

組合員
特別価格

9,800

TOEIC®

7

カウンセリング（ウェブ・書面）

円
（税込）

専門分野の英語も極めるラインナップ！
20,088円（税込）

13,824円（税込）

14,904円（税込）

TOEIC® スターターキットPlus
＋経済英語 はじめて学ぶ 40日間トレーニングキット Ver.2

購入者
特典

スターターキットをより活用する、
英語学習の定着のために

スタートアップガイダンス
オンライン

教科書

TOEIC® スターターキットPlus
＋看護師たまごの英語 40日間トレーニングキットKit1
＋看護師たまごの英語 40日間トレーニングキットKit2
＋看護師たまごインタビューブック（非売品）

TOEIC®スターターキットPlus＋経済英語

TOEIC®スターターキット800Plus＋医学英語 25,164円（税込）
TOEIC® スターターキット800Plus
＋医者たまごの英語 40日間トレーニングキット

TOEIC® スターターキットPlus
＋理系たまごの英語 40日間トレーニングキット Ver.2
＋はじめての理系英語リーディング
＋理系たまごの英単語＆表現「りけ単」

TOEIC®スターターキットPlus＋看護英語

運転免許

TOEIC®スターターキットPlus＋理系英語

※詳細はお渡し時にご案内いたします。

スターターキット購入者対象！ 参加費無料

山路を登りながら
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パソコン

運転免許を取得する

インターネット

自動車の免許を取るなら、生協へどうぞ。生協のあんしんパックなら、提携の県内13の自動車学校に割引料金で入校
できます。さらに、優遇サービスが受けられます。

運転免許は2年生
の夏までに！

大学生には欠かせない運転免許。でも卒業までに取ればいいや…と思っていると、講義や
サークル、バイトに追われて 、ついつい後回し 、就職活動の時に免許がない!! なんてこと
にも。大学生活を余裕をもって過ごすなら 、運転免許は２年生の夏までにとりましょう！

生協価格なら割引料金でお得!
電子辞書

生協で自動車学校を申し込むと、
一般料金よりも安く通えてお得です。
詳細は生協店舗までお問い合わせください。

生協おすすめプラン
自宅生・推薦生は春休みから！
キャリアアップ

早くに合格が決まった推薦生や下宿準備の要らない自宅生は、
春休みに時間がいっぱいあるよね? そんなあなたはみんなよ
り一足先に、自動車免許をとろう！

下宿生は帰省地教習or通学教習！
ひとり暮らしの準備で忙しい下宿生は大学入学後、授業の合間
に通ったり、長期休み中に帰省して取得、または合宿や短期プ
ランで教習を受けよう。

教習はこの時期にはじめよう
自宅から通学予定の人は、春休み中に教習所に通うと便利♪
まずは、生協までお問い合わせください。

GWが明けると教習所は比較的すいてきます。 授業の合間に
通うなどゆっくりと教習ができます。
夏休み中は集中して教習ができるので、通学制の短期コース
や、合宿教習などが最適です。申し込みが多くなる時期なので、
早めに予約をしておきましょう♪

12月以降は雪が積もることもあり、教習は大変です。また、新
年を過ぎると、高校生で混み合う上に、就職や進学の都合で
卒業までにどうしても・
・
・という人でかなり混み合います。どう
しても、この時期にという場合は、短期コースや合宿教習な
ど、確実に教習を進められるプランがおすすめです。

選べる教習プラン
TOEIC®

■通学教習

大学に通いながら、近くの自動車学校に通えます。大学の近く
だと授業の合間に教習を受けることも可能になり、空いた時間
を有効活用できます。送迎バスも大学まで来てくれます。

■帰省地教習・合宿教習

長期休みに帰省して、実家から自動車学校に通うパターンと合宿
所で短期間で取るパターンがあります。実家に帰ってのんびり
取るのもよし、時間のない人は合宿教習ですぐに取って、残りの
休みを楽しむのもよし。自分の生活パターンに合わせられます。

運転免許

免許を取得した先輩の声

この時期も運転免許の取得にぴったり。３年生以降は、就活や
専門授業で忙しくなってくるので、
ここまでには手続きを済ま
せましょう。
１年生の時に免許を取れない人は２年生の夏休み
までがチャンスです。

1年次同様、雪の多い富山でこの時期に教習を受けるのは、難
しいものです。先のことまで見通したうえで、GWや夏休みの
うちに免許を取得しておいた方が、学年が上がってからも講
義や就活に集中できます。通い始める時期などは早めに計画
しておきましょう。

経済学部経営学科3年・男

教科書

私は夏休みの後半に短期プランを利用して免許を取得しました。
春休みや前期のうちから自動車学校に通う人も多くいましたが、私
はアルバイトや部活動をしていて、大学生活に慣れないうちから自
動車学校に通うことに不安があり、この時期にしました。夏休みは
授業がないため、時間の割り振りがとても楽で、この選択は正解だっ
たと思います。私は自動車の免許はできるだけ早い時期に取得し
たほうがいいと思います。早い時期に免許を取っていれば、行ける
場所も増え、様々な経験ができ楽しい大学生活になると思います。
何より安心して就職活動も行えます。学年が上がると勉学や部活な
どが忙しくなって、自動車学校に行きにくくなっている先輩も見か
けます。人それぞれの都合もあると思いますが、早い時期に免許を
取得することをおすすめします。
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３年生になると専門の講義が増えたり、就活が始まったりと、
教習所に通う時間をつくるのはかなり難しくなってきます。
また、履歴書に
「普通免許あり」
と書けなくなってしまいます。

就職が内定した人はここで教習所に通うという手もあります
が、
４年生になると研究や卒業論文でそれどころでなかった
り。やはり、免許は２年生の夏までには取りましょう♪

富山県公安委員会指定

学校
法人

取扱教習科目

北日本自動車学校

AT 中型 大型

MT

小二 普二 大二 大特

〒930-0887 富山県富山市五福4186 http://www.kitaniti.com/

富山県公安委員会指定

富山県中央自動車学校

■ インターネット学習システムで、
自習室はもちろん自宅、

AT 中型 大型

MT

小二 普二 大二 大特

携帯からでも学習OK。

■ 県内トップクラスの指導員数で、
教習時間を確保。

※女性指導員も在籍しています。
■ 担当指導員制で卒業まで楽しくしっかりサポート。
■ 無料レンタル自転車で教習の合間にお買い物できる。
■ 直線250mの広々としたコースで、
一般道路と同等の走
行ができます。

富山県公安委員会指定

富山自動車学校

■ 県内最大規模を誇る広々としたコースです。
■ 皆さんの希望に合わせた教習カリキュラムを作成します。
■ 平成26年3月に新自動二輪コース・新二輪棟が完成しまし

します。

■ 指導員を自由に選ぶことができる、
自由選択制を行ってお

た
（県内唯一の自動二輪専用コース）
。

ります。

■ ハイブリッド車のプリウス、
ピンククラウンを導入しました。
■ 最新のスキッドコースで、
雪や凍結で滑りやすくなった路

■ 日本で1台、
アクセラハイブリッド教習者導入！

■「お客様相談室」
を設けどんなご相談にもサポートいたし

面のスリップ状況が体験できます。

ます。
生涯無事故ドライバーを育てることが私たちの願いです。

取扱教習科目

富山中部自動車学校

AT 中型 大型

MT

小二 普二 大二 大特

〒930-0952 富山県富山市町村59 https://toyamachubu.com/

■ 自習室では専任の指導員が丁寧に指導します。
■ 自習室様々なサービスイベントを開催しております。

富山県公安委員会指定

富山県第一自動車学校

取扱教習科目

AT 中型 大型

合宿教習あり

小二 普二 大二 大特

■ 短期間で卒業できる
（季節限定）
特別コースもあります。

■ 県内最大手の富山県自動車学園のグループ校

■ 車両系建設機械技能資格もとれます。

取扱教習科目

MT

AT 中型 大型

小二 普二 大二 大特

〒939-1338 富山県砺波市鷹栖出860 http://p-tds.net/tonami/

AT 中型 大型

小二 普二 大二 大特

■ 清潔感溢れ、
明るく、キレイな校内
■ 自然に笑顔が生まれる教習車内
■ 快適な雰囲気でリラックス教習
■ 安心のサポートプランが充実
■ 大学生協組合員対象の短期コースを設定

員でサポート、教習生の皆様に安心感を」
がモットーです。

■ 専任指導員が卒業まで担当します。
■ あなたの都合にあわせたプランを立てます。

砺波自動車学校

MT

〒933-0802 富山県高岡市蓮花寺735 http://p-tds.net/takaoka/

■「愛情のある、
時には厳しい指導」
「教習生は家族」
「職員全

富山県公安委員会指定

取扱教習科目

高岡自動車学校

キャリアアップ

〒933-0003 富山県高岡市能町1789 http://www.kohshinjidosha.com/

富山県公安委員会指定

電子辞書

す。

■ 補習料金無料、
夜間割増料金はありません。

MT

AT 中型 大型

小二 普二 大二 大特

射水市内における唯一の自動車学校として、地域の交通事
情に精通した教習を行っています。
最新の自動車学校の利点を生かし、ご希望の場所までの完
全な送迎と都合に合わせた教習計画により学業に合わせて
免許取得ができます。
確かな運転技術を習得いただくために、親切・丁寧・厳正・公
平に、スタッフ一同まごころをこめて指導します。

教習スケジュールを作成します。

■ 毎月ランチDAYのほか、
楽しいイベントを開催していま

高新自動車学校

取扱教習科目

MT

〒939-0274 富山県射水市小島715番地 http://www3.canet.ne.jp/˜td1/

■ 入校後は担当指導員が決まり、
お客様の予定に合わせた

富山県公安委員会指定

AT 中型 大型

小二 普二 大二 大特

〒930-0992 富山県富山市新庄町85 http://p-tds.net/toyama/

■ あなたのスケジュールに合わせた教習プランを設定いた

富山県公安委員会指定

取扱教習科目

MT

インターネット

〒930-0108 富山県富山市呉羽本郷2444 http://www.908-jico.com/

パソコン

取扱教習科目

呉羽自動車学校

AT 中型 大型

小二 普二 大二 大特

〒939-2702 富山県富山市婦中町田島1122 http://www.chuo-driving.com/

富山駅から送迎バスで約10分。富山大学五福キャンパス西隣に北日本自
動車学校があります。広い敷地には200mの直線コースがあり、普通・中
型・普通二輪・大型特殊の各免許が取得できます。
コンピュータ予約システムの導入により、24時間いつでもどこからでも携
帯端末やPCで簡単に技能教習の予約・キャンセルや指導員の指名、なら
びに学科試験の練習時問題ができます。そして平成26年2月にリニューア
ルされたロビーにはコミックも充実しており待ち時間も退屈しません。日
曜日も教習できるので授業・部活・サークル・アルバイトと忙しい学生の皆
さんにとって優しく便利な自動車学校です。そして、全国指定自動車教習
所優良校賞や学科競技大会最優秀賞を受賞するといった実力校でもあり
ます。

富山県公安委員会指定

取扱教習科目

MT

富山県公安委員会指定

取扱教習科目

南砺自動車学校

MT

AT 中型 大型

小二 普二 大二 大特

〒939-1741 富山県南砺市高宮6480 http://www.nanto.ac.jp/
■ 自然豊かな場所で、
ゆったりと快適に免許取得ができます。
■ すべての免許が取得できる教習所です。
■ 女性指導員がいますので、
女性目線のきめ細やかな指導

■ 県内最大手の富山県自動車学園のグループ校です。

■ インターネット学習システムを導入し、
学校・自宅・携帯電

で教習を進めることができます。

TOEIC®

■ 大学生協組合員対象の短期コースを設定しています。
■ AT車は全車プリウスを導入し、
環境にも配慮。
■ 2014年に校舎を全面リニューアルし、
明るく快適な環境

で教習できます。

話からも学習が可能です。

■ 担当指導員制で卒業までしっかりサポートします。
■ 4月〜7月、
10月〜1月は比較的スムーズに教習が取れます。

富山県公安委員会指定

取扱教習科目

入善自動車学校

MT

AT 中型 大型

小二 普二 大二 大特

〒939-0672 富山県下新川郡入善町田中111 http://p-tds.net/nyuzen/

富山県公安委員会指定

黒部自動車学校

取扱教習科目

滑川自動車学校

AT 中型 大型

小二 普二 大二 大特

〒936-0066 富山県滑川市菰原168 http://p-tds.net/namerikawa/

富山県公安委員会指定

運転免許

■ 2016年５月に新校舎が完成しました。
明るく快適な環境で教習を進める
ことができます。
■ 県内の自動車学校の中で普通免許事故車率が低い実績
（平成13、
14、
16、
18、
21、
22年）
を誇ります。
■ 大学生協組合員対象の短期コース
（季節問わず）
を最優先に設定します。
■ インターネット学習システムを導入し、
学校・自宅・携帯電話から手軽に勉
強できます。
■ 県東部で普通免許から大型自動二輪、
けん引、
大型免許まで取得できる
唯一の総合自動車学校です。
■ 県内最大手の富山県自動車学園のグループ校です。

型）
がいますので、女性の方もお気軽に入校ください。
■ インターネット学習システムを導入し、
学校・自宅・携帯電
話からも勉強が可能です。
■ 大学生協組合員対象の短期コースをご利用できます。

MT

AT 中型 大型

小二 普二 大二 大特

〒938-0043 富山県黒部市犬山54 http://p-tds.net/kurobe/

■ 入善駅から徒歩5分と、
非常に便利です。
■ 県内教習所ではただ1人の女性自動二輪指導員
（普通・大

富山県公安委員会指定

取扱教習科目

MT

取扱教習科目

小矢部自動車学校

MT

AT 中型 大型

小二 普二 大二 大特

〒932-0832 富山県小矢部市野端303 http://www2.tst.ne.jp/ods/

■ 渋滞のない道路で、
広々のびのび路上教習を楽しんでく

■ 一人ひとりに最適な教習計画を作成し迅速な教習で合格

■ 待合室から望む立山連峰と北陸新幹線は絶景です。
■ インターネット学習システム導入。
ご自宅のパソコンやス

■ インターネットで自宅学習サービス、
携帯電話などからで

ださい。

自動車学校に関するご相談・お申し込みは

教科書

マートフォンでも学習できます。

■ 県内最大手の富山県自動車学園のグループ校です。

をサポート
もOK

■ 夜間、
日、祝日も教習可能、追加料金なし

0120-31-4248まで
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パソコン

教科書購入のご案内

インターネット

教科書を購入する前にまずは生協加入を！！
生協加入によって以下の特典がございます。

電子辞書

特典 1

特典 2
キャリアアップ

特典 3

生協加入で、高額な教科書代金が5%OFF
（未加入の場合は定価での販売となります）

生協加入で、期間中ICカード学生証の電子マネーで決済されますと、
決済金額の2%をポイント還元いたします。
（未加入の場合は電子マネーは使用できますが、ポイントは還元されません）

生協加入で、同じ教科書を10冊以上まとめて購入すると、
共同購入利用で10%OFF

混雑緩和に
ご協力をお願いします

教科書代金は多額の現金が必要になりますので、事前に保護者様からの振込みによる、ICカード学生証の電子
マネーでの決済をお勧めいたします（詳細は「テキストチャージのご案内DM」をご覧ください）。
電子マネーの使用で、スピーディに安心して勉学に必要な教科書を購入していただけます。

教科書購入後の電子マネー残金は食堂・コンビ二等、すべての生協店舗でご利用できます。

TOEIC®

生協本店購買部会場
生協本店2階購買部店舗奥

運転免許

教科書
販売会場

1階入口

2階の
へ！
特設会場

ロッカー
休憩室

吹き抜け

購買部店舗奥へ
店舗入口

階段を上って、購買部へ

教科書

学生
スタッフ室

男子
トイレ
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出版会

倉庫

生協本店購買部店舗

事務所
ミーティングルーム

ホール
女子
トイレ

生協本店

2階食堂ホール

CAREER PAGE

教科 書購入 のご案内

販売日時

パソコン

対象学部・学年・授業

2021

確定次第、生協HPで
ご案内いたします。

全学年全授業

人間発達科学部

全学年全授業

理学部

全学年全授業

人文学部

全学年全授業

工学部

1年生全授業

都市デザイン学部

1年生全授業

芸術文化学部

1年生教養教育全授業

医学部

1年生教養教育（理系基盤教育、医療・
健康科学系・情報処理を除く）全授業

薬学部

1年生教養教育（理系基盤教育、医療・
健康科学系・情報処理を除く）全授業

インターネット

経済学部

販売場所
生協本店2階特設会場

電子辞書

※医学部・薬学部の専門科目と理系基盤教育、医療・健康科学系・情報処理の教養教育科目の
教科書は杉谷キャンパス福利・厚生棟1階店舗（中田図書販売）にてご購入ください。

1

シラバスを確認

受講する授業を決め、シラバスを確認。

1 学部・学科・学年 2 講義名
3 教官名

4 使用教科書

販売会場へ 生協本店 2 階購買部

生協本店 2 階購買部入口ホールにあ
る教科書一覧表にて、再度受講する
講義を確認し、学部（講義）ごとに教
科書が陳列されていますので、ご自
身で必要な教科書を確認し、ご購入
していただきます。お間違いのない
ように、注意してご購入ください。

3 レジへ
●現金・図書カード・
各種クレジットカードでの決済

店舗内レジのみ受付

●電子マネーでの決済

会場内レジ・店舗内レジ
両方で受付

TOEIC®

最初の講義での教官の指示をよくご確
認ください。

2

キャリアアップ

購入方法

電子マネー決済で混雑緩和にご協力ください

生協高岡店購買部会場
芸術文化学部

販売日時

確定次第、生協HPでご案内いたします。

注意

1年生教養教育以外の全学年全授業

運転免許

対象学部・学年・授業

教科書

販売期間中にご購入ください

・乱丁・落丁以外の理由（授業で使わないから・先輩からもらったから等）による返品は受付いたしません。
・販売期間終了後、教科書は出版社へ順次返品しますので、店舗に在庫が残りません。特に語学の教科書はお早めにご購入ください。
・販売期間終了後は、お取り寄せにて対応できますが、入荷までに1週間から10日前後かかります。また、販売会場の在庫が品切れになる場合も
あり、その場合個別の注文（※前払制）となります。お取り寄せに同様な日数がかかりますので、予めご了承ください。
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パソコン

読書マラソンにチャレンジしよう
ご入学おめでとうございます
あなたも富山大学で読書マラソンに参加しませんか

インターネット

15％割引券ＧＥＴ！

読書マラソンとは？

電子辞書

「4年間（大学在学中）に本を100冊以上読もう！」
を目標にマラソンのようにコメントカードを書いて
読書力をつけようという企画です。
読書マラソンは全国の大学生協で取り組まれてい
ます。今年で18年目になります。
ゴールドカード＝100冊突破した先輩もいます。
その何点かを紹介します。
あなたも一緒に楽しみながら100冊突破にチャレ
ンジしませんか？

本を3冊読んで3冊分のPOPカー
ドを出す毎にスタンプを1個捺印
します。スタンプ1個ごとに生協
ご利用券を差し上げます。
100冊以上を目指しましょう！

読書カードの
感想文が埋まったら
生協書籍部へ！

感想文を書く！
「面白そう！この本読ん
でみたい！」と思わせる
感想を書いてみよう！

キャリアアップ

生協書籍部で
参加エントリーをする！

エントリーはもちろん無料。
会員証と、3冊分のPOPカード
をお渡しします。

本を読む！

TOEIC®

読む本は
教科書・コミック・雑誌以外なら
なんでもＯＫです。

運転免許

『始まりの木』
夏川草介／著
小学館

教科書

急速な発展の陰で失われつつある日
本人の心の在り方を求め、偏屈な民
俗学者と少し脳天気な院生の師弟コ
ンビは今日も唐突な旅に出る。北は
青森、南は高知。ひとたび本を開け
ばワクワクするような旅路と、目を
見張るような美しい光景が広がって
いる。−−旅の準備をしたまえ。
●ペンネーム：HiNa（経済1年）
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『人間失格』
太宰治／著
角川文庫

この作品は、まさに太宰治の代表
作といえるだろう。物語の展開も
さることながら、細部の表現にま
で手が込められている。また「手
記」という体裁をとっていること
も、読者に一つの記録を読ませる
ようなニュアンスを感じさせてい
ると思った。
●ペンネーム：浮舟（人文3年）

CAREER PAGE
大学生のための読書ガイド

新調文庫

書ガイド「読書のい

配 布 し て い ま す。
現役学生の著者イ
ンタビューや、自分

の大学の先生と著書について語る
コーナーなど、きっと興味をひかれ
る本が見つかるはず。

http://izumi.univcoop.or.jp/
※大学生協では書籍も組合員割引で購入で
きます。

おすすめの感想文は生協のお店で
紹介されることも。

『これから「正義」の話をしよう いまを生き延びるための哲学』
マイケル・サンデル／著
早川書房

正義の問題は一筋縄ではいかない。故に古
今東西、多くの著名人たちが白熱した論争
を繰り広げてきた。本書では正義という
テーマをめぐり、経済や法律、哲学など
様々な観点から考察がなされている。多岐
にわたる分野を取り上げながらも実例を用
いて丁寧に解説されているため、予備知識
の有無を問わず、誰でも気軽に楽しめる一
冊であると感じた。
●ペンネーム：HiNa（経済1年）

電子辞書

読書コメントで
新しい本を知ったり…

とても有名な本なので読んでみたが、表現
が難しく三度読み返した。それでも何とな
くしか分かっていないけれどw 直接的な
描写が少なく、仄かに匂わせる文を膨らま
せて楽しむ本だと思う。結局、成就しない
恋はBad endで終わる後味の悪いものだ
が、「雪国」の終わり方はとても意外だっ
た。とりあえず、湯沢温泉で映画を観たい
ですね。卒業までに。
●ペンネーム：K・T（工学2年）

インターネット

ず み」は 季 刊 発 行。
生協書籍部で無料

『あるかしら書店』
ヨシタケシンスケ／著

キャリアアップ

カードもゴールドカードに！

『雪国』

川端康成／著

大学生のための読

100冊読破すると
「殿堂入り」！

パソコン

さらに本を読んで
感想文を書く。

2021

ポプラ社

その名のとおり、満月の夜、月明かりの下
でのみ読むことができる本です。私が思う
月光本の一番のよさは読めるようになるこ
とを 待つ 楽しみを味わえるところにあ
ると思います。晴れた満月の日を待って読
むお話は、より一層おもしろく感じること
ができるに違いありません。
●ペンネーム：おうとう（人文1年）

『理系のための文章教室』

TOEIC®

藍月要／著
星海社新書

ヘミングウェイ／著
新潮文庫

『海底二万里』

ジュール・ヴェルヌ／著
新潮文庫

フランス語が原作なため、日本語訳
に若干の違和感があるものの、内容
はとても面白く、物語に惹き込まれ
ていきました。ジュール・ヴェルヌは
想像で小説を書いたとあるが、まる
で、自分が行ってきたかのようでし
た。いまだに未知のものがたくさん
あるとされる海底が舞台なだけに、
ロマンがあり、今まで読んだSF系の
中でも、とても好きな部類です。下巻
が楽しみです。
●ペンネーム：K・T（工学2年）

教科書

老人の海で、海で生きるものに対
する姿勢に心を揺さぶるものを感
じました。話としては、老人が3日
間にわたる死闘の末、大魚を釣り
上げるものだが、老人が途中、渡
り鳥に話しかけたり、大魚のこと
を「好敵手」や「友」と呼ぶよう
な場面からは、老人の敬意や人間
の尊厳なんかも感じました。最
後 、 友 が サメに 食 べられる
シーンは、かわいそうに思えまし
た。それでも最後まで戦う姿は応
援したくなりました。解釈の仕方
がたくさんありそうで、また読ん
でみようと思います。
●ペンネーム：K・T（工学2年）

運転免許

『老人と海』

「正確である」ことが必ずしも「分かりや
すい」文章ではないことを学びました。私
も、 やってしまっている と思う内容が
いくつもありました。「〜してください」を
「〜して下さい」と無意識にやっているけ
ど、確かに平仮名の方が読みやすいように
感じますね。論文に慣れてくると、世間で
は文を書けない人扱いされて悲しいですね
…。まずは何でも漢字にする癖を変える！
●ペンネーム：K・T（工学2年）
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パソコン

パソコン・電 子 辞 書・パソコン 講 座・T O E I C ®

商品のお申込からお渡しまで

インターネット

1 お申込方法
電子辞書

以下 WEB サイトでお申し込みください。
富山大学生協

大学生協オンライン

https://u-toyama-coop.com/tools/
キャリアアップ

※インターネットの申し込み・大学生活スタートアップ講座の申し
込みは、掲載ページのQRコードより直接お申込みください。

2 お支払い
TOEIC®

・コンビニ払い
【WEB サイト申込以外】現金、クレジット払い
・

・WEB サイトではなく、サポートセンターに来店してお申込みされる場合は、現金・クレジット払いもご利用できます。
・お電話でお申込みされる場合は、0120-31-4248（9:30 〜 17:00）までお問い合わせください。

運転免許

3 商品のお渡し
・パソコン、各種サプライ品（プリンタを除く）、電子辞書、TOEIC 教材
3 月 8 日（月）以降、サポートセンターでお渡しいたします。

教科書

・プリンタ

4 月 3 日（土）
・4 日（日）
・10 日（土）
・11 日（日）が配達指定日となっています。

詳しくは上記 WEB サイトでご案内しています。
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CAREER PAGE
ME M O

パソコン

インターネット

電子辞書

キャリアアップ
TOEIC®

運転免許

教科書
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新入生サポートセンター に行こう！
頼りになる先輩がキミの新生活をサポート！
アパート探しから新生活用品の準備、大学生活の実態までここでバッチリ！
開催時間

五福キャンパス

（人文学部、人間発達科学部、経済学部、理学部、
工学部、都市デザイン学部）

杉谷キャンパス

（人文学部,人間発達科学部,経済学部,
理学部,工学部,都市デザイン学部）
あいの風
とやま鉄道線
北陸新幹線

（医学部、薬学部）

9:30〜17:00

あいの風
とやま鉄道線
北陸新幹線

五福キャンパス
富山県
総合情報
センター

新入生サポートセンター会場
（五福キャンパス大学食堂）

駐車禁止

ゲート

NN

新入生サポートセンター会場
（杉谷キャンパス食堂）
会場：杉谷キャンパス大学食堂内

会場：五福キャンパス大学食堂内

2月20日 土・21日 日
3月 8日 月 〜3月28日 日
※3月11日は13時で終了
※3月12日は後期試験のため休み

〈左記期間中に来場できない場合〉

・平日（ 1 0 : 0 0 〜 1 7 : 0 0 ）または土 曜日
（10:00〜13:30）
に、五福キャンパス生
協本店2階総務部までお越しください。
・また、来場される際、前日までにご連絡を
お願いします。
（ 0120-31-4248）

3月 8日

月

〜3月28日

新入生サポートセンター会場
（高岡キャンパス食堂）

万葉社会福祉センター

あいの風
とやま鉄道線

新高岡駅

万葉社会福祉センター

北陸新幹線

CAREER PAGE 2021

富山大学生活協同組合

日

※3月11日は13時で終了
※3月12日・13日は後期試験のため休み

【著作・発行】
富山大学生活協同組合
0120-31-4248（9:30〜17:00）
富山市五福3190 〒930-0887
E-mail coop2@coop.u-toyama.ac.jp
TEL 076-431-4249
URL http://www.coop.u-toyama.ac.jp/
FAX 076-431-5008

平日の営業店舗時間
（2月上旬〜4月上
旬）
10:00〜17:00
特別選抜入試合格発表後12月および2
月に来店ご希望の方は、五福キャンパス
会場の新入生サポートセンターをご利
用ください。杉谷キャンパス周辺の物件
もご紹介します。

高岡キャンパス

（芸術文化学部）

会場：高岡キャンパス大学食堂内

3月13日 土・14日 日
3月20日 土・祝・21日 日
3月27日 土・28日 日
平日の営業店舗時間
（2月上旬〜4月上旬）
11:30〜13:30
五福キャンパス周辺の物件を希望される
方は、五福キャンパス会場の新入生サポー
トセンターをご利用ください。

