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重要
保護者の方と
ご一緒に
ご覧ください

新入生・保護者のみなさまへ

生協推奨
パソコンの
ご案内

東洋大学生活協同組合
TEL 03-3947-3002

http://toyocoop.jp

2/1（水）̶ 3/19（日）第１期

3/20（月）̶  4/7（金）第２期

申込期間

生協だけの特典が満載！

大学生のことを一番よく知っている
大学生協がご提案
４年間安心して使えるパソコンです

予定台数に達した時点で終了と
なります。お申込みはお早めに！
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ToyoNet-G 学習や学生生活を支援するシステムです。大学のPC教室のパソコンや自宅のパソコンから、
（学務システム） インターネット経由で利用します。

 ●教務に関する機能 …………… 履修登録や成績表の確認、実習登録、休講・補講情報の確認、試験時間割表の確認
 ●個人情報に関する機能 ……… 学生情報の確認、奨学生情報の確認、健康診断結果の確認
 ●学生生活に関する機能 ……… サークルの登録、サークルの活動報告
 ●キャリア支援に関する機能 …… 求人情報の照会、キャリアイベント情報の申込、就職活動の報告、進路決定の報告

ToyoNet-ACE 予習や復習など、授業を側面から支援するための仕組みです。授業に関連する資料の配布や、
（授業支援システム） 課題のオンライン提出などで活用しています。出席カードやアンケートにも対応しています。

 ●レポート、小テスト …… 授業での理解度を確認するために、提出課題を課せられます。
 ●ポートフォリオ ………… これまで提出した課題を通じて、学びの振り返りに活用します。

ToyoNetメール 教育・研究用メールシステムとして、東洋大学のメールアカウントを付与しています。
 （※就職活動など本学の学生として対外的な場にメールをするときに信用が得られます。）

図書館OPACシステム	 ●蔵書検索システム …… 本学にある135万冊の所蔵図書を検索、貸出・予約・文献複写・現物貸借の状況確認

　いよいよ大学生活がスタートします。東洋大学での 4 年間をつうじて、様々な学び、経
験を積み重ね、広く社会に貢献できる人材として卒業されることを期待しています。現代は
情報社会です。大学での学修も情報化が進んでおり、パーソナルコンピュータの活用機会が
格段に増えることは間違えありません。具体例をあげると、まず講義の中では多くの課題、
レポートが課されることになりますが、その多くはデータ形式での提出が求められます。当
然、その中では研究データや参考画像を資料として挿入することも多く、統計ソフトや画像
処理ソフトを使用します。また、内容をまとめる上では、様々な文献を調べる必要もあります。
そんな時には、本学図書館が契約しているデータベースやインターネットを活用し文献検索
することも欠かせない作業となります。さらに、学年進行とともに、ゼミナールでの発表の
機会も増え、発表資料作成では、プレゼンテーションソフトを利用します。発表に向けて、
時にはグループで資料を纏め上げることもあります。間もなく始まる履修登録も、Web シ
ステム（ToyoNet － G）で行います。講義でも授業支援システム（ToyoNet － ACE）が
講義の予習、復習、講義資料の配布、課題、レポート提出のために活用されています。3
年生になると就職に向けた、企業調査、求人情報検索、Web による説明会等へのエントリー
などの活動がスタートします。以上の様に 4 年間をつうじてパソコンの活用は不可欠です。
　東洋大学では、前述した皆さんの学修をサポートするための情報システムや施設設備など
の情報環境整備にも積極的に取り組んでいます。それぞれのキャンパスでは、学習のためパ
ソコン室はもちろん、各キャンパスの図書館にはラーニングコモン※ 1 を整備しています。こ
うした施設を日々、多くの先輩たちが利用しており、時間帯によっては大変混雑しているこ
ともあります。そんな時には、携帯性に優れたノートパソコンが活躍します。学内にはイン
ターネットへのアクセスを可能にする無線 LAN アクセスポイントを要所に設置していますの
で、モバイル環境においてもインターネットを活用することが可能です。

大学生活で利用する主なシステム

東洋大学情報システム部
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大学の学修支援施設

　最近のノートパソコンの性能は高性能化が進んでいるため、文書作成、簡単な画像加工、インターネッ
ト検索などの利用であれば大きな差はありません。利用シーンにあった機種を選択するのが賢い選択と
言えます。

◦文字入力しやすいキーボード（キーストローク）
◦画面表示の見易さ
◦静音性に優れていること（図書館や授業中の利用に適したもの）
◦駆動時間が長いこと
◦周辺機器との接続ができること（外部接続口を装備しているもの）
◦アフターフォローに優れていること（無償保守、問合せサポート）
◦学生生活で使用するアプリケーション（Office製品、ウィルス対策）がプレインストールされている

ノートパソコン選びのポイント

【用語説明】
※１ラーニングコモンズ…複数の学生が集まって、電子情報も印刷物も含めた様々な情報資源から得られる情報を用いて議論を進

めていく学習スタイルを可能にする「場」を提供するもの。その際、コンピュータ設備や印刷物を提供するだけでなく、それらを使っ
た学生の自学自習を支援する図書館職員によるサービスも提供する。（文部科学省用語解説より）

いずれも図書館ラーニングコモンズ、左はグループ学習室（ぐるがく）、中央・右は学習コーナー（ラーニングフォレスト）

パソコンを配置した“まなぴ” ナレッジスクエア（自習用PC室） 白山授業用パソコン教室

白山授業用パソコン教室
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大学生になったら
「自分専用のパソコン」 が必要です

大学生活ではパソコンが大活躍
入学時に履修登録があります。履修登録に関しては東洋大学のサイトか

らの登録になるので、インターネット環境が不可欠になります。また、１

年の最初の授業からレポートを課す授業も少なくはありません。最近で

は手書きのレポートは不可という課題もあるので、普段から自分の好き

なときに使えるパソコンがあるととても便利です。

就職活動にもパソコンが不可欠です
３年の後期は就職活動でパソコンを利用していました。就活準備サイトが

オープンし、インターンシップなどの登録や、エントリーシートのダウンロー

ドなど、ネットを活用しないとできないものも沢山あります。また、ネットで

の企業説明会申し込みには自己ＰＲなどを添付してメール送信するもの

もあり、パソコンは必要不可欠なものになってきます。企業とのやりとりに

はＰＣメールアドレスも必要になり、個人のパソコンがあるだけで就職活

動の負担はかなり軽くなると思います。

講義で出題される課題はWordやExcelが圧倒的
２年になると、授業では筆記テストよりもレポートで成績をつける授業が

多くなり、ほぼ毎日パソコンに向かってレポートを作成していました。ま

た、パソコン実技の授業もこの頃に受けていたので、エクセルやパワーポ

イントなどでの課題提出も増えました。３年から４年にかけてはこれより

もパソコンを使う機会が増えるので２年生までに大体の操作に慣れてお

くのが重要だと思います。

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
４年では卒業論文があります。（卒論が

無い学部の方もいらっしゃると思いま

す。）ネットで資料を見たり、何ページも

の文章を打ち込む作業が長い間続くの

で、個人のパソコンは持っていたほうが

良いと思います。

大学ではパソコンを使うケースも多く、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。
年次を追うごとにその重要性が高くなり、新たな使用目的も生まれてきます。
ここでは東洋大学の先輩が大学生活 4 年間のパソコンの重要性や利用シーンを語ってくれます。

文学部教育学科
本吉真里佳さん
（2016年3月卒業）

4 年生
就職活動

内定先との連絡

プレゼンテーション

卒業論文

レポート

3 年生
就職活動

企業との連絡

プレゼンテーション
レポート

2 年生
履修登録

ゼミ

レポート

1 年生
履修登録

レポート

ご協力
いただいた
先輩
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文学部　教育学科　准教授

須田将司 先生

「知」を生み出していく人になるために

経済学部　総合政策学科　教授

澁澤健太郎 先生

社会での適切な情報機器利用を
学びましょう

　新入生のみなさん、ご入学おめでとう
ございます。これから始まる大学生活を
教育学の分野で「学士課程」と言うのを
ご存知でしょうか。「学士」とは、大学院
で取得できる「修士」や「博士」と同じく
「学位」の名前です。みなさんがこれか
ら所属する○○学部では、卒業の際に
「学士（○○学）」を授与しており、みな
さんはこれから「学士」号を取得する教
育課程を歩むことになるのです。この点
が、小・中・高とは大きく異なる点です。
　では、「学士」号を取得すると、どんな
ことができるようになるのでしょうか。所
属する学部や学問分野によって求められ
る知識・技能・力量は異なりますが、文
部科学省では2008（平成20）年に以下
のような「学士力」を示しました。
① 知識・理解（文化，社会，自然 等） 
② 汎用的技能（コミュニケーションスキ
ル，数量的スキル，問題解決能力 等） 
③ 態度・志向性（自己管理力，チーム
ワーク，倫理観，社会的責任 等） 
④ 総合的な学習経験と創造的思考力
このなかで特に注目したいのが④です。

高校までの教科や領域とは異なり、みな
さんが入学する学部では、各々の切り口
で社会問題や未解決の課題に挑み、人
類や環境をより豊かにするために研究を
重ね、「知」を生み出しています。その考
え方の基礎や、最前線の研究に触れな
がら、みなさんは自分の興味・関心を膨
らませ、可能性を開花させていくことに
なるはずです。それら「知」の集積・発信
の場となっている大学では、これを支え
るためにＩＣＴ（情報通信技術）を活用
することが不可欠となっています。具体
的には、調査・実験などで得たデータを
エクセル等の表計算ソフトで処理した
り、グラフや表に加工したり、研究成果
をワード等のワープロソフトで文章化し
たり、パワーポイントなどのプレゼン
テーションソフトでスライドにしたり、と
いったことが行われています。「学士力」
で掲げられている④は、まさに大学で行
われている知的生産活動そのものなの
です。
　東洋大学では近年、ＰＣ室の拡充はも
とより、図書館内でＰＣを使用してネット

　情報通信技術（ICT）の活用は、企業
だけでなく一般家庭まで飛躍的に拡大し
ています。そのことによってパソコンの普
及が急速に進むとともに、世界規模の通
信ネットワークが構築されてきました。
個々人がこれらのネットワークを活用す
ることで全世界を相手に情報の発信や
受信を行うことが可能な時代へと変換し
ています。
　情報機器も高速化のみならずブロード

バンドという言葉にあらわされるように
情報のやり取りをする速度も急激に速く
なっています。こうした環境変化は、これ
までの商取引の形態や行政サービスに
も大きな影響を与え、産業構造や行政
制度まで変えつつあります。
　携帯電話を始めとする情報機器の低
価格化と高機能化は、私たちの生活をさ
らに便利なものにしています。しかし、一
方でさまざまなネット犯罪が急増してい

検索ができる「無線ＬＡＮコーナー」
（キーボードタイピングの音を立てても
よい）や、学生同士で自主的にゼミ・サー
クル活動が行える「グループ学習室」が
整備されました。自分のＰＣをもってい
る学生は、そこでネット検索や、図書館の
資料を読み込んでワープロソフトでメモ
をしたり、自作の研究成果をゼミ・サー
クルと議論したりと、まさに「総合的な
学習経験」を積み、「創造的思考力」を
高めています。私はそうした学生の姿を
まぶしく見つめる一人です。新入生のみ
なさんも是非、学びのツールとして自分
専用のＰＣをもち、「知」を生み出してい
く人になってほしいと願っています。
大学生協は、長年「学びと成長」をテー
マに大学生と大学教育の発展に貢献し
た組織です（単に学食や売店をやってい
るだけではない！）。そのノウハウに支え
られ、「大学生にとって必要なＰＣとは何
か」という視点から仕上げられた大学生
協推薦のＰＣは、きっとみなさんを大学
の知的生産活動の場にぐっと近づけてく
れることでしょう。

るのも事実です。ネット犯罪の増大は社
会システムに情報システムが組み込まれ
ている現在においては、ときに大きな社
会混乱を引き起こします。こうした社会
に生きる私たちは、情報通信技術を学び
適切な使い方を知ることが重要なことは
言うまでもありません。
　本学ではすでに履修もWEBで行い、
休講などの掲示もネットで確認できるよ
うになっています。レポートもメール添付
で提出したり、一部講義では講義モデル
としてEラーニングも実施しています。

先生方からのご推薦
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　情報化社会の今日、パソコンを使いこな
せること（コンピュータ・リテラシー）は生活
していく上での必須技能と言っても過言で
はありません。日常生活のさまざまな場面
で、パソコンを使いこなせるか否かで、必要
な情報へのアクセス量が大きく変わりま
す。
　皆さんの普段の生活では、パソコンがな
くても、スマートフォンがあれば大半のこと
ができるかと思いますが、大学生活ではパ
ソコンが必要となる場面が多 あ々ります。皆
さんは入学後、今年受講する授業の履修
登録をすることになりますが、東洋大学で
はインターネットを利用した登録方法が採

られています。授業開始後は、レポート作
成が課題として出される授業もあることで
しょう。レポート作成に際しては、インター
ネットを利用した情報の検索、図書館での
データベースを利用した文献検索が必要
になる場合もあると思いますし、レポート執
筆についてもパソコンの使用が求められる
こともあることでしょう。さらには、レポート
の提出方法として、電子メールによる提出
を指定する先生もあることと思います。
　就職活動についても、皆さんの先輩方
の多くは3年生の秋学期から就職活動を
開始するようですが、自分の志望する業界・
会社研究の際の情報収集、エントリー・

　新入生のみなさん、入学おめでとうござ
います。みなさんはこれから学生として勉学
に励み、立派な社会人の候補生となるべく
鍛錬をつまなければなりません。大学は高
等教育機関ですから、専門的な知識を身
につけることがもっとも重要ですが、もう一
つ、あるリテラシー（読み書き能力のこと）
を修得することの方がひょっとしたらさらに
重要かもしれません。それがコンピュータ・
リテラシーです。
　高度情報化社会といわれる現代では、
パソコン、スマートフォン、タブレットといっ
た情報機器を使いこなせることは必須のス
キルとなっています。大学生活も例外ではあ
りません。コンピュータ・リテラシーとはパ
ソコンを実際に十分に使いこなせる能力の
ことであり、これにはコンピュータに関する
知識と利用する上でのマナーも含まれま
す。例えば本学では、
❶　Toyonet Gを利用した講義の履修登

録、講義情報の確認
❷　Toyonet ACEを利用した講義資料の

入手や小テスト・レポートの提出、レ
ジュメ・プレゼンテーション・卒業論文
の作成・執筆

❸　図書館の蔵書検索、経済・経営分野
のデータベースでの資料収集

といったことで、パソコンおよびインター
ネットを利用することが当然視されます。と
くに❷にあたって、講義の担当教員や指導
教員、ゼミ生たちとコミュニケーションをと
らねばなりませんが、スマホのメール、ソー
シャル系アプリなどを使っていては却って
情報伝達が阻害されてしまいます。手紙を
送るときと似たような作法に則って、電子
メールを使えなければいけません。もちろ
んレポートやプレゼンテーションの類を作
成するには、ワープロ・ソフトさえ使えれば
いいというわけではなく、表計算ソフトやプ
レゼンテーション・ソフトは当然、場合に
よってはグラフィック・ソフトやビデオ編集ソ
フトまで使いこなす必要があるかもしれま
せん。こうした作業を行う上で、頭を使って
考える時間も必要ですが、パソコンに入力

シートの記入・提出など、パソコンが使えな
ければ就職活動も始まりません。また、就
職してからも、ワープロ・ソフト、表計算ソフ
トを利用した文書作成プレゼンテーショ
ン・ソフトを利用した資料作成、インター
ネットによる情報収集、電子メールによる連
絡など、パソコン技能が業務上必須で、パ
ソコンができないと仕事にならない場合が
多いと思います。また、ブラインドタッチ
（キーボードを見ないで入力すること）がで
きるか否かで仕事の能率も大きく変わって
きます。
　これまであまりパソコンを使ってこな
かった皆さんは、大学に入学したこの機会
に是非パソコンを始め、時間の余裕のある
学生時代にコンピュータ・リテラシーを修
得できるように努めてください。パソコンが
皆さんの世界を広げてくれるでしょう。

するのに手間取っているわけにはいかない
ですからタッチ・タイピング（キーボードを
見ずに文字を入力すること）は必須となる
でしょう。
　こうしたスキルがなぜリテラシーといわ
れるのでしょうか。それは、大学生活のみな
らず広く社会における活動、コミュニケー
ションにパソコンやインターネットが欠かせ
なくなっているからです。当然それらは社会
のルールに則っている必要があり、仕事の
上で必要な作業は❶～❸の延長線上にあ
るものばかりです。みなさんが社会の一員
となるべく就職活動を行うときには、
❹　志望先の業界や企業の研究、エント

リー・シートの作成・提出
❺　エントリー先企業の人事担当者との連

絡、大学OBOGとのコミュニケーション
などにパソコン、インターネットを使わなく
てはいけません。このとき、友だちにスマホ
でメールを送る感覚で電子メールを送ろう
ものなら、とんでもなく無礼な印象を与え、
以後一切口をきいてもらえなくなっても不
思議はありません。簡便性匿名性を特徴と
するインターネットを利用する上では、それ
に応じたマナーが必要不可欠なのです。と
くに近年のスマホ、タブレットの進化・高機

法学部　法律学科　教授

多田英明 先生

将来のためにパソコンを使いこなそう

経営学部　経営学科　准教授

藤田英樹 先生

コンピュータ・リテラシーを身につけよう
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国際地域学部　国際観光学科　教授

小池鉄夫 先生

自ら調べて学ぶ大学の学習

社会学部　社会福祉学科　教授

藤林慶子 先生

スマホやタブレットだけでは大学生とはいえない

　大学生にとって、コンピュータとネットを
自由に使える環境を持つことは不可欠で
す。大学によっては、強制的に入学してすぐ
に同じコンピュータを全員が購入し、授業
で自分のコンピュータを使用しているとこ
ろがあるということです。つまり、大学の４
年間でコンピュータを駆使できるようにな
ることを非常に重視しているということで
す。
　信じられないことですが、３年や４年生
になっても、コンピュータの使い方を知ら
ない、Toyonet-Aceの使い方を知らないと
いう学生が時々います。スマートフォンや
タブレット端末だけを使用しているからで
しょう。確かに、スマホはコンピュータとネッ

ト、電話までもが一体となった便利な道具
です。しかし、スマホやタブレットは、勉強す
る、仕事をするということの一部にしか役
立ちません。
　WordやExcel、PowerPoint等は最低限
使えるようにならなければなりませんし、学
部によっては統計処理ソフトも使用できる
ようにならなければなりません。そのため
には、スマホやタブレットではなく、キー
ボードが付いているMy　PCを持つことが
重要です。
　大型電気店や通販等で安価なパソコン
はたくさんありますが、大学生協の推奨パ
ソコンは安心できる選択肢です。なぜなら
ば、在学期間中の保証が完備しているこ

と、勉強に最低限必要なマイクロソフト・オ
フィスとウィルス対策ソフトがあらかじめ
入っていること、初心者のための講習会が
用意されていること、インターネットの契約
も同時にできること、トラブルが発生したと
き大学内の生協店舗で相談できることな
ど、有用なサービスが整っているからです。
　生協では新入生向け推奨パソコン以外
にも、大学生協特別仕様の高性能パソコ
ンも扱っているので、パソコン熟練者も生
協を訪ねて話を聞いてみるとよいでしょ
う。
　よく学び、よく遊ぶという有意義な大学
生活を送るためにも、My　PCを持ちま
しょう。

先生方からのご推薦

能化によって、みなさんは特段の意識をす
ることもなく高度な作業をでき、インター
ネットを使えるようになってしまっています
が、自分が何をしているのかわからないと
いうのではいけません。コンピュータもイン
ターネットも、気軽に手軽に利用できる現
代だからこそ、使うことができさえすればい

いのではなく、十全な理解とともに使えるこ
と、つまりリテラシーが必要とされるので
す。
　みなさんにはぜひ自分専用のパソコンを
購入し、コンピュータ・リテラシーを身につ
けて欲しいと思いますが、それに当たって生
協推奨パソコンは有力な候補になるでしょ

う。確かに家電量販店ならば、パソコン本
体はもっと安く買えます。しかし生協推奨パ
ソコンには、それを上回る保証とオプショ
ン、アフター・サーヴィスがあり、大学4年間
使うことを考えるとトータルの出費では低く
抑えられます。この機会に生協での購入を
検討してはいかがでしょうか。

　ご入学おめでとうございます。これから
本格的に始まる大学の学習スタイルは、
高校までと随分違います。高校までの学
習では与えられたことを理解することが
求められましたが、大学では自らが調べ
て学び、真理を追究していくことが求めら
れます。そのような学習スタイルでは、パ
ソコンが大きな役割を果たします。
　様々なことを調べる上で、パソコンを
用い、インターネットを通して世界中の
情報を得ることは大変重要です。調べた

ことをまとめ、整理し、成果を発表する際
にもパソコンは活躍します。一人で学ぶ
だけでなく、同じようなことに興味を持つ
世界中の仲間と、電子メールや掲示板、
Webカメラを通じて情報交換をすること
も、パソコンがあれば可能となります。
　これらの問題発見→調査分析→解決
策立案→提案→解決策実行というスキ
ルのある人、コミュニケーション能力があ
る人を、社会は求めています。皆さんもパ
ソコンを通じて、在学中にこのスキルを

身に付けてください。
　一方で、パソコンという精密機器にはト
ラブルがつきものです。その点、生協推奨
パソコンであれば、①在学中4年間の
メーカー保証と動産保険、②学内無料講
習会、③1年間の無料電話サポート、④店
頭サポートなど、4年間ずっと安心して使
える万全の保証とサポートをご用意して
おります。
　パソコンを自由に操り、実り多い学生
生活をエンジョイしてください。



8

　入学おめでとうございます。総合情報学
部へようこそ。みなさんが所属する総合情
報学部総合情報学科は、東洋大学に数あ
る学部、学科の中でも特にユニークな存在
です。どこがユニークかですって？　それ
は、理工系と人文系がうまい具合に融合し
た、まさに、ハイブリッド学科ということです。
ですから、わたしたちの学科には工学や理
学を専門にする先生方もいれば、文学や哲
学が専門の先生方もいて、バラエティ豊かな
カリキュラムが用意されています。従って、み
なさんは興味や必要に応じて、幅広い科目
群の中から学科目を選択できるのです。
　こういった文理融合の学科ですから、全
体を通して共通することなどは一見何もな
いように思えるかもしれませんね。でも、全
員にこれだけはというものがあるのです。そ
の一つは、総合情報学科の生徒は、（パー
ソナル・）コンピュータ（以下略してＰＣと呼
びます）を使いこなせるようになってもらう
ということです。といっても、全員に、システ
ムエンジニアのような専門家になれといっ
ているのではありません。もっとずっと基本
的なことです。具体的には、まず、文書作成
ソフト（最も一般的なのは、マイクロソフト社
のワード、パワーポイント、エクセル）をＰＣ
上で利用して、レポートや課題の作成、演習
や卒論のプレゼンテーション用のスライド
の作成、さらには、就職活動の際の希望企
業へ提出するエントリーシートの作成など
を不自由なく行うことができるようになって
もらいます。そしてもう一つは、ＰＣの通信機
能を最大限に使って、大学の情報システム

（ToyoNet-GおよびToyoNet-ACE）を利用し
て講義の履修登録や、授業に関連する資
料の配布や課題のオンライン提出などを
行ったり、あるいは、地震や台風などの緊急
時の大学側からのメッセージを受け取った
り、大学がネットを通じて配信しているさま
ざまなデータベースにアクセスして研究に
必要な資料を収集することができるように
なることです。また、昨年、文部科学省が大
学の国際競争力を高めるために重点的に
財政支援する「スーパーグローバル大学」
に指定した国公私立大37校の一校に選ば
れたこともあり、総合情報学部が最も力を
注いでいる教育の一つである『英語教育』
において、E-learning（自宅学習）を行う際
にも必須のツールになっています。
　「こういうことなら今使っているスマート
フォーンで十分だ」と思っていませんか？
　現在も進化し続けるスマートフォーンで
すが、残念ながら最新機種であっても、上
で述べたすべてのことをＰＣのようにスムー
ズかつ迅速に行うことはできません。です
から、ＰＣはみなさんの必需品なのです。そ
れでは、どうすればいいのでしょうか？　低
価格になったとはいえ、学生のみなさんには
まだまだ高額商品ですよね。もちろん、すぐ
に購入しなくても、大学のコンピュータ・
ルームに設置されたＰＣを（利用可能な時
間帯ならば）自由に使うここができます。でも
入学を機に、奮発してマイＰＣを購入しよう
と考えているのなら、大学生協で購入する
ことをお薦めします。確かに、量販店やネッ
ト販売で購入するほうがＰＣ本体の価格は

安いかもしれません。でも生協推奨のＰＣ
は、
みなさんのキャンパス・ライフに適した機種
を厳選している。
セキュリティがしっかりしている。
　さまざまなアフターサービスを受けるこ
とができる：

（1） 在学中４年間のメーカー保障
（2） 在学中４年間の動産保険
（3） 学内無料講習会の開催
（4） １年間の無料電話サポート
（5） 生協の店頭でのサポート

といったさまざまなメリットがあり、長い目で
見れば、ずっとお得です。
　尚、ＰＣに合わせてこの時期に購入しておく
ことを強くお勧めするのが「電子辞書」です。
みなさんは専門的な単語にも対応できる辞
書をお持ちですか？　大学教育では、幅広
い英語に関する情報が必要になります。そう
なると、一種類の辞書では不十分です。
　英和・和英・英英の各種辞書が状況に応
じて必要になってきます。これを紙の辞書
で対応しようとしたら大変ですね。そんな
時、電子辞書を活用して下さい。それも、専
門分野にも対応できる実用的なものです。
生協では、この要求に応じた使い勝手の良
い電子辞書を、しかも、量販店よりも低価格
で時期限定販売を行っています。
　ＰＣの効果的な活用術をしっかりと身に
つけ、使える電子辞書を持てば、みなさんの
キャンパス・ライフが数倍いや数十倍、楽し
くて充実したものになるでしょう！

総合情報学部　総合情報学科　教授

人見憲司 先生

ＰＣを大いに活用しましょう！　大学生活の充実度が格段とアップしますよ。

ライフデザイン学部　人間環境デザイン学科　准教授

北 真吾 先生

皆さんは大学の課題やレポート作成をどのように行っていますか？

　ライフデザイン学部では情報教室にPC
を設置し、演習課題作成やレポート作成な
どに充分対応できるよう、すべてのPCに必
要なソフトウエアも多数導入しています。
学部としては今後も機器の性能向上やソ
フトウエアの充実に努力し、皆さんに情報
教室を有効に活用してもらい勉学に役立
てて欲しいと考えています。
　しかし、各学科専攻とも課題の提出時

期が重なっていたり、特に卒業論文や卒
業制作の時期ともなると、この情報教室も
大変混み合ってしまいます。また、大学の
情報教室は時間の制限がありますので、自
分のペースで作業を進めることが難しい
場合もあります。つまり自分自身の研究や
制作に時間を気にせずじっくりと取り組め
る環境を早めに整えておくことは今後の学
生生活を充実させるためにとても大切なこ

ととなります。
　いざ、自分のPCを手に入れてもインター
ネットの閲覧とメールだけではスマート
フォンの方が便利でしょう。PCを使用する
目的は課題、レポートの作成にあるわけで
すからそれらを作成するためのソフトウエ
アが必要になります。
　大学の情報教室のPCに導入されている
ソフトウエアはMicrosoft Officeのようなド
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保護者様の声

峯松益幹 様

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

　大学の学費を払う親の立場から、パソコ
ンを購入した時の経験を少し話させてい
ただきます。
　私の家にも大学生の息子がいるのです
が、入学時にパソコンを購入するにあた
り、街中の家電量販店にするか、ネット通
販にするか、それとも大学生協推奨のパソ
コンにするか、少々迷いました。
というのも、大学入学時には入学金や授業
料以外にも何かと出費が掛かりますので、
親の立場としては、少しでも経費を節約し

たいのが本音で、「機種を選ばなければ、
量販店やネット通販の方が安いパソコン
が手に入るだろうな～」という考えがあっ
たからです。
　最終的には迷った末に、４年間のメー
カー保証と動産補償に惹かれて生協にし
たのですが、結果的にはこの選択で助かり
ました。
　最初は床に落とし、次は小物が挟まった
まま閉じて、２回も液晶を割ってしまいまし
た。液晶を割ると、通常５万円前後は掛か

りますので、２回で10万円の修理代の節
約です。
　もちろん修理する事態を招かなければ、
生協以外でもっと安い機種を購入する選
択肢もあると思います。でも、とりあえず４
年間の安心をセットで購入する、という選
択肢もありかな？というのが、私の経験上
の本音です。
　ご検討される上での一助としていただ
ければ幸いです。

理工学部　電気電子情報工学科　教授

木本伊彦 先生

ノートパソコンを理系仕様にしよう

　スマートフォン、あるいは、タブレットは技術的には
携帯型の情報端末です。メールのやり取りやイン
ターネット検索、また、付属のデジカメでの撮影がで
きます（スマートフォンでは音声通話も）。これらはそ
の小ささ、手軽さ、使い勝手の良さから、現在のよう
に普及しているのでしょう。
　それでは、これらとパソコン、特に携帯型である
ノートパソコンの違いは何でしょうか。大きさはやはり
ノートパソコンの方が大きい。これは何と言っても、両
手で打てるサイズのキーボードがあるからです。しか
し、このキーボードこそが、ほとんど唯一と言っていい
くらいの外見上の違いです。そして、それによる文字
入力のしやすさが、ノートパソコンを単なる情報端末
でなく（ゲーム機でもなく）、スマートフォンやタブレッ
ト以上の、創作のためのツールにしているのです。
　もっとも、これはノートパソコンの持つ潜在能力で
あり、創作ツールとして活用していくためにはツール
（ソフトウェア）を用意する必要があります。つまり、
パソコンの中身をどのようにすればよいのか、理系
学生には次のようなことをお勧めします。
・理系レポートを書くためのツールを整える
　理系ではレポート作成は必須です。そのための
ツール、すなわち、ワープロソフトは欠かせません。さ
らに、理系レポートでは表やグラフを入れることがよ

キュメント作成の基本的なものからデータ
解析用のソフトウエアまで、また人間環境
デザイン学科ではイラストレイターに代表
されるAdobe社の各種専門ソフト、製図や
模型作成のための２D／３DCADソフトま
で各種演習に必要十分なソフトウェアが
導入されています。ですが、これらのソフト
ウエアは高価なものが多く、今までは学生
がPCを購入してもソフトウエアの購入まで

くあります。そのための表計算ソフトも必要です。ま
た、図やイラストは、簡単なものならワープロソフトや
表計算ソフトで描けますが、作図・イラスト専用の
ツールを用意するのがいいかもしれません。画像・
写真を加工できるツールもあると役に立ちます。ま
た、今後、人前で発表する機会が増えていくでしょ
う。それにはプレゼンテーション用のツールを使うの
がごく普通になっています。
　文書作成や発表は卒業研究では必ず行います。
また、卒業後にそれらと無縁になることは理系では
まずありません。そのためにもこれらのツールに慣
れ、使いこなせるようにしておきましょう。

・専門科目のツールを備える
　大学での各専門に応じて、授業科目の学習に役
立つソフトウェアや、実験用のツールなどがありま
す。例えば、電気系では電気回路・電子回路をパソコ
ン上で模擬的に構成して実験できます。そのような
ツールにはインターネットでダウンロードして無料で
利用できるものもたくさんあります。自分の専攻・専
門に合わせて役立つものを備えましょう。

・プログラミングツールを入れておく
　電卓で行うには複雑すぎる計算やたくさんの計

は及ばないとの声が聞かれました。このこ
とについては近年まで学部としても苦慮し
ていましたが、幸いその状況が大きく変化
しつつあります。大学に導入されている２
D／３DCADソフトのほとんどは学生に対
する無料版のサービスが開始されており、
Adobe社のソフトウエアも販売方法の変
更によって学生向けに求めやすい価格に
なってきました。数年前と比較すると学生

算でも、パソコンでプログラムを作って行えます。そ
れこそがコンピュータの神髄です。そのためにはプロ
グラミング言語とそのプログラムを効率良く作るた
めのツール（開発環境）が必要です。
　プログラミング言語にはインターネットからダウン
ロードして無料で使えるものがたくさんあります（C/
C++、Java、Python、Perlなど）。また、開発環境にも
無料でいいものがあります。さらに、インターネット上
にはプログラミングを教えているサイトやプログラム
例が満載です。これらを利用してプログラミングを
学び、自分のためにパソコンを活用しましょう。

・もちろんインターネット
　ノートパソコンは無線LANでインターネットとつ
ながります。外でその場の接続口を利用することも
ありますので、自分で接続できるように手順を確認し
ておきましょう。

・ウイルス対策は万全
　インターネットで外の世界にスムーズにつながっ
ていても、ウイルスの侵入を許してはいけません。ウ
イルス対策ソフトでしっかりガードしましょう。また、ウ
イルスの叩くノックを聞き分けて、それに答えないよ
うにしましょう。
　以上のようなノートパソコン活用のために大学が
用意しているツールや、学科が独自に支援している
ツールがあります。また、大学生協のサービスも役に
立つでしょう。
　ノートパソコンで理系生活をスマートに！

にとってソフトウエア導入の経済的負担は
下がってきており良い環境が整ってきて
いるといえます。
　今年度も、東洋大学生活協同組合が個
人向けのPCを色 と々揃えて下さいました。
もし将来的にじっくりと課題やレポートに
掛ける時間を確保していこうと考えるので
あれば、この機会に個人用のPCの購入を
検討してみてはどうでしょうか。
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生 協 の パ ソ コ ン は コ コ が 違 う！

「壊さない」と思っていても・・・
4年間の大学生活、何が起こるかわかりません

『安心』の
4年間保証
修理中代替機無料貸出サービス

　通常のメーカー保証は１年間ですが、生協推奨
パソコンは４年間の機械トラブルによる故障を何
回でもメーカーが無償で修理いたします。
　また、修理中は無料で代替機をお貸し出しいた
します。

『壊した』ときの
4年間動産補償

困ったときには
『大学生協にすぐに相談』

　メーカー保証で直してくれるのは機械トラブルなど「壊
れた」ときのみ。大学生活の中では、パソコンを落として
しまったり、飲み物をこぼして「壊して」しまう方が意外に
多いです。そんなとき役に立つのが動産補償。「壊して」し
まったときの修理代金を保険で補償いたします。

ある日突然パソコンが起動しなくなった、うっかりしてパソコンの上にコーヒーをこぼしてしまった。
長い間パソコンを使っていると、こういうトラブルが起こることがあります。
生協推奨パソコンは、4 年間安心して使い続けていただけるよう、
保証を充実させ、お困りの際にもすぐに手助けできる万全のサポートをご提供します。

　故障・修理の相談は購入した販売店へ持
ち込むのが一般的です。生協推奨パソコン
なら、修理が必要になったとき、授業の合間
や放課後にパソコンを大学生協店舗へお持
ちいただくだけでOK。『故障かな？』と思った
ら、生協店舗へお気軽にご相談ください。

4年間対応の
ウイルス対策ソフト

　パソコンを使う上で、もう一
つ心配なのがウイルスです。学
内ネットワークやインターネッ
トへの接続には、セキュリティ対
策は必須。ウイルス感染により
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付か
ず、学内に拡げてしまう恐れもあります。

　生協推奨パソコンには４年間対応のウイルスバ
スターが入っていますので、期間中新たにウイル
ス対策ソフトを購入する必要がありません。

＊ 量販店の延長保証はメーカー保証ではありません。回数、保険金
額に制限がありますのでご確認ください。
＊代替機に関しましては生協カウンターへお問い合わせください。
＊ Appleに関しましては、メーカー1年保証+保険にて3年間の延長
保証となります。

年に１回、メーカー技術者による無料点検会を実施して
います。専門知識を持った技術者がその場で診断、アドバ
イスを行います。『よくわからないが一度診てほしい』と
いった場合でも気軽にご相談いただけます。
＊Appleによる点検会は実施しておりません。

ポイント

1
ポイント

2

ポイント

3
ポイント

4

メーカー技術者による無料点検会を実施さらに

● ハードディスクが突然動かなくなった
● DVDを読み込まない

 保証がなければいずれも3万～7万程度かかり
ますが、保証期間中は無償で修理します。

● 持ち運び中に落下、液晶が割れた
　補償あり  修理費用：負担5,000円
　補償なし  修理費用：負担6万～10万程度

＊購入年からの経過年数毎に年間限度額が設定されています
  （一部機種を除く）。上限を超えた分は実費負担となります。

例） 購入1年目の年間限度額 ：15万 購入4年目の年間限度額 ： 6万
 ただし、パソコンの購入金額が上限となります。

P.12 推薦機種Aのみ
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生 協 の パ ソ コ ン は コ コ が 違 う！

せっかく買ったパソコン、でも自分に使いこなせるの？
そんな不安を抱いている方はいませんか。

　パソコンは初期設定をしないと使えませんし、レポートを書くためには Office を使わなければなりませ
ん。学内無線 LAN につないでインターネットを見るにも設定が必要です。
でも何をどう設定すればいいの？ 学内無線 LAN に接続するにはどうすればいいの？ パソコンが苦手な人
には不安がいっぱいのようです。そんな不安を解消するために、東洋大生協では、推奨パソコンをご購入
いただいた方を対象に講習会を実施しています。

セットアップ
講習会

　パソコンを取り出すところから始めますので、操作に不
安のある方でも安心です。Windows、Office、ウイルスバ
スターと順を追ってセットアップを行います。

＊ P.13 推薦機種B  ご購入の方向けには、「Macの使い方」講習会を
開催予定です。

＊ 尚この講習会は生協推奨パソコンをご購入いただいた方のみが対
象です。

大学生活に必須の
Officeが付いています

レポ ート・課 題 に 欠 か せ な い
『Word』『Excel』、そして講義で
のプレゼンテーションに欠かせな
いのが『PowerPoint』です。生協
推奨パソコンには『PowerPoint』
を含むMicrosoft Office付です。

学内ネットワーク
講習会

　東洋大生は学内に
て無料でインターネッ
トが使用できます。た
だ意外と難しいのが学
内ネットワークに接続
するための設定です。
ご安心下さい。講習会
時に学内ネットワークに接続する方法を皆さんに
ご説明差し上げます。

＊尚この講習会は生協推奨パソコンをご購入いただいた方
のみが対象です。

Column パソコンと
スマートフォンの違いって？

　長い文章を打ち込んだり、図や表などを使う必要が
ある大学生のレポート作成には、長時間使用しても疲れ
にくく、文字が打ちやすいことがポイントです。画面が小
さく、片手で持って作業する必要があるスマートフォン
はちょっとしたインターネットの閲覧には便利ですが、
レポート作成には不向きだと言えます。レポート作成や
資料作成には、持ち運びしやすく、また長時間の使用に
も耐えられ、どこででも快適な作業ができるようなノー
トパソコンが大きな役割を果たします。

＊ 量販店のパソコンには、Off iceが入っていなかったり、入っていても
PowerPointが含まれていないことが多いので、よくご確認ください。入って
いない場合は、別途ソフトを購入してインストールしなければなりません。

※写真は2016年度Windowsモデル搭載のものです。

ポイント

1

ポイント

3

ポイント

2P.12 推薦機種Aのみ



4 年間
保証付き

講習会付き
➡ P11

4 年間
動産補償付き

ウイルスバスター 4 年版
プリインストール ➡ P10

Microsoft Office 
Home&Business 
Premium 付 ➡ P11
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まずはパソコンを決めましょう

パソコンが大学生活でどれだけ重要であるか、おわかりいただけたと思います。
生協では、推奨機種を２種類ご用意しました。
２機種全て大学生活に必要な機能はすべて備えています。4 年間の保証・動産補償
もついています。
ご自身のご希望に合わせて、お好きなパソコンをお選びください。

主なスペック
13.3 型　IGZO パネル
タッチパネル搭載
Microsoft Office Home&Business Premium 搭載
色：白、赤
OS：Windows10 Home
CPU：Core i5 7200U
大容量記憶装置：SSD 256GB
ドライブ :DVD スーパーマルチドライブ
メモリ :4GB × 1 （空スロット 1）
バッテリ駆動時間 : 約 14 時間
重さ : 約 1.49kg

富士通　SHシリーズ
タッチパネル搭載

推奨機種
A

―生協推奨機種のご案内―

■大学生協パソコン購入応援プラン
本プランは大学生協パソコンにWiMAX2＋（2年間契約）を同時にお申し込みい
ただき、開通後に上記のパソコン代金から５万円キャッシュバックできるプランで
す。※インターネット回線をすでにお持ちの方はお申込みにならないでください。
▶詳しくは推奨パソコン専用サイト（2017年 2月オープン予定）をご覧ください。

税込
価格 ¥171,800

インナーケース付

予定台数に達した時点で終了と
なります。お申込みはお早めに！

お問い合わせ　東洋大学生活協同組合　TEL03-3947-3002
MAIL  toyo.hakusan@fc.univcoop.or.jp



4 年間
保証付き

講習会付き
➡ P11

4 年間
動産補償付き

Office Academic 
2016 for Mac 付

➡ P11
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Apple MacBook Air ディスプレイ13インチ推奨機種
B

主なスペック
13.3 型　
OS：OS X Sierra
CPU：1.6GHz デュアルコア Intel Core i5
SSD:256GB 高速フラッシュストレージ
ドライブ : なし
メモリ : 8GB
バッテリ駆動時間 : 最大約 12 時間
重さ : 約 1,35kg
＊メーカー 1 年保証＋保険にて 3 年間延長保証となります。
※添付の office Academic2016 for Mac は各自でインストールを

お願いいたします

■大学生協パソコン購入応援プラン
本プランは大学生協パソコンにWiMAX2＋（2年間契約）を同時にお申し込みい
ただき、開通後に上記のパソコン代金から５万円キャッシュバックできるプランで
す。※インターネット回線をすでにお持ちの方はお申込みにならないでください。
▶詳しくは推奨パソコン専用サイト（2017年 2月オープン予定）をご覧ください。

税込
価格 ¥163,800

インナーケースは付いておりません

100台に達した時点で終了とな
ります。お申込みはお早めに！

100台限定

推奨機種
A

推奨機種
B富士通パソコンの特長

衝撃や落下に強い堅牢設計。
高精細＆省電力 IGZO タッチパネルディスプレイ

●大学在学中安心して使える
　「4 年間保証」「4 年間動産補償」
●ウイルスバスターも 4 年間分付属
● Word/Excel/PowerPoint を含む
　Office Home&Business をプリインストール
●約 14.8 時間使える長時間バッテリー駆動
●持ち運びに優れた約 1.49kg 軽量モデル

MacBookAirの特長
軽量。そして、スタイリッシュ。
一度 Mac を手にすると、手離せません。

●大学在学中安心して使える
　「4 年間保証」「4 年間動産補償」
●ウイルス対策に強いアンチマルウェアを搭載
● Word/Excel/PowerPoint を含む
　Office Academic2016  forMAC を添付
●約 12 時間使える長時間バッテリー駆動
●薄さと軽さの 1.35kg

お問い合わせ　東洋大学生活協同組合　TEL03-3947-3002
MAIL  toyo.hakusan@fc.univcoop.or.jp
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次にプリンタを選びましょう
―プリンタのご案内―

レポートや論文、講義資料や成績表、就活のエントリーシートや会社の地図の印刷などなど、何かと出番
の多いプリンタ。レポートがたくさんある時、 就活の時、 卒論の時・・・それで足りるでしょうか？いざと
いうときに困らないためにも、自分のプリンタを持つことが大切です

サイズ（収納時） 390×338×163（mm）

EPSON EP-709A基本の
プリンタ

■ プリンタ共通のご案内
＊ プリンタはパソコンとのセット販売のみです。プリンタ単体での販売はございません。
＊ ご購入のプリンタはご注文いただいた方全員に無料で配送いたします。重いプリンタをお持ち帰りいただく必要はありません。
＊ 保証期間内の修理代無料（保証期間外の修理代金は有償となります）
＊ 修理時の送料 4 年間無料（ご自宅へ引き取りに伺います）

1.44 型液晶

2.7 型液晶

基本のプリンタよりさらにコンパクト
機能も充実で
売れ筋No.1のオススメモデル！

高画質６色、必要な機能をコンパクト
に凝縮したベーシックモデル

● 前面2段＋背面1枚手差し給紙で厚紙も印刷可能
● タッチパネル液晶で簡単操作
● 6色染料インクで写真もキレイにプリント

無線LANルーターなしでも
Wi-Fi機能のついた
スマートフォンから直接印刷可能

スマートフォンからの印刷可能
（無線LANルーターが必要となります）

Wi-Fi 
Direct

EPSON
iPrint

6色インク

6色インク

プリンタ コピー スキャナー メモリーカードダイレクト

無線 LAN 対応

印刷スピード約 17 秒（L 判写真プリント時）

印刷スピード約 13 秒

サイズ（収納時） 349×340×142（mm）

EPSON EP-879AWアップ
グレード
プリンタ

共通仕様

税込
価格 ¥8,800

税込
価格 ¥19,800

お問い合わせ　東洋大学生活協同組合　TEL03-3947-3002
MAIL  toyo.hakusan@fc.univcoop.or.jp
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次にオプションを選びましょう
―オプション商品のご案内―

パソコンを使用する上で
あると便利な小物を
特別価格でご用意しました

電波障害に強い2.4GHｚ
デジタル帯で、安定した
データ通信が可能です。

サプライ
3点セット

電波が途切れない無線マウス
サンワサプライ　MA-WH126W

USBフラッシュメモリ
トランセンド  TS8GJF330

持ち運びに便利な8GBUSBメモリ。
大学生には欠かせない必須アイテムです！
レポート等のデータを自宅・大学の間で簡単に持ち運
びできます。現役学生の多くがUSBメモリを利用して
レポートを書いています。

目を大切にするブルーライトカット液晶フィルムLED液
晶ディスプレイが発する「ブルーライト」を大幅にカット
し、目を保護します。
レポートや論文などで長時間パソコンを使い続ける大
学生にオススメです。
気泡やキズが目立たずきれいに貼り付け可能。

◆ 上記サプライ３点セットは富士通SHシリーズ用の
商品となります。アップル商品のサプライ3点セッ
トの販売はございません。

液晶保護フィルム
サンワサプライ
LCD-133WBC

『英語学習アカデミックパック TOEICスターター
キット』は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始めましょう。

● 含まれている教材
　『英語学習のトリセツ』『TOEIC完全模試（CD付）＋解
答・解説』など

【充実の受講者サポートで大学生の英語学習を支援】
●	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」を基に英語学習アドバイザーがアドバ
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
期間内は何度でも相談を受け付けます。

●	学習サポートサイト（スマホ対応）
 スマートフォン対応の専用サイト（講師レッスンビデ
オ、音声ファイルダウンロード＋ストリーミング再生な
ど）が利用できます。
　
東洋大学ではTOEIC IP学内テストを実施しています。1
年生のうちから学内テストを活用し、英語学習を継続し、
就職活動や留学に通用する英語力を身につけましょう！！

アルク TOEICスターターキット Plus

継続は力なり。
スターターキットは継続して
学習できるよう工夫されています。

●標準価格 2,300円

●標準価格700円程度

●標準価格3,500円程度

税込
価格 ¥5,400

税込
価格 ¥9,800 （新学期特別価格）

お問い合わせ　東洋大学生活協同組合　TEL03-3947-3002
MAIL  toyo.hakusan@fc.univcoop.or.jp
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＜2017年モデル＞＜2014年モデル＞
AZ-U4700edu

大学生の電子辞書はココがちがう
―電子辞書のご案内―

語学学習用
電子辞書大学生モデル

AZ-G9800

税込
価格 ¥36,800

コンテンツカード単品の販売もございます。
17ページをご参照ください。

※写真は2016年モデルです

お問い合わせ　東洋大学生活協同組合　TEL03-3947-3002
MAIL  toyo.hakusan@fc.univcoop.or.jp
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コンテンツカードはこちら（第2外国語・理化学辞典追加可能）

●カード単品価格 税込価格 ¥5,965 　　●セット価格（本体 + カード） 税込
価格 ¥40,600

●大学の授業に適した電子辞書を使いましょう !!
現在は高校英語でも、電子辞書は必須アイテムになっており、持っている方が大半だと思いま
す。しかし電子辞書は高校生モデルと、大学生モデルは語彙数や例文の量が圧倒的に違います。
大学生活で TOEIC、TOEFL など大学生に限定しない語学試験を受けることがございます。

●学習レベルに適した電子辞書を持って下さい。
就職の際にも語学力が大切 !!

『TOEIC（R）大学就職課調査』『上場企業における英語活用実態調査』 調査よると以下のよう
な結果が報告されております。
● 8 割の企業が採用時に TOEIC スコアを参考にしている。
● 新入社員に期待する TOEIC（R）スコアは 550 点。
● 企業の 84.5％が業務で英語を使用。
● 約 7 割の企業が TOEIC スコアを配属・配転の参考に。　

理工学部　都市環境デザイン学科　４年

川越貴水 さん
　新入生のみなさん、ご入学おめ
でとうございます。大学生活では
電子辞書が必須ですが、皆さん購
入はお済みでしょうか？
　私は、生協で購入した辞書を4
年間使っています。そこで、今回大学モデルの電子辞書の
魅力を伝えたいと思います。
　大学では英語の授業や、様々な講座などでも電子辞書
は必須で、私も使用しています。授業や講座では、時に難し
い単語が必要となりますが検索しても簡単には答えが出
てこない事もあります。しかし、沢山の辞書が収録されて
いる大学生モデルのものでは、幅広い単語の検索が可能
です。
　また、NHKの英会話講座やTOEICの問題なども収録さ
れており、手軽に勉強ができる事も魅力的でした。就活で
活用できる（SPIの）参考書が入っている事も魅力です。さ
らに、公務員を目指す方でも、国語や英語の学習等で電子
辞書は活躍します。
　大学入学には、沢山の準備物が必要でお金の割り振り
に迷うと思います。しかし、電子辞書は一生使うもので使
い方次第では自己のレベルアップの強い味方になります。
未来の自分に投資する気持ちで、大学生モデルの電子辞
書購入してみてはいかがでしょうか？

お手持ちの電子辞書にも追加可能です。対応がご不明の場合はカウンターにてご相談ください。

【岩波書店】理化学事典
【研究社】理化学英和辞典

理化学事典セット

総合情報学部教授

人見憲司 先生
東洋大生のみなさん！
『電子辞書』は必需品です！！

　東洋大学では、一昨年、文部科学省が大学の国際競争力
を高めるために重点的に財政支援する「スーパーグローバ
ル大学」に指定した国公私立大37校の一校に選ばれたこ
ともあり、最も力を注いでいる教育の一つが英語教育です。特に、将来グローバル
な舞台での活躍が期待されているみなさんにとって、グローバル・ランゲージとし
ての英語は、絶対に身につけておかなければならない必須のツールです。そこで、
東洋大学では、実用英語の習得を目指した英語教育を行っています。　
　新入生のみなさんは、実用英語の習得に４月からすぐに取り組むことになりま
す。もちろん最初から専門的な難しい内容ではありませんが、実用英語を身につけ
るためには、基礎力の習得を目指した高校までとは異なり、英和・和英・英英辞書
をはじめ、用途に応じたさまざまな辞書を状況に応じて使い分けることが必要で
す。これを従来の紙ベースの辞書や高校生モデルの電子辞書で対応しようとした
ら大変かと思います。是非学習レベルに応じた大学生モデルの電子辞書を活用し
ましょう。
　量販店ではみなさんのニーズは理解していないので、適切なアドバイスは期待
できそうにありません。　
　１年生のみなさんは、５月の連休明けまでにはこういった電子辞書を用意してお
くべきでしょう。東洋大学生協では、こういったみなさんのニーズに応じた大学生
モデルの電子辞書が安価な生協価格で購入できます。大学受験を目標にした学校
英語モデルではなく研究や実務に対応する実用英語モデルをお勧め致します。今
後みなさんの一番頼りになる学習の友は、様々なニーズを満たしてくれるアイテ
ムです。電子辞書こそ、大学生にとっての必需品なのです。

お問い合わせ　東洋大学生活協同組合　TEL03-3947-3002
MAIL  toyo.hakusan@fc.univcoop.or.jp
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推奨パソコン 機種A
（富士通SH）をお選びの方

本
体
＋
ア
ッ
プ
グ
レ
ー
ド
プ
リ
ン
タ
セ
ッ
ト

機種 A 機種 B

アップグレード
プリンタ

アップグレード
プリンタ

+ +

推奨パソコン 機種B
（Apple MacBook Air）をお選びの方

本
体
の
み

推奨パソコンセット一覧

機種 A

機種 A

機種 B

機種 B

基本プリンタ 基本プリンタ

+ +
本
体
＋
基
本
プ
リ
ン
タ
セ
ッ
ト

税込
価格 ¥191,600 税込

価格 ¥183,600

税込
価格 ¥180,600 税込

価格 ¥172,600

税込
価格 ¥171,800 税込

価格 ¥163,800
■大学生協パソコン購入応援プラン
本プランは大学生協パソコンにWiMAX2＋（2年間契約）を同時にお申し込みいただき、開通後に上記のパソコン代金か
ら５万円キャッシュバックできるプランです。※インターネット回線をすでにお持ちの方はお申込みにならないでください。
▶詳しくは推奨パソコン専用サイト（2017年2月オープン予定）をご覧ください。

お問い合わせ　東洋大学生活協同組合　TEL03-3947-3002
MAIL  toyo.hakusan@fc.univcoop.or.jp
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いざ申込み！ お申込方法のご案内
【第１期】 申込期間 2/1（水）～3/19（日）
【第２期】 申込期間 3/20（月）～4/7（金）

※お申し込み頂きましたパソコンは講習会にてお渡しします。

4 お支払い確認後、講習会のご案内をご郵送させて頂きます。　
講習会のご案内は日程が決まり次第ご郵送させて頂きます。あわせてメールでのご案内も差し上
げます。また推奨パソコン専用サイト上にて講習会日程を掲載致します。
ご郵送物をご確認頂きパソコン講習会会場へお越し下さい。身分証明書を必ずご持参下さい。
パソコンお渡し後、お渡ししたパソコンで講習会を行います。　
プリンタはご登録いただきました住所へ配送します。（必ず玄関に表札をお出しください）

パソコン講習会は
必ず参加しないといけませんか？

A  講習会の参加は任意です
講習会は初心者を対象に初期設定・ソフトウェアの登録・学内ネットワークの設定などを行います。どうしても
都合がつかない、ご自分でセットアップをしたい等の理由で講習会に参加されない方には、講習会日程以降
に店舗でパソコンをお渡しします。
＊ 講習会の日時は学事の都合上変更となる場合があります。

Q

3 72時間以内に最寄りのコンビニでお支払いください。

お支払い方法に関しましては推奨パソコン専用サイトをご覧ください。

2 メールにて受付番号をお送りいたします　
ご注文が完了しますと、折り返しメールにて受付確認と受付番号が送信されます。

ドメイン指定解除をお願いします
　携帯電話・スマートフォンがパソコンからのメールを受信拒否する設定になっており、注文受付メールが
届かないケースが非常に多くあります。お申込み前に必ず設定を確認してください。受信拒否の設定になっ
ている場合は、info@toyocoop.jpからのメールが受信できるよう設定してください。詳しい設定方法は各
携帯会社ホームページをご覧ください。

1 Webよりお申込みください　
画面に従って入力、送信してください。
携帯・スマートフォンからもOK！【下記を参考にパソコンからのメールが受信で
きる状態でお申し込みください】

http://toyocoop.jp/admission/

お問い合わせ　東洋大学生活協同組合　TEL03-3947-3002
MAIL  toyo.hakusan@fc.univcoop.or.jp
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●パソコンのお渡しについて
　ご購入いただいたパソコンは講習会当日にお渡しいたします。
※講習会にご参加できない方には、講習会以降に店舗にてパソコンをお渡しいたします。

　受け渡しの開始日は店舗により異なりますので、講習会ご案内メールにてご確認ください。

●日程・会場について
　推奨パソコンをご購入いただいた皆様に、講習会の日程が決定次第ご案内を郵送またはメー
ルにてご案内差し上げます。

併せて、推奨パソコン専用サイト上サイト
http://toyocoop.jp/admission/
にて講習会日程を掲載いたします。

※講習会の日程は学事の都合上変更となる場合があります。

　東洋大生は学内にて無料でインターネットが使用
できます。ただ意外と難しいのが学内ネットワーク
に接続するための設定です。ご安心下さい。講習会
時に学内ネットワークに接続する方法を皆さんにご
説明差し上げます。

＊ 尚この講習会は生協推奨パソコンをご購入いただいた
方のみが対象です。

学内ネットワーク
講習会

ポイント

2

　パソコンを取り出すところから始めますので、操作に
不安のある方でも安心です。Windows、Office、ウイル
スバスターと順を追ってセットアップを行います。

＊ P.13 推薦機種B  ご購入の方向けには、「Macの使い方」講
習会を開催予定です。

＊ 尚この講習会は生協推奨パソコンをご購入いただいた
方のみが対象です。

セットアップ
講習会

ポイント

1 P.12 推薦機種Aのみ

東洋大生のためのパソコン講習会ご案内

【第１期】2/1（水）～3/19（日）にお申込みの方・・・３月下旬開催予定
【第２期】3/20（月）～4/7（金）にお申込みの方・・・４月中旬開催予定




