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～ お申込み方法のご案内 ～

1

新入生・保護者のみなさまへ

大学生のことを一番よく知っている
大学生協がオススメします！
４年間安心して使える
パソコンと電子辞書です

予定台数に達した時点で終了と
なります。お申込みはお早目に！

生協推奨
パソコン
電子辞書
のご案内

2020年度版

東洋大学生活協同組合
https://toyocoop.jp

重 要
保護者の方と
ご一緒に

ご覧ください

台数限定

画面に従って入力、送信してください。
携帯電話・スマートフォンからでもお申込みいただけます。

webよりお申込みください https://toyocoop.jp/admission

※下記2.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込みください。

～ドメイン指定解除のお願い～
　受信拒否の設定により、受付確認のメールが届かないケースが多くあります。お申込み前に必ず設定
をご確認のうえ、info@toyocoop.jpからのメールが受信できるよう設定をお願いいたします。
　詳しい設定方法は、各携帯電話会社のホームページをご覧ください。

2
ご注文完了後、折り返しメールにて受付確認・受付番号が送信されます。
メールにて受付番号をお送りいたします

※携帯電話・スマートフォンからお申込みの方へ

3
お支払い方法につきましては上記webの推奨パソコン専用サイトにてご確認ください。

72時間以内に最寄りのコンビニエンスストアにて
お支払いください

4
ご入金後10日を過ぎてお届けが確認できない場合は、 toyo.web@univ.coop 
までお問合せください。

お支払い確認後、ご自宅に発送いたします

5
　講習会の日時会場は決定次第、推奨パソコン専用サイトにて掲載いたします。ご参加希望の
方はサイト上にてご予約をお願いいたします。
　ご郵送物をご確認いただき、届いたパソコンを開封・初期設定（セットアップ）したうえでご持
参し、講習会会場へお越しください。その際、あらかじめ充電も十分にお願いいたします。
　なお、プリンタはご登録いただきました住所へ別途発送いたします（確実なお届けのため、玄
関に表札をお出しください）。

　講習会では学内ネットワークの使い方や、パソコンをより有効に活用する学び方について
説明いたします。ご都合の付く方は是非お越しください。

※講習会の日時は学事の都合により変更となる場合があります。

Q パソコン講習会は必ず参加しなければなりませんか?

A 講習会の参加は任意です。

後日、パソコン講習会のご案内をweb掲載いたします

問い合わせメールアドレス toyo.web@univ.coop
※お問い合わせの際には、受験番号・氏名・ご連絡先（電話番号）をご記載ください。
　なお、件名はお問い合わせ内容により「パソコンについて」「電子辞書について」のようにご表記をお願いいたします。

申込期間
第１期２/１（土）̶ 2/29（土）
第３期 3/26（木）̶ 4/１2（日）第４期 4/１3（月）̶ 5/１7（日）

第２期 3/１（月）̶ 3/25（水）

2/  1（土）～2/29（土）第１期
3/26（木）～4/12（日）第３期

3/  1（日）～3/25（水）第２期
4/13（月）～5/17（日）第４期

P2 大学生になったら「自分専用のパソコン」
P3 東洋大学情報システム部から新入生の皆様へ
P4～P7 先生方・在学生からのご推薦
P8～P9 大学生活でのパソコン事情
P10～P11 生協推奨パソコンが安心の理由
P12～P13 生協推奨機種のご案内 ①Microsoft Surface
P14～P15 Surfaceの使い方
P16～P17 生協推奨機種のご案内 ②Apple MacBookAir
P18～P19 生協推奨機種のご案内 ③DELL Inspiron14 7000
P20～P21 パソコンをさらに快適に活用するために
P22～P25 大学生向け電子辞書のご案内
P26 価格一覧
P27 パソコンの初期設定/講習会について
P28 お申込み・お支払いについて
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大学生になったら

ToyoNet-G
（学務システム）

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インターネット経由で利用します。
●教務に関する機能……………
●個人情報に関する機能………
●学生生活に関する機能………
●キャリア支援に関する機能…

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
学生情報確認、奨学生情報の確認、健康診断結果の確認
サークルの登録、サークルの活動報告
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
（授業支援システム）

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
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……………
●ポートフォリオ………………

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。
これまでに提出した課題を通じて、学びの振り返りに活用します。

●蔵書検索システム……………本学にある約15６万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図書館ＯＰＡCシステム

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。）

「自分専用のパソコン」が必要です

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）
ネットで資料を調べたり、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。

就職活動にもパソコンが不可欠です
3年の後期からは就職活動でも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
から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てくるので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。

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
登録をするので、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。

　いよいよ大学生活がスタートします。東洋大学での4年
間を通じて、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、パソコンの活用機会が格段に増えることは間違いあり
ません。具体例を挙げると、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、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年間を通じ
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、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PC教室はもちろん、各キャンパスの図書館にはラーニ
ングコモンズ＊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。

【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、それらを使った学習の自学
自習を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）

文学部 東洋思想文化学科 2020年3月卒業予定 
大熊 駿平さん

ご協力
いただいた

先輩

４年生
就職活動

内定先との連絡

卒業論文

プレゼンテーション

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

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
　大学では、インターネットの閲覧以外でも多くのことにパソコンを利用します。そのため自分のパソコンをもっていると便利です。
　東洋大学では、履修登録などの手続きや休講の通知、授業によっては出欠の確認や課題、資料の配付などもネット上で行われます。
こうした手続きは学校のパソコンでも行えますが、やはりその時期は混み合うため自分のパソコンがあると快適です。
　パソコンでもっとも多く利用すると思われるのはWordやExcel、PowerPointといったソフトです。私の学部では、二年生以降に
は課題だけでなく期末試験もレポートとなる授業も増えたため、利用する頻度も多くなりました。Wordは卒業論文でも必須となり
ます。
自分用のパソコンがあると好きな時に作業ができるので、自分のパソコンを購入することをおすすめします。
 (文学部 東洋思想文化学科 4年 大熊駿平)

先輩が語ってくれたように、大学では自分専用のパソコン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、東洋大学の先輩が大学生活で4年間のパソコンの重要性や利用シーンを紹介します。
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教員のコメント
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
　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
る場面が多々あります。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

ゼンテーションソフトを利用した資料作成、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。

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、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

文学部 教育学科　教授

須田 将司 先生 「知」を生み出していく人になるために
　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。東
洋大学では近年、PC室の拡充はもとより、図書
館内でPCを使用してネット検索ができる「無線
LANコーナー」や、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。

　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。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「知」を生み
出す主体者にぐっと近づけてくれることでしょう。

みなさんの先輩たちは、これらを活用し、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。

国際学部 国際地域学科　教授

荒巻 俊也 先生 Myパソコンを持って世界にでよう
　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございま
す。期待や希望、あるいは若干の不安を抱きな
がら、この日を迎えられたことと思います。
　ところで、高校まで行ってきた学習とこれから
の大学での学習について、何が違ってくると思っ
ていますか。高校までは、決められたカリキュラム
に沿って教科書にでてくることを学び、それに対
応する問題を解く、というのが主たる学習だった
のではないかと思います。もちろん、大学の授業
でも教科書が指定されるものもありますし、筆記
試験が行われる授業では与えられた問題を解く
必要があります。しかし、多くの学習では、講義や
ゼミで与えられたテーマに対して、自分で情報を
収集し、それを分析、整理し、さらに他人が分か
るように報告書や発表資料という形でまとめて
いく、といった作業をしていくことになります。
　その際に必要になるのがパソコンですよね。
最近はスマートフォンなどの小型機器の性能が
よくなり、また無線のネットワークもスピードがど
んどん上がっているので、情報収集などかなりの
部分はスマートフォンでもできてしまいますが、例
えばインターネット上で得られたデータをダウン

いこなすことにつながります。是非自分だけの
Myパソコンを手に入れて、いろんなことを試して
みてください。
　個人的には持ち運びしやすい小型のノートパ
ソコンをお薦めします。私が所属する国際学部で
は、海外留学や研修が必須となっています。他の
学部に入学される方も、留学や研修、ボランティ
アなど海外での活動に参加してみたいと思って
いる方もいるかと思います。留学や研修先では、
当然レポートを書いたり、発表資料を作ったりしな
ければなりません。現地でパソコンを借りてみて
も当然日本語は使えません。そう考えるとやっぱ
り持ち運びがしやすいMyノートパソコンを持って
おく方がよさそうですね。ただし、特に海外では盗
難などに合わないように十分に気をつけてくださ
いね。

ロードして自分で分析加工して、レポートや発表
資料に貼り付けるなんてことは、小さい画面のス
マートフォンではまだまだ難しいかと思います。
　ホームページの情報だけでなく、新聞記事や
いろいろな雑誌も大学のサービスを使えばパソ
コン上で見ることができますし、最近は資料を印
刷して配布するのではなく、インターネットを用い
てファイルで配布する先生も増えたりしています。
大学でのいろいろな作業がパソコン1台で完結
してしまいます。
　ところで、なんとなくパソコンが苦手と思ってい
る方もいるのではないかと思います。パソコンが
得意な人が、自分でさっとグラフを作ってレポー
トにさっと貼りこんだり、あっという間にきれいな
チラシや発表資料を作ったりするのをうらやまし
く思っている方もいるのでは。どうすれば、パソコ
ンを得意になれるのでしょうか。
　私は、Myパソコンを持つことが早道だと思っ
ています。なぜなら、自分だけのカスタマイズし放
題の専用パソコンがあれば、きっとパソコンに触
る機会は増えますよね。パソコンに多く触って、い
ろいろなことを試行錯誤することがパソコンを使

ライフデザイン学部 人間環境デザイン学科　准教授

柏樹 　良 先生
　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。

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。
　毎年新入生の皆さんへ、東洋大学生活協同
組合が個人向けのノートPCの提案をして下さっ
ています。4年間のセキュリティ対策ソフトもあら
かじめ備わっており、更に、4年間の大学生活で
パソコンを酷使することを想定して、4年間の
メーカー保証（一般的には1年）、不慮の事故に
よる破損に備えた4年間の動産保険までついて
います。故障の際にも大学内にある生協にて修
理に出せることも朝霞キャンパスの学生に配慮
された内容となっています。自宅でじっくりと課題
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。

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２D／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

大学生活、そして大学を卒業して社会に出て
行くためには、パソコンが不可欠です。大学で
の学びでは、高校までとは違い、自分で調べ発
表することが増えます。このときに必要となる
のがパソコンで、資料収集からプレゼンテー
ション、レポートの作成まで、あらゆる段階で
使用します。
　例えば、入学後すぐにはじまる1年生のゼミ
では自らの学びに必要な文献（本や論文）を探
す方法を習います。文献はプレゼンテーショ
ンやレポートを作成する上で欠かせないもの
で、時間をかけて適切なものを自分で探し、そ
れを読み込み、そして活用していくことが求め
られます。文献を探す方法として、大学図書館

保存したりするのにも適しています。
　また文章を書く上でもパソコンは有効な
ツールです。レポートの作成だけでなく、大学
で必ず利用する電子メールには、スマートフォ
ンのメールやLINEなどにはないマナーがあり
ます。これは社会人のビジネスメールに通じる
決まり事で、大学生のうちからこうしたマナー
やルールを学ぶことも大事になってきます。自
分のパソコンを持ち、慣れ親しんでいくことは、
大学での学習に役立つだけでなく、社会人と
して必要な基礎力を身につけることにもなり
ます。パソコンを活用して、実り多き大学生活
を送ってください。

を利用するほかにインターネットを活用した方
法を学びます。インターネットを使うにはス
マートフォンだけで十分だと思っている方もい
らっしゃるかもしれません。しかし、文献を収
集するにはそれでは限界があります。スマート
フォンは軽くて使いやすいですが、画面が小さ
いため、文献に書かれた文字が読みづらかっ
たり、深く読み込めなかったりとデメリットが
あります。特にこれからはじめて学術的な文献
に触れるみなさんには、大きなサイズの画面で、
ゆっくりと時間をかけて読むことが重要に
なってきます。そこで大いに役に立つのがパソ
コンです。パソコンは本や論文などの細かい
文字を正確に読み取るだけでなく、メモしたり、

社会学部 社会福祉学科

村上 一基 先生 大学での読み書きはスマートフォンよりもパソコンで

　企業の多くが効率化を求め、情報化を促進
していますが、オフィスを覗いてみれば社員の
机上には多くのパソコンが開かれています。
　本学では既に履修やレポート提出、出欠も
WEBで行い休講情報もネットで確認できる
ようになっています。スマートフォンはコミュニ

ならないことはサポートです。ネットで価格比
較することは簡単ですが、機器類は故障する
ことがあります。身近なところでサポートを受
けられるという点においても大学生協は推薦
できます。

ケーションやゲーム利用には大変便利ですが、
たとえばゼミ活動において頻繁に行われるプ
レゼンテーションやディベートなどに適してい
ません。また就職活動においても同様のこと
が言えると思います。
　余談ですが、パソコン購入で考えなければ

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ぶ

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？
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　新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。これからのキャンパ
スライフへの期待と不安で胸がいっぱいのことと思います。
　そしてその生活の中で、パソコンはなくてはならない大学生の強い味
方です。
　私は高校時代、実習授業がなかったためパソコンを使う機会がありま
せんでした。しかし、大学に入り履修登録やレポート、プレゼンの作成な
ど怒涛の使用機会がやってきます。実際に私が履修している経済英語
のクラスでも、毎週プレゼンをするため私用のパソコンがないととても
完成できませんでした。学校でできないわけではありませんが、台数や

日数が限られており使用できないことがあるため、自分のパソコンが
あってよかったなといつも感じていました。
「でもパソコン持ったことないし、使い方もわかんないし不安だなぁ」 
きっとこう思ってる方、過去の私を含めたくさんいると思います。しかし
生協でパソコンを購入すれば、講習会や修理など、サポートも充実してい
るため不安も一蹴、安心してパソコンを使うことができます。
 快適なキャンパスライフのためにも、そして将来の自分のためにも、 
My PCを手に入れて充実した大学生活を送りましょう。

　今年生協で取り扱うパソコンは、在校生が選んで決めているため、ど
のコースに行っても対応できる性能になっています。実際に新入生向け
のパソコン選定会に私達たち学生が参加して「情報連携学部で不便な
く勉強していくならこのパソコン!」というものを選びました。
　最近ではスマホ・タブレット・パソコンと、タイプCケーブルで充電が
できる機器が増えています。そこで、タイプCケーブルで充電できるパソ

コンを用意することで、ケーブルを貸し借りして充電することができます。
　自然故障や不注意による故障にも4年間保証してくれるため、毎日使
う情報連携学部でも安心して使用することができます。
　９ページ目に赤羽台キャンパスで、どんな風にパソコンが使われてい
るかを簡単にですがまとめています。是非参考にしてください。

　建築学科では日常的にPCを使います。入学してから卒業まで必須と
言っても過言ではありません。まず、一年次ではレポート課題をWordや
PowerPointなどで作成しネット上で提出することが多いです。そして二
年次からは設計製図がはじまります。設計製図では設計図を作成します。
設計図は手書きでも書けますが図面の修正がとても面倒です。しかし
PCでCADという製図ソフトを用いて書くことで製図が非常に簡単にな
ります。そしてデータとして書いたものが残るので自分の造った作品を

気軽に振り返ることができます。学校のパソコンを使ってやることもでき
ますが、製図は非常に時間がかかるうえ、建築学科は忙しいので自分の
PCがあれば場所を選ばずにいつでも課題に取り組むことができます。
そしてCADの使い方を一年次に教わるのですが、覚えることが多すぎ
て使いこなせるようにはなりません。だから一年生からCADに慣れ親し
んでおくと学年が上がったとき、非常に楽になります。ですので私は早め
に自分専用PCを用意することをお勧めします。

　大学生になってから今まで以上にパソコンを使う機会が多くなりまし
た。高校生の頃は定期テストが成績のメインでしたが、大学生になると
定期テストの代わりにレポートで成績をつける授業が多いです。課題が
レポートの科目をいくつも履修すると、1週間の間に3つの課題があった
りします。レポートは紙で提出するのではなく、Wordを用いてレポート
を書き、ネット上で提出します。忙しい中で課題をこなさなければなりま
せん。大学内にパソコン室はありますが、全学年の生徒が利用できるた

め、自分がやりたい時にできないことも多くあります。私は、自分のパソ
コンを持っていません。しかし、友人は、自分のパソコンを持っていて、
空きコマの時間や休み時間を利用して課題に取り組んでいて、締め切り
よりも早くに課題を提出したりしてました。やはり、自分のパソコンがあ
れば、どこにでも持っていくことができ、更に課題に取り組むことができ
るのであるといいなと思います。

教員のコメント 学生のコメント
理工学部 電気電子情報工学科

佐野 勇司 先生 生協からのパソコン購入検討の勧め
　新入生の皆さま、ご入学おめでとうございます。
大学の各手続きや授業の予復習には家庭用の
ＰＣの使用が不可欠です。電気電子情報工学科
では必修科目の「コンピュータプログラミングＡ」
および「情報処理基礎」で家庭用ＰＣが必要とな
ります。
また、大多数の学生が履修する「電気電子情報
工学概論」と「物理学実験」のレポート作成にお
いても早期にＰＣ使用になれておくべきです。

しては、生協以外を含めた広い情報収集が必要
になります。皆さんも一度は勉強の意味も含めて、
自分や友達などとＰＣについて検討してみてくだ
さい。
　長いようで短いキャンパスライフです。いろい
ろなことに挑戦するなどして、実り多いものにし
ていきましょう！

　ＰＣの購入に際しては、国内大学の団体購入
により量販店に勝るコストパフォーマンスを誇る
大学生協の商品をまずご検討ください。ご存知
の通り授業で使う基本ソフトは学内で無料イン
ストールできます。これらのことを含めた学生事
情全般に生協は精通していますので、購入後の
数々のサポートにおいても力強い味方になってく
れます。
　もちろん、ソフトも含めて高価なＰＣ購入に際

保護者様のコメント
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

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。

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

総合情報学部 総合情報学科

大塚 佳臣 先生 有意義な大学生活を送るために自分専用のパソコンを手にしよう
■スマホだけで大学生活を戦えるか 
スマートフォンは、少し前のパソコンと同等以上
の性能と機能を持つようになり、日常生活におけ
る情報収集やコミュニケーション、さらには、動画
視聴、ゲームなどの娯楽はスマートフォン1つで
済むようになりました。だから、パソコンはいらな
い、と思うかもしれません。 
■なぜパソコンが必要か 
大学でのレポート作成や卒業研究では、文理を
問わず、図表やグラフも使います。そういった作
業はパソコンでないとできません。 

が、プログラミングやデータ分析はもちろんのこ
と、画像・映像編集、アプリ制作を行う上では、
生協で推奨している商品レベルの処理能力を
持つパソコンが必要になります。

大学生活を送るにあたり、パソコンは不可欠なも
のです。また、社会人になったあとにも、パソコン
操作の能力は必須です。もし、自分専用のパソコ
ンが手元にないのであれば、思い切って購入す
ることをお勧めします。

■自分専用のパソコンは必要か 
大学では、PC教室や図書館のパソコンが使用
可能です。また、自宅に家族共用のパソコンがあ
れば、それを使って授業の課題やレポート作成を
行うことも可能です。でも、自分の好きな時間に
使い、作業効率を高める上でも、自分の必要な
環境が整えられる自分専用のパソコンがあった
ほうがいいです。 
■生協のパソコンの性能は過剰か 
最近は、パソコンが3万円台から購入可能で、生
協で紹介している商品は高く感じると思います

経済学部 経済学科　新２年 

長谷部 叶羽 さん

情報連携学部 情報連携学科　新４年

佐藤 公平 さん

理工学部 建築学科　新４年

川島 　孝 さん

国際学部 国際地域学科 地域総合専攻　新２年

窪　 瑠奈 さん
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大学生活での
パソコン事情

ご入学おめでとうございます。
都市環境デザイン学科の水落祐希（2020年３月卒
業予定）です。東洋大学では授業関係やいろんな情
報の確認をネットで行うことがあります。これから皆
さんが日々使うと思われる主な3つのサイトと大学
のネットワーク環境を紹介します。

【 Toyo Net G 】
　まず一つ目は「Toyo Net G」です。主に学生生活
の情報が掲示されます。休講情報や学校からのお知
らせ、連絡などはこのサイトで確認が出来ます。また、
履修登録や半年ごとに出る成績表は、このサイトで発
表されます。

【 Toyo Net Ace 】
　2つ目はToyo Net Aceです。主に授業に関する情
報が掲示されます。自分が履修している授業ごとに
項目があり、授業担当の先生からの連絡、課題の提
出はこのサイトから行います。課題のフォーマットが
アップされたり、提出した課題の成績や、教授からの
コメントを見る際、このサイトを使います。

【 Toyo Net Mail 】
　3つ目はToyo Net Mailです。東洋大学専用のメー
ルアドレスを用いて、緊急のメール、教授へのメールを

送る時に使います。入学時に一人ひとりに大学専用の
メールアドレスが配布されます。
@マーク以降の部分が東洋大学になっているので、就
職活動の時に企業とのやり取りでも信用があるとい
う話も聞きます。

【 ネットワーク環境 】
　大学内にはいろんなところに無線LANのアクセスポ
イントがあります。パソコンの設定さえ行えば大学の
どこでもインターネットにつなげることが出来ます。

　図書館のパソコンや、自由に使えるパソコンルーム
などはありますが、大学生になるとレポートを提出す
る場面が多くなります。学内のパソコンだと使いたい
時期はみんな一緒なので思うように使えなかったり、
時間の制約もあるのでレポートを作成する際、家でも
作業をすることができた方が時間を有効活用できま
す。そう考えると自分専用のパソコンを持つことがオ
ススメです。自室から課題を提出できるという点、家
だけでなく電車や飲食店などでもパソコンを持ち運
び使うことができるという点はとても便利なので、自
分のパソコンを持つことをお勧めします。

理工学部都市環境デザイン学科
水落祐希さん

　赤羽台キャンパスでの授業は基本的に全てパソコンを使います。
他大学のような教科書を使用する授業は殆どなく、MOOCsという
サイトを教科書として使います。また、レポートなどの課題提出や授
業の出席確認もパソコンで行います。そのため、パソコンの性能が
普段のキャンパスライフを大きく左右します。 入学したら1人1つの
アカウントを持ち、そのアカウントで、Microsoft Officeや講義で使
う 資料をダウンロードしたり、課題の提出を行います。授業資料は
MOOCsやGoogle Driveに掲載されているので、教科書や配布資
料はほとんどないです。授業内のメモ、ノート等もパ ソコンでとりま
す。入学してから、パソコンが故障するケースも多々あります。生協
で取り扱いしているパソコンは４年間のメーカー保証と動産保証付
が既に金額に含まれています。追加で延長保証等に加入する必要は
ないので安心してお買い求めいただけます。
 
●エンジニアリングコースでは... 
　プログラミングを使ってIoT機器の操作や、アプリケーションの開
発をします。2年生ではC言語を、3年生ではOCamlやJavaといった
プログラミング言語を学びます。学年が上がるにつれて、ハイレベル
なアプリケーションを使うため、スペックの高いパソコンが要求され
ます。メモリを多く消費する仮想環境を使うので、メモリは16GBあ
ると動作がサクサクです。

●デザインコースでは...
　デザイン関連ソフト(Illustrator, Photoshopなど)を使って、平面

から立体までのあらゆるデザインを行う授業とHTMLやCSSなどで
webサイトの作成を行います。デザインのソフトは容量が重く、動作
中はパソコンの処理能力(CPU稼働)の多くを使ってしまいます。 そ
のため、バッテリーの減りも著しいです。充電器の携帯は必須です。
作品1つひとつのフォルダも容量が大きいので、HDDやSSDも容量
の大きいものがよいです。

●ビジネスコースでは...
　統計分析やビックデータの解析方法について学び、自身でプログ
ラムを組んで気になる分野について独自で解析を行ったり、データ
を可視化して分かりやすくしたり、今までのデータから今後の変動
を予測したりしています。手計算では求められないほどの膨大な
データを自分のパソコン上で扱うので、エンジニアリングやデザイン
には及ばないものの、大きめの容量があれば良いと思われます。

●シビルシステムコースでは...
　都市の未来に目を向けて、問題点や改善策を自分たちで見つけて
発表する授業が多いです。また、CO2排出量の計算などでExcelを
使い、実際にシミュレーションする授業もあります。このため、オフィ
スソフトが必須になります。AutoCADや地域経済分析システム 
RESAS、Google Earthなどのソフトも利用することがあるので、授
業によってはバッテリーの消耗が早いことも。資料はすべてPDFな
のでダウンロードして表示できる閲覧ソフト（無料ビューアー）など
もあると便利です。

赤羽台キャンパスのパソコン事情編

●充電は大事！
→1日中授業があると充電が必要になることもありま
す。そのため、バッテリー性能には特にこだわりま
しょう。

●HDMI端子または変換器は必須！
→授業では自分のパソコン画面をプロジェクターに表
示してプレゼンテーションを行うこともあります。赤

羽台キャンパスのプロジェクターは全てHDMI端子
で統一されているので、パソコンにHDMI端子があ
る方がプレゼンがスマートにできます。

●出来るだけ軽いパソコンを！
→毎日持ち運ぶパソコンはできるだけ軽いものを選ぼ
う！1.3kg未満がベスト！

在学生が教えるパソコンのアドバイス編

川越キャンパスのパソコン事情編
機械工学科 課題やレポートで表やグラフを作成することがあります。授業でも教えてもらえ

ますが日頃からパソコンに慣れておくといいです。SolidWorksは専門科目で
使い部品の３次元モデルの作成などが出来るソフトです。

生体医工学科 レポートなどではMicrosoft Officeが大活躍です。
1年からプレゼンをする授業があるので自分のパソコンがあるといつでも作業
が進められるので非常に便利です。

電気電子情報工学科 様々なソフトが使いこなせるようになればレポート作成で周りに差がつけられ
ます。VisualStudioは専門科目で使うソフトでゲームの作成やアプリ開発に役
立ちます。

応用化学科 毎学期必修の実験があります。実験があるということはレポートも必ずありま
す。Chemibiodrawというソフトで化学構造などを描き、WordやExcelを使っ
てレポートを作成するという場面もたくさんあります。

都市環境デザイン学科 WordやExcelを使ったレポート作成はもちろんですが、PowerPointを使って
プレゼンテーションを行う授業もあります。普段からパソコンを使うことで表現
力もアップ。

建築学科 設計の授業などでの図面の製作にはCADというソフトを使います。建築は設計
図面が作れないと前に進みませんので頑張りましょう。もちろんレポートなどで
はOfficeソフトを使います。

総合情報学科 授業によって使うソフトは様々ですが、授業でプレゼンを行う時はMicrosoft 
Officeが基本です。普段から使っていると効率的に発表データが作れます。
eclipseは１年次のプログラミングの授業で必ず使うソフトです。

理
工
学
部

総
合
情
報
学
部
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「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年間メーカ
ー

保証&修理中代替機

無料貸出サービス

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。

　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致します。
　また、修理中は無料で代替機を貸出いたします。
＊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ご用意できないこともございます。
生協店舗にてご確認ください。
＊Apple製品に関しましては、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。

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、学内に感染を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、期間中の更新手続き
や新規購入をする必要がありません。

『壊した』ときの
４年間動産補償
　メーカー保証で修理が出来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。そんなときに役立
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。
　また、留学などで海外にもっていったときの故
障や盗難などの損害時もカバーします。
＊Surface Proについては他の機種と補償内容が異なります。
　　詳細はP1４をご確認ください。

困ったときは

『大学生協に
 すぐ相談』
　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
生協のお店にお持ち頂くだけで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。＊MacBook Airには入っていません。

　パソコンは精密な部品がたくさん集約されてできている製品です。
ですから、正しい使い方をしていても、どうしても故障してしまうこ
とがあります。この自然故障に対する修理をカバーするのがメーカー
保証ですが、ほとんどのケースが１年間の保証期間。そこで大学生協
では、入学時に購入したパソコンを卒業まで安心して使えるように、
メーカー保証を４年間に延長しています。

自然故障に対応する
長期メーカー保証

不注意による故障などを
カバーする動産保証

こんな「うっかり故障」が、少ない自己負担金で修理できる

保証内容や保証限度額、自己負担金は、メーカーや大学によって異なります。くわしくは、各大学生協の保証内容をよくご確認ください。
動産保証は、地震や水害などの自然災害には適用されません。

自然故障は使用年数に応じて増えてくる

安心の保証が
ついていても
パソコンは大切に
使ってください。

パソコンが治っても
データは復旧できない
ことがあります。
バックアップは
必ず取って
おきましょう。

2016 年 4月から 2017年 3月までの修理受付から
自然故障分を抽出
（グローバルソリューションサービス株式会社提供）

　パソコン自然故障の件数は、下のグラフが示すように、使用年
数に応じて増加してきます。故障箇所としては、記憶装置、キーボー
ド、液晶ディスプレイ、DVD ドライブなどが主なものとして挙
げられます。３年生・４年生と高学年になるほど、パソコンの仕
様頻度や重要性がたかまってきますの
で、自然故障に対する修理が４年間無
償で受けられることは、大きな安心感
です。

パソコンを閉じる時に
筆記具を挟んでしまった

症状：液晶画面破損（亀裂が入った）
修理費用：75,924 円のところ
自己負担金：5,000 円

事例 1 自転車のカゴから
落としてしまった

症状：電源が入らない、
　　　DVD ドライブ破損など
修理費用：29,268 円のところ
自己負担金：5,000 円

事例 2

■購入後４年目にあたり、保証限度額が 60,000 円の事
例です。修理費用が限度額を超える場合は、その差額に
5,000 円を加算した金額が自己負担金となります。

操作中にお茶を
こぼしてしまった

症状：画面表示不良
修理費用：72,684 円のところ
自己負担金：17,684 円

事例 3

修
理
件
数

1年生

581 569

958

1,409

2年生 3年生 4年生

　大事に扱っているつもりでも、誰にでも「ついうっかり」ということは
あります。キーボードの上に飲み物をこぼす、机から落としてしまう、知
らずにペンなどの異物を挟んでパソコンを閉じてしまう、といった不注意
による事故は後を経ちません。
こうした故障や破損、さらには盗
難を卒業までの４年間カバーする
のが動産保証です。5,000 円から
の低額な自己負担金で修理が受け
られ、修理不能の場合は再購入の
補助も用意されています。

　パソコン（MacBook Air）を生協で購入して愛用しており、
修理に対する対応に満足しています。特に対応の早さと修理
費用の安さには驚きました。3年生の秋、就職活動でよくパソ
コンを使っていました。ある日、家にこもってパソコンを使用
していたら、近くのコップに手が当たり、キーボードに水がか
かりました。すると画面は変な反応するし文字の入力はでき
ないし…つまり壊れたわけです。焦りました。インターンシッ
プのエントリーシートとゼミの実験の報告を作成している最

中だったのですから。そこで生協に持っていき修理を頼みま
した。すぐに代替のパソコン（同じ機種）を貸してくださいま
した。数日後、修理が終わったと連絡がきて驚きました。あま
りに早かったので、代替のパソコンは別に必要なかったとさ
え思いました（笑）。そしてパソコンを取りに行ってまた驚き
ました。費用がかなり安かったんです（自己負担金5,000円）。
一人暮らしの私にとって本当にありがたいです。

早い、安い。想像以上で大満足 社会学部 社会心理学科 新４年 成田太一

比較
ハード保証

４年
1年

４年
× × × ×

生
協
量
販
店

動産保証 代替機 相談窓口 講習会

生協VS量販店!
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Microsoft SurfacePro7
CPU ： Intel Core-i5
メモリ ： 8GB
SSD ： 128GB
OS ： Windows 10 Pro
デスプレイ ： 12.3 型（タッチ機能有り）
光学ドライブ ： 無し
バッテリー駆動時間 ： 最長10.5時間
重量 ： 1.1kg（タイプカバー含）
ウイルスバスター4年版

主なスペック

生協は東洋大学の学生のパソコン活用をサポートします！
生協では皆さんのご希望に沿えるようWindowsとMacの3機種を提案いたします。

1生協推奨機種のご案内

188,000円（税込）
本プランは大学生協パソコンにWiMAX2+（2年契約）を同時にお申込みいただき、回線開通後に上記のパソコン代金から
1万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をご覧ください。
☆本プランをお申込みにならなくてもパソコンのご購入はできます。

価格

台数限定 パソコンを衝撃や
傷から守る

インナーケース付

お申し込み ＵＲＬ https://toyocoop.jp/admission お申し込み ＵＲＬ https://toyocoop.jp/admission

※Microsoft保障サービスについて詳細は
　14ページをご確認ください。

▶故障しても安心
　メーカー４年間保証

▶壊れても安心
　４年間最大2回まで
　交換対応（動産補償） 2in1なので

タブレットとしても使えます！

プリンタセットのご案内

外付DVDドライブ

バッファロー
DVSM-PTC8U3-BKA
価格 4,980円（税込）

このパソコンにはＤＶＤドライブは装備
されていません。CDやDVDを視聴する
ためには外付ドライブが必要です。

パソコンを使う上で心配なの
がウイルスです。特にインター
ネットへの接続にはセキュリ
ティ対策は必須!
生協推奨パソコンには4年間対
応のウイルスバスターもセット
されているので安心です!

トレンドマイクロ
ウイルスバスタークラウド

専用ペン付き！

話題のエコタンク！
大容量低コストインク

プリンターをお得に選ぶポイント！

★ A4カラー文書 約6000ページプリント可能
★ ボトルから簡単に補充できるエコタンク式
★ スマホでコントロールして簡単プリント

EPSON EW－M630TW

セット価格 218,400円（税込）
プリント・コピー・スキャンの機能を備えた標準プリンター
（USB接続、無線LAN対応）

＜＋プリンターセット＞

約0.9円
驚きの！
A4カラー文書
インクコスト

カラー：シルバー



学習を快適にする、Surface Proの魅力と便利な機能

“Surface Pro”ならこれができる！
例えば…授業でプリントが配られたら、

はじめに配布されたプリント
などをお手元に用意します！
データとして持っていない資
料は特におすすめです！

まずはプリントにカメラを向けると自動で
紙の範囲を認識してくれるのであとは
シャッターを押すだけ！黒板の板書も同じ
ように撮ることができます。

Surfaceの「Office Lens」
アプリを使ってプリントを撮影

プリントデータを
「OneNote」で管理

「Surfaceペン」を使って授業の
メモやレポートづくりもできる！

「OneNote」を起動して撮影した写真を
張り付けた後、「画像からテキストをコピー」
を選択すればプリントの文字をテキスト
データ化してくれます。これでプリントも
持ち運ぶ必要がありません。

Surfaceの最大の特徴は何と言っても「ペンが使えること」です！
付属のペンを使えば気になるところにマーカーや印をつけたり、
数式やグラフだって手書きで書き足すことができます！

※上記の機能を使用するためにはOfficeのダウンロード及びインストールが必要となります。

1 2 3

簡単にテキスト
データ化できます！

数式もテキストデータに変換できます！
数式を書く授業やレポートの強い味方です！

付属のペンで書き込めます。

手書きの書き込み以外にもインターネットで
調べた画像や、動画のリンクをそのまま貼り
つけることだってできます！

Microsoftの保証について
量販店でご購入の場合、どんなに長くても最長２年までしか保証に入ることが
できません。在学中surfaceを安心して使っていただくため、大学生協にしかない
「４年間保証」をご用意しています。

Microsoft Surface Proは、他の機種と保証制度が異なります。万が一の故障時は修理ではなく「リファービッシュ（再生）品との交換対応となります。
動産保険制度も異なります。
電源アダプター、ペン、タイプカバーは対象外となります。またバッテリーの劣化による故障についても対象外です。

故障の原因

通常利用時
での故障

水漏れ、落下、
過充電による故障

１年目 ２年目 ３年目 ４年目

標準保証 Microsoft Complete forBusiness
(交換対応)

Microsoft Complete forBusiness
(最大２回まで交換対応)

保証 ◎ ◎ ◎ × ◎

自然
故障 破損 水漏 盗難

紛失 海外

講習会にご参加ください！
surfaceが使いこなせるか、ご不安な方もご安心ください。
東洋大学生協では、推奨機種をご購入いただいた方向けに
無料講習会を開催しています。
講師は皆さんにとって「先輩」に当たる東洋大学の在学生です。

講習会の日時は決まり次第、
ご購入の皆さまへ
お知らせいたします。

1514
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Apple Macbook Air
CPU ： 第8世代Intel Core-i5
メモリ ： 8GB
SSD ： 128GB
OS ： Mac OS 最新版
デスプレイ ： 13.3型
光学ドライブ ： 無し
バッテリー駆動時間 ： 最大12時間
重量 ： 約1.25kg

主なスペック

生協は東洋大学の学生のパソコン活用をサポートします！
生協では皆さんのご希望に沿えるようWindowsとMacの3機種を提案いたします。

2生協推奨機種のご案内

147,000円（税込）
本プランは大学生協パソコンにWiMAX2+（2年契約）を同時にお申込みいただき、回線開通後に上記のパソコン代金から
1万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をご覧ください。
☆本プランをお申込みにならなくてもパソコンのご購入はできます。

価格

台数限定 パソコンを衝撃や
傷から守る

インナーケース付

お申し込み ＵＲＬ https://toyocoop.jp/admission お申し込み ＵＲＬ https://toyocoop.jp/admission

▶故障しても安心
　メーカー１年保証＋３年延長保証
▶壊れても安心
　４年間の動産補償付

iPhoneと連動して
使いたい方に！

Retinaディスプレイで
鮮やかな画面に！

外付DVDドライブ

バッファロー
DVSM-PTC8U3-BKA
価格 4,980円（税込）

このパソコンにはＤＶＤドライブは装備
されていません。CDやDVDを視聴する
ためには外付ドライブが必要です。

プリンタセットのご案内

話題のエコタンク！
大容量低コストインク

プリンターをお得に選ぶポイント！

★ A4カラー文書 約6000ページプリント可能
★ ボトルから簡単に補充できるエコタンク式
★ スマホでコントロールして簡単プリント

EPSON EW－M630TW

セット価格 177,400円（税込）
プリント・コピー・スキャンの機能を備えた標準プリンター
（USB接続、無線LAN対応）

＜＋プリンターセット＞

約0.9円
驚きの！
A4カラー文書
インクコスト

カラー：シルバー
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DELL Inspiron14 7000
CPU ： 第10世代Intel Core-i7
グラフィックス／アクセラレーター ： 
　NVIDIA® GeForce® MX250
メモリ ： 16GB
SSD ： 512GB
OS ： Windows10 Home
デスプレイ ： 14型
光学ドライブ ： 無し
バッテリー駆動時間 ： 約15時間
重量 ： 1.1kg
ウイルスバスター4年版

主なスペック

生協は東洋大学の学生のパソコン活用をサポートします！

赤羽台キャンパス学生推薦機種

生協では皆さんのご希望に沿えるようWindowsとMacの3機種を提案いたします。

3生協推奨機種のご案内

199,000円（税込）
本プランは大学生協パソコンにWiMAX2+（2年契約）を同時にお申込みいただき、回線開通後に上記のパソコン代金から
1万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をご覧ください。
☆本プランをお申込みにならなくてもパソコンのご購入はできます。

価格

台数限定 パソコンを衝撃や
傷から守る

インナーケース付

情報連携学部
在学生オススメの

高スペック！

お申し込み ＵＲＬ https://toyocoop.jp/admission お申し込み ＵＲＬ https://toyocoop.jp/admission

▶故障しても安心
　メーカー４年保証

▶壊れても安心
　４年間の動産補償付

14インチと大きな画面なのに
軽量で持ち運びやすい！

外付DVDドライブ

バッファロー
DVSM-PTC8U3-BKA
価格 4,980円（税込）

このパソコンにはＤＶＤドライブは装備
されていません。CDやDVDを視聴する
ためには外付ドライブが必要です。

パソコンを使う上で心配なの
がウイルスです。特にインター
ネットへの接続にはセキュリ
ティ対策は必須!
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プリイ
ンストールされているので安心
です!

トレンドマイクロ
ウイルスバスタークラウド

プリンタセットのご案内

話題のエコタンク！
大容量低コストインク

プリンターをお得に選ぶポイント！

★ A4カラー文書 約6000ページプリント可能
★ ボトルから簡単に補充できるエコタンク式
★ スマホでコントロールして簡単プリント

EPSON EW－M630TW

セット価格 229,400円（税込）
プリント・コピー・スキャンの機能を備えた標準プリンター
（USB接続、無線LAN対応）

＜＋プリンターセット＞

約0.9円
驚きの！
A4カラー文書
インクコスト

カラー：アイスベリー
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パソコンをさらに快適に活用するために

ポータブルハードディスクドライブ

価格 7,480円（税込）
バッファロー（Surface・DELL用）
HD-PGAC1U3-WA （1TB）

価格 9,480円（税込）
バッファロー（Mac用）
HD-PUS1.0U3-SVD （1TB）

サプライ3点セット

サプライ4点セット
価格 6,000円（税込）

サプライ3点セット
価格4,500円（税込）

・サンワサプライ MA-WBL36BK
 （メーカー希望小売価格 2,800円）

・サンワサプライ TAP-B102U-2W
 （メーカー希望小売価格 3,080円）

・プリンストン 16GB
 （メーカー小売価格 オープン）

TOEICスターターキットPlus

高校まではあまりなじみのなかったTOEICですが、大学では重要なテストです。
TOEICのスコアアップのためには日頃からテスト形式に慣れるトレーニングをしておくことが重要です。
TOEICスターターキットPlusは継続して学習できるような工夫がされています。

価格 9,800円（税込）

お申し込み ＵＲＬ https://toyocoop.jp/admission お申し込み ＵＲＬ https://toyocoop.jp/admission

パソコンの調子が悪くなったり、壊れてしまうと長い時間かけて集めたり作成したパソコン内の大切
なデータが一瞬にして無くなってしまいます。そんなことが起こらないのが一番ですが万が一を考え
て大切なデータをバックアップしておくことをおすすめします。

［ Surface/Macの方 ］
❹USB TypeC コンボハブ
USBやHDDのデータ転送、マウスをつなぐために
必要です。コンパクトで持ち運びに便利！

❸OA電源タップ
携帯にパソコン、充電をする機会も増えます。
コンセントが足りないときに便利です。
ON/OFF切り替えスイッチ付！

❶マウス
レポートや論文を書く際にカーソルを併せたり、
プレゼンテーション資料などで画像を動かしたり、
細かい作業をするときに役立ちます。

❷USBメモリ
大事なデータの保存やレポート等のデータを
学校⇔自宅の間で簡単に持ち運びができます。
必須アイテム！

Office365 ProPlus

これからの大学生活では、Office機能を使う機会が増えてきます。

Office365のインストールにあたっては、使用ルールを遵守の上で利用しましょう！

http://www.toyo.ac.jp/toyonet/information/software/

※利用は在学期間中に限られます。卒業されると利用権限がなくなりますのでご注意ください。
※アカウントが削除されると、データが消去され復元することができませんので、定期的にデータのバックアップを！
※取得したソフトウェアの複製・頒布は禁止です！
※サービス内容は予告なく変更される場合がございます。

東洋大学の学生は、入学後包括契約の特典により自分のパソコンへ
Office365 Proplusをインストールすることができます。

詳しくは東洋大学HPにてご確認ください。

・サンワサプライ USB-3TCH7BK
 （メーカー希望小売価格 2,200円）

●企業で必要とされる英語を身につけるには、3年生・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
一歩はここキットで始めましょう。 

●アカデミックパック受講者専用WEBサイト（スマートフォン対応）で、いつでもどこでも皆さんの継続学習をサ
ポートします。 
☆TOEIC必須単語ドリル：TOEICのスコアアップには欠かせない「語彙学習」をゲーム形式で復習できます。 
☆レッスンビデオ動画：TOEIC・英語学習のエキスパートが動画レッスンを実施。毎回3～5分程度で、移動
中や隙間時間を活用して学習することができます。 

●カウンセリング（WEB・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》を基に専門の英語学習アドバイ
ザーが、ひとりひとり丁寧にアドバイスをします。 

●学習サポートサイト（スマホ対応）:アカデミックパック学習者専用 の
個別相談窓口を開設し、学習期間中は何度でも相談を受け付けて く
れます。

大学入学後すぐに、英語のクラス分けなどでほとんどの方が受験する「TOEIC」。
その後も、大学在学中は受験する機会が多くなっていきます。その学習に最適な素材です。

Surface/Mac DELL

murayama
長方形

murayama
多角形

murayama
テキストボックス
8,480
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大学生向け電子辞書のご案内

語学が好きでさらに学びたい！新しい外国語への興味関心
が高い方にとっては高校生までの辞書でなく辞書の種類
が更に豊富な大学生向けモデルをお勧めします。
大学に入ると語学の検定を受けることも多くなります。大
学生モデルには最新のTOEIC対策や就活対策に使えるコ
ンテンツも充実しています。4年間の大学生活のあらゆる
場面で大学生モデルの電子辞書活躍の場があります。

確かにスマホでの検索は便利ですが、東洋大学では授業中
のスマホの操作を禁止している先生もいます。許可なく操
作していると平常点が減点されてしまうこともあります。電
子辞書ならそのような心配はありません。また、電子辞書
では英語の他にも、就職活動時ややTOEICなどの語学資
格取得に使えるコンテンツが入っているので、1台持ってい
ると大学生活をサポートする強い味方になります。

白山キャンパス・朝霞キャンパス・赤羽台キャンパス・
総合情報学部の一部の新入生におすすめ
充実の英語系辞典

カシオ AZ-SX9800
東洋大学オリジナル特別セット価格

2020年
NEWモデル

38,200
42,000

大学の授業から
専門分野、語学資格取得、

就職活動まで！
４年間活用の

場面は沢山あります！

理工学部の新入生におすすめ

理系モデル専用コンテンツ搭載

理系学生必須の

カシオ AZ-SX9850
東洋大学オリジナル特別セット価格

2020年
NEWモデル

38,200
42,000

200
コンテンツ

200
コンテンツ

Q&A よくある質問にお答えします
そもそも電子辞書は必要なの？
スマホじゃだめなの？

高校生の時の電子辞書があるから
いいのでは？

　「電子辞書、頼みは学生　スマホ普及、縮む市場」という新聞記事によ
ると、「スマートフォンなどの普及で販売台数は減少が続くが、高校生、
大学生向けの販売は底堅い」という（朝日新聞、2016年7月27日）。生
徒・学生向けは安定しており、８割弱をカシオ製が占めているという。
　英語の社会学文献を読む科目を担当している。冊子体の英和辞典か、
電子辞書を薦めているが、冊子体はゼロ、三分の一ぐらいの受講学生
は授業中にスマホで辞書サイトを検索している。高校と違って授業中に
スマホ使用が禁じられていない（それどころか出席をスマホでとる！）か
ら可能なのである。
　電子辞書はQWERTY配列のキーボードのため入力が早い。いつでも
どこでも参照できる。高校生モデルと大学生モデルの違いにも気をつ
けてほしい。授業中、電子辞書を使っているのに単語が出ていないと学
生がいう。チェックしてみると、英和辞典が大修館の『ジーニアス英和

辞典』レベル。大学生は『ジーニアス英和大辞典』が入っている電子辞書
にすべきである。大学生協推薦のカシオの大学生モデルは、英語が強化
されていて、収録コンテンツも豊富である。小学館の『日本大百科全書
ニッポニカ』（全25巻）まで入っている。スマホでインターネットに接続
し東洋大学図書館のHPからデータベースを選びJapan Knowledge
を選べば「ニッポニカ」も平凡社の『世界大百科事典』も検索できるが、
同時アクセス数の制限がある。いつでもどこでもいろいろな辞書に参
照できるのが電子辞書の強みであり、第二外国語などの追加辞書も入
れられる。
　現代の電子辞書のこの情報量はすごい。検索履歴で単語帳ができる
のもありがたい。さらにTOEFLやTOEIC（私の叔父らが創始した）の試
験向けのコンテンツも入っている。電子辞書を更新し、通学時などのス
キマ時間を活用しよう。

大学生になったら、電子辞書を更新し、常時携行しよう！ 社会学部 社会学科

中山 伸樹 先生

murayama
長方形

murayama
テキストボックス
3,800
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大学生になったら、大学生モデルの電子辞書を使いましょう！

学年別の使い方
１年
英語学習
第二外国語
一般教養

入学してすぐに、英語、第二外国語、基礎ゼミなど新しい
知識とされる場面に出会います。英語は高校の授業からレ
ベルアップし、分からないことも自分で調べなければいけ
ません。第二外国語の授業を受け、新しい言語に触れると
きは辞書が必須です。

２年
留学
英語学習
専門課程

１年生では一般教養の科目がほとんどですが、２年生にな
ると専門科目も少しずつ学びはじめます。より高度な授業
についていくために、「自分で調べる力」が重要になります。
また、留学を考えている人は大学生活にも慣れてきたこの
時期に行く人が多いです。

３年
専門課程
研究発表
インターン

研究発表や英語論文に触れる機会が多くなり、「英語を読
む力」だけではなく「英語で伝える力」も必要となれます。
３年制はインターンシップや就活に精を出す人がいる一方
で、積極的に活動しない人もおり成長に大きな差がでる時
期です。ここで学業と将来に真剣に向き合いましょう。

卒業論文、卒業研究などを行う時には専門的な知識が必要
になります。これまでの勉学の内容を正しく使うために、
電子辞書が必要になります。さらに卒業して進学や就職を
した後も、新しい知識を求められる場面でキャリアの形成
をサポートし続けます。

４年
以降
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Microsoft SurfacePro7
PC本体のみ 188,000円
プリンターセット PC+エプソンEW－M630TW 218,400円
外付DVDドライブ DVSM-PTC8U3-BKA 4,980円
ポータブルHDD HD-PGAC1U3-WA 7,480円
サプライ４点セット 6,000円

※価格は税込

Apple MacBookAir
PC本体のみ 147,000円
プリンターセット PC+エプソンEW－M630TW 177,400円
外付DVDドライブ DVSM-PTC8U3-BKA 4,980円
ポータブルHDD HD-PUS1.0U3-SVD 9,480円
サプライ４点セット 6,000円

※価格は税込

DELL Inspiron 7000
PC本体のみ 199,000円
プリンターセット PC+エプソンEW－M630TW 229,400円
外付DVDドライブ DVSM-PTC8U3-BKA 4,980円
ポータブルHDD HD-PGAC1U3-WA 7,480円
サプライ３点セット 4,500円

※価格は税込

電子辞書 AZ－SX9800 / AZ－SX9850
本体＋ケース 38,200円
本体＋ケース＋第2外国語コンテンツカードセット 42,000円

※価格は税込

TOEICスターターキット 9,800円

推奨パソコン 価格一覧 パソコンの初期設定について

講習会について

パソコンは箱から出しただけでは使えません。
まずパソコンとして起動するよう「セットアップ」という作業が必要です。
なんだか難しそうな感じもしますが、生協推奨パソコンにはメーカーの説明書とは別に
作業手順に沿った大学生協オリジナルの「セットアップテキスト」がついています。
テキストに従って作業を進めていただければ無事に自分専用のパソコン誕生です!
※まずは一通りテキストを読んでから作業に取りかかるのがベストです。

セットアップにはインターネット接続が必要な作業がありますので、
インターネット環境を整えてから実施してください。
また、メールアドレスやパスワードを設定するので事前準備をお忘れ無く!
※メールアドレスはスマホや携帯のアドレスではなくPCでのアドレスです。
　お持ち出ない場合はYahooやGoogleのフリーメールを予め取得しておくことをおすすめします。

～講習会のご案内～

学内ネットワーク講習会

推奨パソコンをご購入いただいた皆さまは、無料講習会に参加することができます。
講習会の日時会場は決定次第、推奨パソコン専用サイトにて掲載いたします。
ご参加希望の方はサイト上にてご予約をお願いいたします。
なお、参加される方はパソコンを初期設定（セットアップ）したうえでご持参し、
講習会会場へお越しください。その際、あらかじめ充電も十分にお願いいたします。

日程が決まり次第、東洋大学生協HPパソコン専用サイトにて掲載致します。

※講習会の日時は学事の都合により変更となる場合があります。

ポイント

パソコンをより有効に活用する学び方

学生
コメント

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

お申し込み ＵＲＬ https://toyocoop.jp/admission お申し込み ＵＲＬ https://toyocoop.jp/admission

文学部 東洋思想文化学科 2020年3月卒業予定 大熊駿平

パソコンの便利さは、どれだけ使いこなせるかが決め
手です。皆さんでパソコンに触れていただきながら、先
輩学生や生協スタッフが実践的な学び方をご紹介い
たします。

東洋大学生はご自身のパソコンを学内に持って、無料で
インターネットが使用できます。その際には、学内ネット
ワークに接続する設定が必要です。講習会では、学内ネッ
トワークに接続する方法を皆さんにご説明いたします。

　生協でパソコンを買うと講習会に参加できます。講習会
ではパソコンのセットアップやOfficeの導入、大学内Wi-Fi
への接続などを丁寧に教えてくれます。パソコンについて
詳しくない方でも安心してパソコンを使い始められます。

murayama
長方形

murayama
長方形

murayama
テキストボックス
8,480

murayama
テキストボックス
8,480




