
東洋大生のための

卒業生100人に聞きました。（2020年3月実施）

いろいろな資格に
チャレンジして

英語力をつけ、ＴＯＥＩＣ高得点で
海外留学や就職試験に差をつけたい方

パソコンを使いこなせる
大学生になりたい方

P6－P7へP4－P5へP2－P3へ

学び講座

大学4年間でなりたい自分になる。

東洋大学生活協同組合
https://toyocoop.jp

お問合せ先（メ－ル） Mail : info@toyocoop.jp
※お問合せの際には、氏名・連絡先（電話番号）および件名に「生協・共済加入について」と明記をお願いいたします。

WEB資格講座スタディサプリENGLISHパソコンスキルアップ講座

もっと身につけておけば
よかったと感じるパソコ
ンスキルはありますか？Q Q Q大学時代に挑戦した、

資格・検定を教えてくだ
さい。

大学時代にやっておいてよかっ
たこと、もっとやっておけば
よかったと思うことは何ですか？

表計算・グラフ作成（Excel）

59%

38%

26%

71%

17%

7%

16%

14%
プレゼン（PowerPoint）

文書作成（Word）

TOEIC

簿記

ITパスポート

7%
秘書検定

英語・海外留学

資格取得
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私たちが全力でサポートします！
　新入生のみなさん、入学おめでとうございます！大学に入るとパソコンを使う機会が
一気に増えます。どの学部でも、パソコンで、レポートを書いたりプレゼンをしたりす
ることが必須になると思います。かと言っていきなり「じゃあやってください！」と言
われてもなかなか難しいですよね。
　生協のパソコンスキルアップ講座ではWord、Excel、PowerPointといった、大学で
非常に良く使うOfficeソフトについて、基礎的なところから、実際どんな感じで使うの
かというところまで、先輩から習えます。最初のレポートから、安心して取り組めるよ
うに、私たちがサポートします！パソコンスキルだけでなく大学生活のことまで色々と
知ることがでる講座です。皆さんの参加を是非、お待ちしていますね！
（2020年度・講座スタッフ）

卒業論文では引用文献などの
出典元を必ず求められます！

Excel で作成したグラフや
画像の挿入スキルが求められます！

複数ページにわたるレポートでは、
ページ番号や共通の見出しなどが必須！
でもいちいち入力してたら大変…。

イッキに入れられる便利な方法も教えます！

インデント（空白）の
入れ方・使い方を覚えれば、
より綺麗で好印象な
レポートに！

さらに…
         

この講座に参加すれば、このレポートがバッチリかけるようになります！

Power
Point

Excel Excelの基礎の基礎から丁寧に教えます！データ処理や、グラフ生成まで。
PowerPointでのプレゼンスライド作成法、大学の先輩視点で伝授します！

あなたはこのレポートがパソコンで書けますか？
大学生活ではWordを使ったレポート作成が必須になります！         Word

現役東洋大生の先輩がレポートの書き方を教える！

パソコンスキルアップ講座のご案内

https://toyocoop.jp/admission/pc/study.php 東洋大学生協　新入生 検　索
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大学生が企画するパソコン講座を
TRYWARPがサポートしています

協力：（株）TRYWARP

（税込）

■ お申し込みは
  「東洋大学生協パソコンご購入サイト」まで
https://toyocoop.jp/admission/pc/study.php

パソコンを販売するだけじゃない！
生協はパソコンを使いこなせるまで全面サポート!
ココがすごい！生協のパソコン講座 

その1 先輩が教えてくれる！ その2 東洋大生に必要な内容ばかり！
講師やアシスタントは全て東洋大の先輩が担当しま
す。大学で勉強・生活するのに必要なことも、たくさ
ん聞けちゃいます！ 

その3 一緒に学ぶ仲間ができる！
この講座を受講するのは全員、今年度の東洋大の新
入生です。他学科の友達もできちゃいます。

講座の内容も先輩が作っていますので、本当に東洋大
生にとって必要な内容になっています。講座内では
先輩のお手本レポートもお見せします！

その4 教材も充実！
専用のテキストや課題データは、大学の課題や学生
生活で活用できるものばかりを集めています。

■日程（90分全6コマ・各日2コマ開催）
■会場：白山キャンパス内

第1・2回

第3・4回

第5・6回

時間
コース A B

9:00-12:10 13:30-16:40

（日）

（日）

（日）

5/17

5/24

5/31
●日程・内容は変更になる場合があります。  ●パソコンスキルアップ講座価格24,000円（生協推奨パソコン購入特典価格）
には、初期費用1,000円、教材費2,000円、講座1回あたりの単価3,500円を含みます。   ●パソコンスキルアップ講座価格
30,000円（生協以外でパソコンを購入された方）には、初期費用1,000円、教材費2,000円、講座1回あたりの単価4,500円を含
みます。   ●Webお申込み後、ご購入時に登録いただいたメールアドレス宛に申込確認証をお送りします。 日程、会場等は申
込確認証に記載のWebサイトよりご確認ください。 ●講座開始2週間前までにコースのお知らせハガキを送付いたします。
受講コースはそちらでご確認ください。都合により受講できない場合はコース変更を承ります。   ●お申込み後、受講開始日
前までのキャンセルは、キャンセル手数料（違約金）として3,000円を申し受けます。   ●以降のキャンセルは、講座1回あたり
生協推奨パソコン購入特典価格でお申し込みの方は3,500円、 生協以外でパソコンを購入された方には4,500円を返金いた
します。キャンセルのご連絡は開講日の1週間前の営業時間内までに、白山店カウンターまでお申し出ください。

生協パソコン購入者
特別価格 24,000円（税込）

生協パソコンを
購入されていない方 30,000円
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英語学習挫折の3大要因を解決!

聞ける・話せる・スコアが上がる。

時間がない!

https://toyocoop.jp/shikaku/

１回３分から
スキマ時間でいつでも学習

「継続できる仕掛け」が満載
学習記録の可視化

さらにどのプランでも
「日常英会話コース」が無料で利用可能!

カリスマ講師が傾向と対策を
わかりやすく解説

1 ２ ３わからない! やる気がない!

東洋大学生協　資格 検　索

もともと受験サプリを申し込んでいて、その際の関先生
の授業がすごくわかりやすく、そこから英語が一番の得意
科目になりました。このようなことがきっかけで、TOEIC 
の講座も受けてみようと思いました。私は特に、リスニン
グを強化しました。その際、シャドーイングを重点的に行
いました。リスニングの点数はもちろん伸びたんですが、
それにともない、リーディングの点数も飛躍的に伸びまし
た。関先生が言っていたシャドーイングの効果を大いに
実感することができました。これからさらにリスニングを
強化し、リーディングも本格的に取り組んでいきたいと思
います。リスニングに関しては、自分のレベルに合わせて
発音スピードを調整できることが非常に良かったです。ま
た、様々な機能が改善され続けていることも自分たちが
学習を続けられるところだと感じます。 （20歳 男性）

何度受けてもTOEICの点数が上がら
ず、諦めかけていました。そんなとき
にスタディサプリENGLISHの広告を
見て、これしかないと思い応募しまし
た。通学の電車の中や、寝る前のリ
ラックスタイム、空き時間などの少し
でも時間があるときに毎日利用しま
した。実践問題集が特によかった機
能です。本番前に利用しました。する
と始める前に比べ、英語が聞き取り
やすかったり、文章がすんなり頭に
入ってきて、効果を実感しました。
 （19歳 女性）

日々の英語学習方法を探していた時に、
スタディサプリに出会いました。体験を
してみて、今までのアナログな教材では
出来なかったリスニングとスピーキン
グの勉強ができるところが気に入り、入
会を決めました。関先生が「ディクテー
ションが最も大切」だとおっしゃっていた
ので、ディクテーション問題に取り掛か
る前に、何度も聞いて紙に英文を書き
取るようにしました。少しずつ、単語と単
語のつながりや、消えてしまう音がある
ことがわかるようになり、TOEICテスト
ではリスニングの上達を感じましたし、
スコアもアップすることができました！
 （23歳 男性）

550点 ⇒ 700点　150点 UP<スコア実績>

利用者の声
<スコア実績>

<スコア実績>550点 ⇒ 740点

　  　　190点 UP 390点 ⇒ 740点　350点 UP
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TOEIC®テスト20回分相当の実戦形式問題・解
説をしっかり収録。演習や講義動画も3分～だ
から空き時間で手軽にできる

続くからスコアが伸びる。スコアが伸びるから英語が続
く。レベル別単語クイズ、修了チェック、復習トレーニ
ング等、繰り返しできる機能が満載。

1回5分の講義動画で英語基礎からパート別の
攻略法まで紹介。文法やテクニックも「神授
業」でチェック。

短短短短３３３３分分分分分分かかかか最最最最最短最最最最最短短短短短短３３３３分分分分分分分分分かかかからららららららら!!!!最短３分から! 世世世世世世界一わわわわわかかかかかりりりりりやややややすすすすすいいいいい世世世世世世界世世世世世世界界界界界界一界界界一わ一わわわわわかわかかかかかりりりりりやややややすすすすすいいいいい
神神神神神授授授神神神神神授授授授授授授授授業業業業業業業!!!!!
世界一わかりやすい
神授業!1

「「「「「「「「「「「「続続くくくくく仕仕仕仕仕組組続続続続続続続くくくくく仕仕仕仕仕仕仕仕仕組組組組組組組みみみみ」」」」みみみみみ」」」」み」」」」」ががががが満満満ががががががががが満満満満満満満満満載載載載載載載!!!!「続く仕組み」が満載!３

２

１回
５分

１回
３分 講義

約300本

学習記録の可視化

演習で正解した際の演出

継続率92%の実績

6ヵ月コース

通常価格

生協特別価格

12ヵ月コース

月額2,618円 月額2,178円

18,348円（税込） （税込）

（税込） （税込）

32,736円

15,708円
約14%OFF 約20%OFF

26,136円

TOEIC®テスト20回分相当の問題演習!

繰り返しで身に付く

パート別演習 分かりやすい解説
スタディサプリ講師

関  正生  先生

毎日の学習時間を
チェックできる

「成果が見える」から
頑張れる!

満足度
94%

継続率
92%

1回５分のショートレッスン

最新のパート別傾向と対策

TOEIC  L&R TEST対策コース
ベーシックプラン
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Web講座はインターネットがつな
がる場所でならどこでも視聴でき電
車での移動時間に利用でき便利です。
講座は1.6倍速まででき少ない時間
でより多くの講座が受けることがで
きよかったです。

簿記３・２級受講　Ｒ・Ｋさん

試験直前は、ご飯を食べながら、あ
るいは通学中などにも、スマート
フォンを使って積極的に受講し、
WORD、EXCEL、PowerPoint す
べてのスペシャリストの資格を取得
することができました。

MOS講座受講　Y・Ｎさん

パソコンだけでなくスマホでも閲覧
できるので、家だけでなく､外出で
のちょっとした空き時間にも気軽に
学習できるのがとても便利。学習
時間をうまく確保できて良かった
です。

秘書検定３・２級受講　Ｋ・Ｙさん

5

https://toyocoop.jp/shikaku/ 東洋大学生協　資格 検　索
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Web申込＋コンビニ払い

パソコンスキルアップ講座 スタディサプリENGLISH
WEB資格講座

東洋大生協ホームページの新入生応援サイト
から、パソコンスキルアップ講座のフォームへ
アクセスして入力してください。

東洋大生協ホームページの資格・検定サイトか
ら、各講座のフォームへアクセスして入力して
ください。

2コンビニ支払い

3申し込み完了

Web申込時に選択したコンビニでお支払いください。
各コンビニで支払い方法が違いますので、詳しくはWeb申込フォームでご確認ください。
※お支払い金額にはコンビニ決済手数料500円が含まれます。

コンビニでお支払後の領収書は大切に保管してください。

お申込み後、72時間以内に
お支払いください。

1 Webよりお申込み
東洋大生協　新入生 検 索 東洋大生協　資格 検 索

お申し込み方法

https://toyocoop.jp/
admission/pc/study.php

https://toyocoop.jp/
shikaku/

1 Webよりお申込み


