
パソコン購入ガイド
～釧公大のパソコン事情～

制作：釧路公立大学生協学生委員会



学生が作っているので分かりやすい！！

・まずはじめに

このパソコン購入ガイドは、釧路公立大学生協学生委員会に所属している学生が作成しています！そのため、

Webサイトや冊子には載っていない、学生目線での意見や解説などが多く盛り込まれています！

例えば…
✓そもそもパソコンは必要？
✓パソコンのスペックについて
✓プリンターやWi-Fiは必要？

など、各項目ごとに解説していきます！

パソコンについて不安がある方や、もっと詳しく知りたい方は是非ご覧ください！



入学前に、個人用パソコンの用意を！

・釧路公立大学は、ノートパソコンを必携としています！！

私たちの大学では、課題の確認、提出・レポートの作成・ゼミのプレゼンなど、様々な場面でパソコン
が必要となります。また、依然としてコロナの影響でオンライン講義を実施する科目もあり、その必要性
は高まっています。

大学生協では、これらが機能して動くことを前提とした推奨スペックを満たし、なおかつ4年間買
い替えずに済む、公立大新入生のためのパソコンを提案しています。
公立大学ではOffice365アカウント無料版(Word、Presentation、Teamsなど)を無償提供していますの

で、大学生協のパソコンはOffice非搭載で提案しています。

コロナが流行ってから時間が経ったとはいえ、現在でも不測の事態は起こりえます。また、時間が経っ
たからこそ大学生活が多種多様に変化しています。このような環境変化に対応できるよう、しっかりと選
び、万全な準備をしましょう！

ここで提案しているパソコンは、入学前の時期のみでしか購入できませんので
ご注意ください！



どうしてパソコンは必要？

A. 課題の作成、提出、オンライン講義で頻繁に使うから

課題の中には、Wordで作成して、もしくは手書きではない形式で提出しなければならないレ
ポートや、PowerPointを使った課題が出ることがあります。ファイル形式を指定され、オンライン
上で提出することも。

実際、1年生で必修となる基礎演習では、今後のために操作に慣れようということで、Wordでの文書作
成、PowerPointを使った資料作成の課題が出されました。(ただし、担当教員によって異なります。)

また、学年が上がると、ゼミでのプレゼンでPowerPointを使用したりするので、よりパソコンを
使う機会が増えます。さらに、コロナの影響で前より少なくなったものの、オンライン授業が開講されて

いるため、毎日パソコンを使うといっても過言ではありません。
大学にも貸出し用のパソコンはありますが、台数に限りがあります。作業を効率的に進めていくために

も自分のパソコンを持っておきましょう。



生協が提供するパソコンはこれだ！

・Surface Laptop Go
(大学生協オリジナル

4年保証付きモデル)

税込価格￥145,970

・以下の保証、サービスが
含まれます
✓メーカー保証4年

✓動産保証4年
✓大学推奨スペック満たしています
✓Windows11への無償アップグレード権
✓メーカー無料点検会の実施 https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/kushiro-puc/juken/kyouzai/

お申し込みはこちら⇒



パソコンの特徴・購入特典

・特徴
✓CPU(Intel Corei5 第10世代)搭載

✓毎日持ち歩ける携帯性(約1.1㎏)

✓長時間バッテリー＆高速充電
(約13時間、1時間に最大80％充電)

✓HDカメラ、DolbyAudio搭載スピーカー、
遠距離感度マイク(オンライン授業が快適に)

✓指紋認証が可能
(マスク着けててもすぐにログイン)

・ウイルスバスターを
特別価格で

大学生協でパソコンをご購入いただいた方には、
「大学生協オリジナルウイルスバスタークラウド
４年版」のご購入ができます。
４年間は追加費用なしで安心してお使いいただ

けます。また、３台まで利用可能なので、スマホ
にも使用できます！

・トレンドマイクロウイルス
バスタークラウド４年版

特別価格￥6,300



大学推奨スペックとは

推奨スペック 必須スペック

形状 ノート型パソコン ノート型パソコン

OS
CPU

Windows10(64bit)
Intel Core-i5(同等)以上

Windows10(64bit)
Intel Core-i3(同等)以上

メモリ
ストレージ

8GB以上
SSD 256GB以上

8GB以上
SSD 128GB以上

バッテリー 8時間以上 8時間以上

重量 持ち運び可能な重さ 持ち運び可能な重さ

セキュリティソフト 必要(Windows標準搭載のウイルス対策機能、また
は市販の有料対策ソフト)

必要(Windows標準搭載のウイルス対
策機能、または市販の有料対策ソフト)

その他 内蔵カメラ・マイクがあること 内蔵カメラ・マイクがあること



スペックについて簡単に解説！①

「OS？CPU？これってなに？」と疑問に思う方は少なくないと思います。また、自分でパソコン
を用意しようと思うけど、どうやって選べばいいのか全然わからないという方もいるでしょう。

そこで、パソコンのスペックについて重要な部分について解説していきます！

✓OSってなに？

「OS」とは、いわゆる「Windows」です。パソコンそのものを動かすための基本的なソフト
ウェアになります。iPhoneでいう「iOS」ですね。
種類は最新順で、Windows11>Windows10＞Windows8＞Windows7などがあります。こ

れに加えて、HomeやProというものがあります。企業などではセキュリティ・管理の観点から、
WindowsPro採用比率が高いです。今後の社会人生活も想定して、生協ではWindows10Pro搭
載モデルにしています。
セキュリティなどの面から、最新のバージョンにしておくことが望ましいです。(ただし、大

学では現在Windows10が推奨です。)
また、中古で買うときなどはサービスが終了したものもあるので要注意です！(サービスが終了し

ていたり、OSが古くなるとウイルス感染リスクが高まります)



スペックについて簡単に解説！②

✓「CPU」ってなに？

「CPU」とは、ソフトなどから受け取る全ての指示を処理するパーツのことです。簡単に言
えば、性能が良いほどサクサク動くようになります。

Intel社製のものとAMD社製のものが有名ですが、Intel社のほうが割合が高いです。パソコン
には青いシールが貼ってあると思うのですが、それがCPUの種類を示すものです。

intel社製のCPUの種類(ブランド名)は、性能順に、Core-i7＞Core-i5＞Core-i3＞Pentium＞
Celeronです。このほかにもコア数や世代などがあるのですが、今回は省略します。生協のパソ
コンは第10世代intel Core-i5なので、大学推奨を満たしております。

IntelのCPUが内蔵されている場合、
右のシールが貼ってあります(例)⇒



スペックについて簡単に解説！③

✓「SSD」とは？

「SSD」とは、ハードディスクに代わる次世代の記憶デバイスです。ハードディスクとは、パソコンの
データを保存するためのもので、容量が多いほど記憶できるデータが増え、その読み書きが速くなります。
SSDはこの読み込みがさらに高速になります。サクサク作業したい方は、気にすると良いかもしれません。

✓その他

これらのほかに、パソコン自体の大きさ、端子の種類(イヤホン、USBメモリなど)、画面のグラフィッ
ク(画面の綺麗さ)など、様々なものがあります。大きさ、重さについては購入の際に確認しておくとよい
でしょう。そのほかの項目はそこまで気にしなくてもいと思いますが、気になる方はインターネットなど
で調べてみてください。



良いスペックは必要？

A. あったほうが、絶対に良い

大学推奨スペックを全て満たしている大学生協オリジナルパソコン。「ここまでの機能はいらないので
は？」と思うかもしれません。
ここまでのスペックが無くても使うことはできます。私は、グレードの低いCPUで、内蔵カメラ・マイ

クがないパソコンを使っていますが、普段使う分には問題ありませんが、「パソコンの起動が遅い、オン
ライン講義中の処理が重い、別途カメラ・マイクを用意しなければならない」など、不便やストレスを感
じる場面が多々あります。

このようなことにならないためにも、ある程度スペックが高いものを選んだほうが良いです。パソコン
は４年間使っていくので、１年生の間は良くても、２年、３年生の時点で買い替えなくてはならないとい
う事態になりかねません。そのため、４年間買い替えないことを前提として、高いスペック、４年間の保
証が付いている生協のパソコンの購入を、これを機会に検討していただくと良いのではないでしょうか。



大学生協で購入するメリット①

・４年間安心して使える大学生協オリジナルパソコン

大学のカリキュラムや、学生生活をよく理解しているので、メーカーと協力し、他にはない
最適のオリジナルパソコンを提案しています。さらに、メーカー保証・動産保障ともに４年間。
高価に見えても長期的にはお買い得です。

・相談できる人が近くにいる

故障、トラブルはもちろん、操作方法がわからない時でも、学内にある生協店舗い相談でき、
抗議の空き時間などに気軽に立ち寄れます。また、毎年メーカーの技術者に来てもらい、無料
点検会も実施しています。



大学生協で購入するメリット②

・オンライン講義の高度な処理に対応

オンライン講義では、大容量ファイルのダウンロードや、通信料を使うライブ配信など、対
面授業では無かった高度な処理が求められます。そのため、生協では４年間不自由なく使え、
何かあった時の４年間保証を付帯し、大学推奨スペックのパソコンを提案しています。

※オンライン講義の形式の例

・オンデマンド
・ライブ配信
・資料配信
・ディスカッション
・動画視聴
・100人規模の双方向ビデオ通話 など



学生から見た、生協で購入する魅力

・サポートがしっかりしている

保証が４年間あることはもちろんですが、故障したとき、トラブルが起こったとき、操
作方法がわからないときでも相談できることは、かなり魅力的だと思います！

特に、操作方法については、使っている機種・OSのバージョンなどによって少し違ってくる
ので、自分で用意するとなるとなかなか相談しにくいのではないでしょうか。その点、生協で
は学内の店舗に行けば相談できるので、気軽かつ早い段階で解決できます。また、パソコン講
習会(詳細は後のページで)は大学での使い方を説明してくれます。パソコンを使ったことがな
い方も安心な講習会です。

ほかにも、オリジナルのウイルスバスターやプリンターなどが、特別な価格で一緒に購入す
ることができるのも魅力だと思います。自分で揃えるのは大変だったりするので、かなり嬉し
いのではないでしょうか。



新入生向けパソコン講習会を開催！

毎年パソコンを購入した新入生の約90％が受講している人気の講習会です！

パソコンの箱を開けるところから、公立大での遠隔授業の受け方、最低限のスキルが身につくお得な講座
です！かなり多くの方が参加するため、友達ができるかも⁉

講習会参加特典あり！！

✓オリジナルPCバッグ

✓Bluetoothイヤホン
(遠隔授業にも、普段使いにも)

✓PCオリジナルテキスト
(PCの基礎テキスト)

・公立大新入生のためのPC講習会日程(対面実施)

４月１０日(日)(予定)
０９：００～１１：３０

１２：００～１４：３０

１５：００～１７：３０

⇐昨年度の様子



パソコン講習会 詳細内容①

・セットアップサポート

「パソコンを購入したけど、セッティングはどうやるの？」など、多くの新入生が悩まれています。

ここでは、箱を開けるところから、初期設定までを行い、大学でパソコンを使える状態にし
ます！
セットアップに少しでも不安な方はぜひ参加をご検討ください！

※生協でパソコンを購入した方限定の講習会です。
※量販店などで購入されたパソコンのサポート等は行っておりません。



パソコン講習会 詳細内容②

・公立大でのパソコン活用講座

公立大での遠隔授業の受け方や学生支援ポータルの使い方を、現役の先輩学生がレクチャー
します。遠隔授業の方法も科目によって様々なので、事前に知っておくとかなり安心できるの
ではないでしょうか？
オリエンテーションなどで説明があるのですが、「あまりよく分からなかった」という新入

生が多いため、細かいところまで解説します！

昨年度の様子⇒



パソコン講習会 詳細内容③

・開催にあたって

✓講習会に申し込まれた方は、この時にパソコンの受け渡しとなります。

✓感染対策のため、人数を区切って分散での実施となります。

✓お申し込みをいただいた後に、該当の時間などの詳細をお知らせします。

✓生協でパソコンを購入した方限定の講習会です。
量販店などで購入されたパソコンのサポート等は行っておりません。

・講習会セット

税込み価格￥158,970
https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/kushiro-puc/juken/kyouzai/

お申し込みはこちら⇒



パソコン講習会、参加したほうが良い？

・迷うなら、参加したほうが良い

新入生の大多数が参加しているとはいえ、自分も参加しようかどうか迷っている方がいると思
います。料金もかかるので、なおさらでしょう。

しかし、大学の授業などへの不安があるなかで、パソコンも自分で行うとなると、さらに大変

ではないでしょうか。さらに、パソコンがうまく使えないということになると、授業にも
影響があります。心配事を減らすという意味でも参加したほうが良いと思います。

また、セットアップ編の講習会は、対面での実施を予定しています。コロナの影響で他の人と
話す機会が減っていると思いますので、この機会に周りの方と少し話してみるのもいいかもしれ
ません。例年、ここで友達ができたという方もいるようですので、参加してみてはいかがでしょ
うか。



プリンターも大学生協で！

・brother PRIVIO DCP-J914N-UN
(大学生協オリジナルモデル)

プリント、コピー、スキャンはもちろん、印刷スピードがアップ、
ワイヤレス接続、リモート印刷の機能付き！保証は4年間！

・プリンター

税込価格￥12,280



プリンターは必要？

・絶対必要ではないが、あるととても便利

釧路公立大学では、Wordで作成した課題の文書を印刷して提出することがあります。その印
刷は、大学のプリンターや、コンビニなどでもできます。私自身も、コンビニを利用しています。
そのため、プリンターがなくても問題ありません。

ただ、大学で印刷するとなると、特にテスト期間ではかなり込み合います。また、コンビニで
の印刷は、コンビニ自体は近くにありますが、かなり手間であること(アプリのインストール、
パソコンからスマホへのデータ転送など)や、冬には行きにくい(降雪、寒さなど)ので面倒です。

自分のプリンターを持っておくと、これらの手間が無くなるだけでなく、印刷代の節約にも
なります。

また、コロナウイルスの影響で外出を控えたいときにも便利ではないでしょうか。これら
のことから、プリンターを持っておいて損はしないでしょう。



ネットワーク環境も事前に準備を！①

大学生協であらたにモバイルルーター利用をご希望の方へ

・WiMAX+5G

月額基本料金 税込価格￥4,268

・ここがポイント！

①すぐに使える！

②いろいろ繋がる！

③たっぷり使える！

④超速で安心！

下り最大

2.2
Gbps

上り最大

183
Mbps

話題の

最新機種



ネットワーク環境も事前に準備を！②

モバイルWi-Fiルーターの
お問い合わせ、お申し込み
は下記まで

0120-952-091

WiMAX新入生受付センター

受付時間：11時～20時 無休

お申し込み専用ページをご覧いただきながら、ご
契約内容のご説明をさせていただきます。
下のQRコード、またはURLからご確認ください。

https://dis.onl/2022m/



ネットワーク環境(Wi-Fi)は必要？

・あったら便利

ネットワーク環境、特にWi-Fiは持っておくと大変便利です。釧路において、アパートやマ
ンションなどでは未だWi-Fi設備が整っていないところが多いです。そのため、Wi-Fiを
使うためには自身で契約しなければなりません。

また、大学生になると、自由な時間が増えたり、コロナの影響で家にいる時間が増え、何か
とインターネットを使う機会が増えます。授業においても、オンライン講義の増加、課題の確
認・提出でGlexaというブラウザ上のシステムを頻繁に使うので、さらに使用頻度が増えます。

Wi-Fiを契約しようとすると、意外と料金が高かったり、工事が必要でしばらく使えなかった

りします。その点において、生協で提案しているWi-Fiはモバイル型なので、工事不要で
すぐに使うことができ、自宅以外でもどこでも持ち運んで使えます。



お申し込みについて

・お申し込み方法 ※オンラインでの申し込みのみになります。PCまたはスマートフォンからお申し込みください。

1.釧路公立大学生協のWebにアクセス
パソコンの場合は、「釧路公立大学生協」と検

索、または下記URLから
https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/kushiro-puc/juken/

スマホは、QRコードから⇒

2.「受験生・新入生サイトはこちら」
⇒「大学生協オリジナルパソコンのご案内」

の順にクリック

※QRコードをスキャンした場合、こちらに行きます。

3.「購入はこちら」をクリック

・お支払方法
✓クレジットカード払い

VISA / MASTER / JCB / AMEX / DINERS

✓コンビニ払い
セブンイレブン / ローソン / ファミリーマート

/ デイリーヤマザキ / ミニストップ / セイコーマート

※入金期限にご注意ください。期限は、ご注文いただいた日を
含めて7日以内です。

https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/kushiro-puc/juken/


より詳細を知りたい方は

より詳しい情報を知りたい方は、釧路公立大学生協のパソコン・教材購入ガイドがありますの
で、そちらをご覧ください。教材ガイドの内容についてのお問い合わせは、下記へご連絡くだ
さい。

入学前案内の時期限定、数量限定の特別商品となっています。お早めにお

申し込みください！

教材ガイドは下記URLから
https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/kushiro-puc/juken/kyouzai/

お問い合わせは下記から
釧路公立大学生協

Eメール／kushiropuc@univ.coop

0154-37-4155
土・日・祝日を除く平日10:00～17:00で受付


