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札大生のための
教材準備
GUIDE

大学生の学習スタイル・
教材に関する情報は
この一冊から！

【申込締切】3月31日まで
学習用パソコンなど台数限定商品は計画数に達した時点で、締切日前でも受付を
終了する場合がございますので、お早めにお申し込みください。

札幌大学生活協同組合
Tel.011-852-1528　Fax.011-852-1540
https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/satsudai/



あなたのPCスキルは
大丈夫ですか？

スマホ世代が苦手なPCスキルの例
●キーボードでのタイピングが遅い
●ファイルやフォルダの操作が分からない
●パソコンのE-Mailが使えない
●「添付ファイル」の意味が分からない

※政府統計：内閣府「平成29年度 青少年のインターネット利用環境実態調査 調査結果（概要）」数値参照
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スマホ主流の生活スタイルによる
PCスキル低下が問題視されています ────────

これからのAI時代を迎えるみなさんにとって
パソコンスキル習得が将来の糧となります ──────

大 学に入学する新入生のパソコンを扱うスキルが全国的に急激に低下しています。その変化の背景としてスマートフォ

ンの保有率増加と深く関係しています。現に就職先の企業でも新卒者のPCスキル低下に戸惑いが拡がっており、報

道・メディアでも注視すべき話題として取り上げられています。

ス マホのフリック入力だけで、長文もらくらく入力で

きるという人も少なくないと思いますが、複数のア

プリを併用して表やグラフを用いたレポートをスマホだけ

で仕上げるまでには至らないと思います。LINEやTwitter

などのSNSや携帯会社のキャリアメールではなく、正式な

E-Mailで企業や組織などとの連絡や確認などをする際の、

メールの基本マナーやルールはきちんと身についているで

しょうか？

大学生活でも、社会に出てからも様々な場面でPCスキルは

必要不可欠なスキルです。大学のゼミによっては自分で作

成したパワーポイントのプレゼンテーションを自分のパソコ

ンで発表するという場面も見かけます。今まではスマホで

十分と思っていた人も、入学を機会に大学生活さらに社会

にでた時を見据えて、普段から意識的にパソコンを使い慣

れておきましょう。



在 学中4年間の様々な場面でパソコンを活用して社会人

へ向けてのスキルを高めることが最終目標です。

何事においてもいえることですが

「基礎」がすべてのベースになります。
札大生協ではみなさんにしっかり使ってもらうための

第一ステップとして

「初期セットアップ＋
   Surface基礎講習会」のパッケージ提案も
しています。（詳しくは5ページにて）

学内に学生が使用できるパソコンはありますか？
6号館4Fの情報処理室に学生が使用可能なパソコンルームなどはありますが、パソコン自体の動作が遅く感じ
たり、テストやレポート提出時期などは自分が使用したい時に使えない場合もあります。また、課題が出ていても
サークルやアルバイトで帰りが遅くなってしまうときもあるので、自分専用のMYパソコンがあれば帰宅後でも家
族にも気兼ねなくいつでもしっかり課題に取り組めます。 （学生の声  大戸くん）

Microsoft SurfacePro6
大学生協オリジナルモデル
PC本体+（メーカー保証4年間+動産保障4年間）
●Off ce365ProPlusキャンパスライセンス
●ウィルスバスタークラウドキャンパス
 いづれも在学中の4年間利用可能
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パソコンのご購入は大学生協の協同購入で ─────

なぜなら 大学生協では大学生に特化した独自仕様の
オリジナルパソコンを協同購入しています

そこには たくさんの先輩の知恵と経験が活かされています

こだわりの 充実の保障内容・ハードもソフトも在学中の4年間安心して使えて
トータルでみるとダンゼンお得です

困ったときも 万が一の故障の際には学内にある生協窓口へ持ち込んで
相談や修理手配の依頼ができます

貴重な
4年間を
どう過ごす

1年生

2年生

3年生

4年生

パソコンは箱から出してすぐに使える訳ではありません。
PCの初期設定や各アカウント登録など最低限必要です。



CPC本体（メーカー4年保証+動産保障4年間）
　  ＋プリンタセット

価格は冊子にてご確認ください

DPC本体（メーカー4年保証+動産保障4年間）

価格は冊子にてご確認ください

Offi ce365 ProPlus 札幌大学生協版ライセンス
最近ビジネスの社会ではOffi ce365の導入が急速に進んでいます。Offi ce365はWord、Excel、PowerPointだけではありま

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、新入生の皆様にご提供するパソコンにはOffi ce365をご提案いたします。

ご注意事項
● このライセンスは2023年3月31
日までの期間限定のライセンス
です。
●PC本体へのOffi  ce365 ProPlus
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。

Offi ce365 ProPlusとは？
使えるOffi  ce
アプリケーション

使える主な
オンラインサービス

1TBの
オンライン
ストレージ

Outlook OneNote OneDrive

コミュニ
ケーション
ツール

Word Publisher Teams

プレゼン、
レポート簡単
作成ツール

PowerPoint Access Sway

Excel

Offi ce 365 ProPlusなら
●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）
●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出来ます。
● 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。

 OneNote  Teams  OneDrive
テキスト、画像、PDFファ
イル、音声などを1ヶ所
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。

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
クトップの共有も出来ま
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。

Office365ProPlus 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
開く事が出来ます。

トレンドマイクロウィルスバスタークラウド
キャンパス版（4年間）
PCのセキュリティ対策だけでなく、
特に増加の一途をたどるAndroid端
末のスマートフォンでの利用もできま
す。最大で3台までセキュリティ対策
が可能です！

在学期間中は安心の大学生協限定
 メーカー4年保証+動産保障4年間
Surface保障サービス　Microsoft Complete 大学生協版
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●お早めにお申し込みください●
大学生協限定オリジナルモデル
最新の第8世代 Intel Corei5搭載
　ノートパソコンにもタブレットにもなる
　　2 in 1モデルで大学生にジャストフィット

故障の原因 1年目 2年目 3年目 4年目 自然故障 破損 水濡 盗難・紛失

通常使用時での故障 無償交換対応
（リファービッシュ） 保証 〇 〇 〇 ×

水濡れ・落下・液晶割れ・
過充電による故障

最大2回※までの
無償交換対応

（リファービッシュ）

※3回目以降は有償交換対応
● 消耗品：電源アダプター・ペン・タイプカバー・
バッテリー劣化は保証対象外



ひとり暮らし or 家族共有でもインクコストを気にせずバンバン印刷！エコタンク搭載モデル
EPSON EW-M571TWU 大学生協オリジナルモデル

5GUIDE BOOK 2019

大学生活におけるプリンタ活用場面
●授業・ゼミ用の資料の印刷 ●サークル・部活の資料の印刷
●スキャナ機能で紙資料の電子化 ●サークル・部活のチラシ印刷
●コピー機能で紙配布資料のコピー ●スマホ画像の印刷　　etc…

カード・名刺～A4サイズ／最高解像度5,760×1,440dpi／1.44型カ
ラー液晶／背面給紙／自動両面印刷機能／無線LAN対応／コピー・
スキャナ機能／EPSONiPrint機能／4色インクボトル／動作音低減
モード／ダイレクトプリント（メモリーカード）／メーカ保証2年間／外
寸法（収納時）W375×D347×H187mm／外寸法（使用時）W375
×D567×H259mm

大学生協モデル限定でインクボトル各色2セット標準添付
同梱インクで約15,000枚のカラー印刷可能・理論上では在学中インク購入不要

【初期セットアップ＋Surface基礎講習会】（協同購入PC・購入者対象）
今回参加申し込みのみなさんには
　「インナーバッグ・Mouse・USBメモリ」3点セット進呈 価格は冊子にてご確認ください

□スマホは使いこなせるがパソコンはそうでもない　□パソコンの初期設定をはじめてやるので自信がない
□インターネットからOffi  ceやウィルスソフトのインストールができるか不安　□マイクロソフトアカウントって何？

という方向けの講習会です

【主な実施内容】

1回目  初期セットアップ 2回目  Surface基礎講習会
・Windows10の初期設定
・マイクロソフトアカウント作成
・Offi  ce365ProPlusインストール
・ウィルス対策ソフトのインストールおよび設定

・Surfaceの基本操作
・Surfaceの特徴・機能
・OneDrive講習（データバックアップ）
・OneNote講習（デジタルノート）
・Offi  ceLens講習（板書・読上げ機能）

ノートを取る ノートの書式を設定する 描画とスケッチ 整理する 共有と同期 モバイルデバイスのOneNote

【開催場所】札幌大学生協リンデンホール2階 多目的ホール
【開催日程】1回目・2回目ともそれぞれ2時間・各時間帯での定員は25名です。

時間帯［9：00～11：00／12：00～14：00／15：00～17：00］
1回目 初期セットアップ　3月30日土・31日日 2回目 Surface基礎講習会4月13日土・14日日

参加日時はこちらで振り分けをさせていただきますので、ご指定の日時でご参加をお願いいたします。どうしても都合が悪い
場合のみ調整させていただきますので、あらかじめご了承ください。



お申し込み
から

ご利用開始
まで

最短で10日間
（③→④で7日間）
ほどかかります

❶
注文サイト
or 店舗で
お申し込み

❷
エントリー
パッケージ
送付

❸
契約情報
送信

（正式申込）

❹
PocketWiFi

送付

❺
接続設定
ご利用開始

お客様

お客様 トレミール

トレミールお客様

お客様
お客様

生　協

生　協

➡ ➡ ➡ ➡ ➡

▼ ▼ ▼ ▼

※店舗でのご注文の場合、直接エントリーパッケージをお渡しします。
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大学生活で新たにWiFi利用（インターネット環境）をご希望の皆様へ

大学生協特別プラン
契約事務手数料

価格は冊子にてご確認ください
月額基本料金

価格は冊子にてご確認ください

Pocket WiFi 大学生協特別プラン

下り最大

612
Mbps

上り最大

37.5
Mbps

100
GB／月

3日で10GB
超えた際の
速度制限

無し!

❶ すぐに
使える

工事不要で即日開通できるから届いたその日か
ら使えます。もちろん工事費用もかかりません!!

❷ いろいろ
つながる

パソコン・タブレット・携帯など複数の
WiFi機器で同時にネットに接続できます。

❸ たっぷり
使える

月間100GBの大容量!!!　3日で10GBの速度制限
もありませんので、高速環境で安心して使えます。

❹ どこでも
つながる

日本国内から自宅でも大学でも帰省先でも、
ほとんどどこででもネットにつながります。

お申込みに際しては、まず契約事務手数料1,080円（税込）についてお支払いいただきます。直後に生協

より「エントリーパッケージ」を送付させていただきますので、届きましたらその内容にしたがってWeb（パ

ソコンやスマホなどから）より正式申込（契約者情報・カード情報・送付先の登録）を行っていただくこ

とによってPocketWiFiをご指定の宛先にお送りいたします。

Pocket WiFi 601HW

※エントリーパッケージの送付先は、お申込みサイト上で契約者住所・ご利用者住所を選択できます。



大学生協オリジナル電子辞書
大学生特別価格・メーカー4年保障+有償修理（学割）
CASIO AZ-SR9800（英語強化モデル）

価格は冊子にてご確認ください

TOEICテスト対策もこの1台で
収録数190の充実のコンテンツ

電子辞書お引渡し方法
● 電子辞書【店頭渡しのみ】お申し込みの方へ「購入予約明細書」を郵送いたします。

　購入予約明細書をご持参のうえ4月1日以降に生協店舗の購買書籍サービスカウンターでお受取りください。
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やっぱり「英語」は避けて通れません
グローバル化は「是非に及ばず」

「こ れからの社会は、否応なくグローバル化せざるを得ない」

これが日本の大学の共通認識になっています。グローバル人材のベースはやはり「英語力」。これを測る基準

として現在スタンダードなのがTOEICスコアといえるでしょう。「英語は苦手」と言ってきた人も、社会に出る場面では意

識的に取り組んできた人達と比較されることになります。

公務員にも求められる英語力

グ ローバル化は、海外進出している大手企業だけではなく、地方の中小企業や公務員にまで波及しています。訪日外

国人の増加などによって地方自治体でも、今後は英語のできる職員が3割は必要と言われています。一般企業だ

けでなく、公務員を目指す方にも英語力が重要になってきています。



教科書販売のお知らせ
● 教科書販売期間 ／ 4月5日金～4月19日金
● 販 売 会 場 ／ 札幌大学生協 リンデンホールEast 1階
● 営 業 時 間 ／ 10：00～17：00（平日のみ）

教科書販売は大学のカイダンス・オリエンテーション終了後の4月5日（金）～19日（金）の期間に生協

施設内の教科書特設コーナーにて集中販売します。

高校までと異なり先生から講義に必要な専門書が教科書として指定されます。実際に受講する講義は自

分で決めて履修登録をするので個人によって教科書が異なります。十分な冊数は確保しておりますが履

修状況によって教科書が足りなくなる場合がありますので、お早目の購入をおすすめいたします。また特

設コーナーでの販売終了後は出版社へ返品しなければなりませんので、毎年定期試験前やレポート提出

直前に教科書を購入しようとしても実際には購入できない先輩がいます。

大学ではすべてにおいて「自己責任」での行動となりますので、販売期間中に必ず購入しましょう。

教科書などの書籍・雑誌は「乱丁」「落丁」「欠損本」以外の理由では返品できませんので、
ご購入の際はお間違いのないようお願いいたします。
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知らなかった！ことで学生生活が不利益にならないように
札大生協組合員証の機能「大学生協電子マネー」に事前チャージをしてから教科書を
購入いただくと5%のポイントが還元されます。（100円つき5ポイント）100ポイント貯まる
と100円分の大学生協電子マネーがオートチャージされて札大生協全店の食堂・購買・
書籍でご利用いただけます。

札大生協は組合員加入を済ませてから生協店舗をご利用いただくメンバーズショップです。例えば他の

大学生協や市民生協の組合員であっても札大生協の組合員資格はありませんのでご注意ください。

教科書リストには教員（先生）から指定をいただいた教科書が掲載されています。講義名・
教員名・書名（教科書）・購入価格が記載されたリストです。履修登録の期間中に実際
に自分がどの講義を取るかを決めてから、その講義に指定された必要な教科書を購入し
ます。

札大生の教科書平均購入金額は1.2万円
教科書すべてを「大学生協電子マネー」で購入
すると・・・

12,000円×ポイント還元5%

 ＝600円分ポイント還元

5％
ポイント
還元

ICカードには生協電子マネー機能が搭載。
生協電子マネーで教科書を購入すると

5％のポイント還元！
※教科書以外の書籍は3%還元です。

購入前にまずは『教科書リスト』を入手する
ガイダンス・オリエンテーション期間中に大学から教科書リストが配布されます

4月1日㈪
大学生活スタート

4月5日㈮
授業開始

4月5日㈮
教科書販売開始

4月19日㈮
教科書特設コーナー終了

4月19日㈮
教科書販売終了

新入生ガイダンス・
オリエンテーション

必修科目・選択科目を
組み合わせて履修締め
切り日までに自分の履
修する講義を決める期
間です。

【教科書リスト】

9GUIDE BOOK 2019



協同購入商品など一覧
Microsoft SurfacePro6
第8世代IntelCore i5-8350U・8GB RAM・SSD128GB・WirelessLAN(WiFi) IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠・USB3.0
x1 Port・12.3inDisplay・Windows10 Pro・本体重量1.1kg ・バッテリー駆動時間：最大13.5時間の動画再生

APC本体（メーカー4年保証+動産保障4年間） ⊕ 
エコタンク搭載プリンター⊕

BPC本体（メーカー4年保証+動産保障4年間） ⊕

CPC本体（メーカー4年保証+動産保障4年間） ⊕エコタンク搭載プリンターセット

モバイルWiFiルーター
PocketWiFi   601HW

契約事務手数料
価格は冊子にて
ご確認ください

CASIO電子辞書
AZ-SR9800
価格は冊子にて
ご確認ください

DPC本体（メーカー4年保証+動産保障4年間） 価格は冊子にてご確認ください

C D をお選びいただく際のご注意
パソコンの初期設定などスムーズに済ませることが可能。インターネット環境も整っており、Offi  ce365ProPlusなどのダ
ウンロードインストールも特に問題ないという方向けとなっております。

Surfaceアクセサリー【生協店舗在庫品】
こちらの商品はご入学後、生協店舗でご購入いただけます

サンワサプライ USB3.0 ハブ
PC本体のUSBポートをUSBポート×2
ポートとLANポートへ変換するコンパクト
なUHB
価格は冊子にてご確認ください
サンワサプライ 液晶保護フィルム
ブルーライトカット・
液晶保護指紋反射防止フィルム

価格は冊子にてご確認ください※写真はイメージです

価格は冊子にて
ご確認ください
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大学での学び・教材

『初期セットアップ⊕
   Surface基礎講習会』セット
価格は冊子にてご確認ください

『初期セットアップ⊕ Surface基礎講習会』セット
価格は冊子にて
ご確認ください

ノートを取る ノートの書式を設定する 描画とスケッチ

ノートを取る ノートの書式を設定する 描画とスケッチ



ご注文・お支払い方法
ご注文はパソコンまたは
スマートフォンからお願いいたします

注文ページアドレス
https://www.hok-univ.com/satsudai/
または  札幌大学生協 検 索

「新入生ページ」→「教材のご購入」へ

●お近くのコンビニでのお支払い
注文完了時に返送するメールに記載の
お支払い番号でお支払いください。
コンビニでのお支払いの場合、必ずご注文から6日以内にお支払いください。期限を過ぎるとコンビニで
支払受付できなくなりますのでご注意ください。

●クレジットカードでのお支払い
サイト内で決済を完了できます。
右のカードがご利用いただけます。

●パソコン／プリンター
注文画面内で配達日・配達先ご住所をご指定くださ
い。「初期セットアップ+Surface基礎講習会」お申し
込みの方には「受講証」を郵送いたします。記載の
日時に受講証をご持参のうえご来場ください。パソ
コンは会場でのお引き渡しとなります。

出荷開始は3月11日からとなります。
これ以前のお届けはできません。

●電子辞書【店頭渡しのみ】
お申込みの方へ「購入予約明細書」を郵送いたしま
す。購入予約明細書ををご持参のうえ、4月1日以降に
生協店舗の購買書籍サービスカウンターでお受取り
ください。

その他ご注意事項
● 申込締切は3月31日ですが、計画生産のため、ご注文が計画数
に達した場合、締切日前の日程でも完売・受注停止となります
ので、お早目のご注文をお勧めいたします。
●すべての商品はご入金確認後の発送手配・お渡しとなります。
● ご注文から一定期間ご入金がなく連絡がつかない場合、キャン
セル扱いとさせていただく場合があります。

お問合せ
［E-Mail］su-pc@hokkaido.seikyou.ne.jp

Tel.011-852-1528
土日祝日および入学試験期間は閉店となります。また春期休業期間は変則
的な営業時間となりますので詳しくは下記ホームページでご確認ください。

https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/satsudai/

個人情報の取り扱いについて
お申し込みいただきました際の個人情報は、札大生協が責任を
もって管理を行い、商品手配や関連情報のご案内に使用いたしま
す。詳細は下記ホームページからご確認ください。
https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/satsudai/privacy-policy/

11GUIDE BOOK 2019

【申込締切】
3月31日まで

↑

新入生限定販売のため、このパンフレット記載の

ユーザー名（ID）：パスワードが必要です。
ユーザー名（ID）

パスワード

ご注文を完了された方へ、受注確認メールを発送します。特にスマートフォンからご注文される場
合、確実にメールを受信できるよう、右のアドレスの受信許可設定をお願いいたします。
su-pc@hokkaido.seikyou.ne.jp

スマホ用QRコード

お支払い方法 注文サイト内で以下のいづれかのお支払い方法をお選びください

商品のお届け/お渡し



【申込締切】3月31日まで
学習用パソコンなど台数限定商品は計画数に達した時点で、締切日前でも受付を
終了する場合がございますので、お早めにお申し込みください。

札幌大学生活協同組合
Tel.011-852-1528　Fax.011-852-1540
https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/satsudai/

この時期だけの特別な商品です。
お早めにお申し込みください。
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