
大学生のための電子辞書を用意しよう！

■英語学習は基礎力から実践力へ

これまでの英語学習は基礎⼒を中⼼としたものでしたが、⼤学では⾃分の専⾨分野に特化した英語学習（英語
論⽂の読解、英語でのプレゼンテーションなど）を求められることがあります。

〜⾼校
⽬標

⼤学
⽬標

大学生からの英語学習はこんなにちがう！
基礎⼒を⾝に着け⼤学⼊試で⼒を試す ⾃分の分野で活躍できる実践⼒の養成

● テスト・受験のため、
  単語・⽂法中⼼の学習
● 授業では英会話は
  あまり重要視されにくい
● ⻑⽂読解では、いかに早く読み、
  要点を読み取れるかが問われる
● 英検 の推奨

● 専⾨⽤語が多い⽂章を読み、
  その内容について⾃分で考える
● 読む・書く・聞くに加え、
  授業では話すも重要視される
● ⾼校以上に質・量ともに
  英語の語彙⼒が必要になる
● 就活ではTOEIC が
  強みになる

基 礎 ⼒

実 践 ⼒

基 礎 ⼒

三重大学での学びをより実りあるものにしてみませんか？
新入生の皆さん、 三重大学へのご入学おめでとうございます。 これから始まる大学での学びに期待を膨らませ、

気持ちを新たにしていると同時に不安を感じている方もいるかもしれません。皆さんの学びをより豊かにできるよう、

電子辞書のお話をしたいと思います。

私が電子辞書を初めて買ってもらったのは高校生の時でした。 当時は、 まだ白黒の液晶で、 現在のような充

実したコンテンツも入っていませんでした。 私と同じように、 高校生の時に電子辞書を買って学習していたという

人もいるかもしれません。 では、電子辞書の高校生モデルと大学生モデルとでは、 どのような違いがあるのでしょ

うか？大学に入学して、 新たに電子辞書を買うかどうか悩んでいる方のために、 両者の違いについて簡単にまと

めてみたいと思いますので、 参考にしてみてください。

高校生向けの電子辞書は、 大学受験のためのコンテンツが充実しています。 それに対し大学生向けの電子辞

書は、 大学で学ぶ専門的な分野の用語を調べる際に対応できるようコンテンツが充実しており、 さらに SPI や

TOEIC など、 就職や資格試験対策をする際に役立つコンテンツが入っているのが大きな違いです。

近では、 電子辞書を使わずスマホを使って調べることもできますが、 出典先の信用性に疑問が残ります。 そ

の点、 電子辞書のコンテンツは出典がしっかりしており、 さらに 「ジャンプ機能」 等を活用することによって、 関

連する様々なことに繋げる学び、 つまり深い学びを可能にしてくれます。

高校生向けの電子辞書を既に持っている方も、 入学を期に、 専門分野にも対応できる大学生向けの新しい電

子辞書に買い替えて、 新生活をスタートしてみるのも良いでしょう。

先⽣の 声

先輩の 声

⼤学⽣協で購⼊した電⼦辞書には複数の
英和辞典が⼊っていて、単語を調べるとき
にいちいち⼊⼒し直さなくてもボタン⼀つ
で辞書を切り替えられ、とても便利です。
複数の辞書で意味を⾒⽐べることで、その
単語のイメージや、よく似た意味を持つ他
の単語とのニュアンスの違いをつかみやす
いです。
また、単語を調べたときに電⼦辞書上です
ぐに発⾳を聞けるところもおすすめです。

複数の辞書で効率よく学習できる

⼈⽂学部 3年
M・Yさん 

授業中に⽣物や化学などの専⾨⽤語が多⽤
されるため、電⼦辞書が⼿元にあれば、いつ
でも分からない⽤語を調べることができます。
そして、電⼦辞書を活⽤することはインター
ネットを活⽤することに⽐べて、詳細かつ信
頼できる情報を得ることにつながると思いま
す。
また、理系の専⾨⽤語を⽤いて英語のプレゼ
ンをする機会もあり、理系の⽤語専⾨の英和
辞典や和英辞典がとても便利でよく使ってい
ます。

理系用語専門の辞典が便利

⽣物資源学部 3年
S・Nさん

先輩が

おすすめ
先輩が

おすすめ

英語強化モデル
を使用中

理系強化モデル
を使用中

先輩の 声

教育学部　英語教育講座

中川　右也 准教授



英語辞典の収録が多い英語強化
モデルです。英語を実践的にしっ
かり学びたい⽅におすすめです。

⼈⽂学部・教育学部教員養成課程※
の⽅におすすめの電⼦辞書 ※数学/情報/理科/技術以外の⽅

AZ-SX9800
第⼆外国語追加コンテンツ

CASIO ⼤学⽣協オリジナルモデル
新学期特別価格

41,870円（税込）

リーダーズ英和辞典（約28万語収録）など、英語の論⽂を読むため
の英語辞典コンテンツに加え、英語を専⾨的により深く学ぶための
英和辞典・和英辞典・英英辞典・例⽂辞典を収録。
「読む」「書く」「聞く」「話す」の4つの英語⼒を総合的に⾼め、
TOEIC TEST対策や論⽂作成など幅広く使えます。

R

英語強化コンテンツ

新和英⼤辞典 第五版新英和⼤辞典 第六版
オックスフォード

新英英辞典 第2版
オックスフォード
類語辞典 第2版

⾼度な英語学習をサポート！

持ち運びに便利な
電⼦辞書ケースをセット

英語強化モデル電⼦辞書（⽂系向け）

※全200コンテンツ収録。収録コンテンツ内容は右上の※全200コンテンツ収録。収録コンテンツ内容は右上の
 バーコードを読み取り、ご確認いただけます。 バーコードを読み取り、ご確認いただけます。
※全200コンテンツ収録。収録コンテンツ内容は右上の
 バーコードを読み取り、ご確認いただけます。

※第⼆外国語追加コンテンツはダウンロードでの提供と
 なります。

＋

＋
第二外国語追加
コンテンツ

ダウンロード版

電⼦辞書ケース
＋

＋

▶
商
品
情
報
は
こ
ち
ら

⼯学部・⽣物資源学部・教育学部教員養成課程の
数学/情報/理科/技術の⽅におすすめの電⼦辞書

理化学の専⾨コンテンツを収録。
物理・化学・数学の学習・研究に
使える専⾨辞書を搭載しています。

理系強化コンテンツ

理化学英和辞典岩波理化学辞典 ⾃然科学系和英
⼤辞典

⾃然科学系英和
⼤辞典

理系専⾨学習に対応！

AZ-SX9850
第⼆外国語追加コンテンツ

CASIO ⼤学⽣協オリジナルモデル

理系の専⾨⽤語、専⾨英語を収録した辞書をはじめ、物理、化学、数
学などの分野をカバーするコンテンツを収録。
リーダーズ英和辞典(28万語収録)など、英語の論⽂を読むための英語
辞書コンテンツも充実。
「読む」「書く」「聞く」「話す」の4つの英語⼒を総合的に⾼め、
TOEIC TEST対策や論⽂作成など幅広く使えます。R

持ち運びに便利な
電⼦辞書ケースをセット理系強化モデル電⼦辞書（理系向け）

＋

＋
第二外国語追加
コンテンツ

ダウンロード版

電⼦辞書ケース
＋

＋

▶
商
品
情
報
は
こ
ち
ら

※全200コンテンツ収録。収録コンテンツ内容は右上の※全200コンテンツ収録。収録コンテンツ内容は右上の
 バーコードを読み取り、ご確認いただけます。 バーコードを読み取り、ご確認いただけます。
※全200コンテンツ収録。収録コンテンツ内容は右上の
 バーコードを読み取り、ご確認いただけます。

※第⼆外国語追加コンテンツはダウンロードでの提供と
 なります。

新学期特別価格

41,870円（税込）

ご注文は三重大生協　翠陵店 PC&BOOK カウンターまで ☎ 059-232-5007



英語学習を習慣づけ、英語⼒をアップ⽬指そう
TOEIC®のスコアアップにもつながります

教材の説明
教材の学習⽅法
TOEIC®とは？
ミニTOEIC体験
アルク出版の専⾨講師が説明します

スタートアップガイダンス実施スタートアップガイダンス実施

学習相談

1⽇30分×40⽇間のトレーニングキット11⽇30分
約2ヶ⽉で終える標準的な学習プランの場合、
1週間に5⽇、1⽇あたり30分程度学習するよう
に設定しています。

TOEIC®受験に必要な対策が出来る！
⼀般的な教材には書かれていない「⼤学⽣がなぜ
TOEIC®？」を含めて解説。完全模試付きです。

【KIT0】 はじめに
【KIT1】 英語学習のトリセツ
【KIT2】 英語学習モチベーショナル･ノート
【KIT3】 マンガでわかるTOEIC® TEST⼊⾨（CD付）
【KIT4】 ⼤学⽣のためのTOEIC® TESTトレーニングブック（CD付）
【KIT5】TOEIC® TEST完全模試（CD付）
【KIT6】 学習カウンセリングシート×2 ※提出者には、返信時に追加のブックレットを進呈
【KIT7】 ⼤学⽣のための７ステップ

【教材紹介】TOEIC® TESTスターターキット 英語学習アカデミックパック

教材構成

充実の学習サポート体制
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、⼀⼈ひとり丁寧にアドバイス。1
アカデミックパック専⽤の学習相談窓⼝を開設。
学習期間中は何度でも相談を受付ます。学習相談
もカウンセリング同様、専⾨のアドバイザーが対応
します。

受講者専⽤WEBサイト
（スマートフォン対応）
いつでも、どこでも「⾃⼰学習をモニタリングでき
る」環境を提供し、みなさんの継続学習を強⼒に
サポートします。

２

⽇々の学習をサポート
PESM (Personal  English Study Manager)

継続学習をサポートする、スマートフォン対応の専⽤ウエブ
サイトで以下の機能が利⽤できます。
・⽬標設定と⾃動スケジュール機能
・模試正答率をもとにした本試験スコア予測
・学習クイズや教材活⽤法の動画
・学習機能のマイレージカウンター機能

3

★学習サポートサイト【スマートフォン対応】

★カウンセリング【Web・書⾯対応】
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」をもとに、専⾨の英語学習アドバイザーが、
⼀⼈ひとりを丁寧にアドバイス。学習期間中は何度でも
相談を受け付けます。学習相談もカウンセリング同様、
専⾨のアドバイザーが対応します。

学習の最初の一歩として、スタートアップガ
イダンスを配信しています。
アカデミックパックを使用し、どのように英
語学習をすればいいか解説します。

アカデミックパックは、大学生協とアルク出版が共同開発した「学びの習慣化」を促すための学習キットです。
新入生にとってはじめの一歩として使いやすさを考えたオリジナル教材です。

【ガイダンス内容】

大 学 生 協オリジナル教材

TOEIC® TESTスターターキットでは、⽇頃から英語の学習習慣を⾝
に着け、英語⼒のアップを⽬指す⾃⼰学習ツールとなります。
さらには、セットの英語学習セミナーに参加することでスターター
キットだけでは学ぶことができないより実践的なTOEIC® 学習と「使
える英語」を⾝につける実践練習の機会としています。
英語学習セミナーについては裏⾯をご覧ください。

専門の TOEIC® 講師が行う講座と、新入生向けに開発された TOEIC® TESTスターターキットを使った自己学習の組み合わ
せで「学びの習慣づけ」と「実践的な英語力」を同日に身につける三重大学生協オリジナルの英語学習プログラムです。
英語学習セミナー（オンライン集合研修）では、毎回の課題をベースに実際に英語を口に出すトレーニング等も織り込み、
TOEIC® スコアの先にある「使える英語」を身につける実践練習の機会とします。



英語学習 TOEIC®

スタートパック

英語学習セミナー スケジュール
TOEIC® TESTスターターキット」をより活⽤するための

全8回

参加者のアンケートから

英語学習セミナーは全 8 回開催され、TOEIC®TEST スターターキットを活⽤しながら英語⼒
アップを⽬指します。受講⽣はすべて三重⼤学の新⼊⽣なので安⼼して受講することができ、
みんなで⼀緒にワークやトレーニングを実践しながら集中して英語学習をすすめていきます。

参加できなかった場合も、⾒逃し配信があるので安⼼。
毎週のセミナーと並⾏して、教材を使った⾃学⾃習を進
めましょう。学習の進み具合は、⽇々のダイアリー「モ
チベーショナルノート」と、スマートフォン対応の専⽤
サイトで管理し、継続学習の習慣をつけましょう。

三重大生限定のオリジナルオンラインセミナー

1

2

3

4

5
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４/12
  (⽉）

４/19
  (⽉）

４/26
  (⽉）

5/10
  (⽉）

Stage1-1
TOEICを知る①

Stage1-2
TOEICを知る②

Stage2-1
TOEICに慣れる①

Stage2-2
TOEICに慣れる②

5/17
  (⽉）

5/24
  (⽉）

5/31
  (⽉）

6/7
  (⽉）

Stage3-1
TOEICの技術を鍛える①

Stage3-2
TOEICの技術を鍛える②

Stage4-1
TOEICのスコアを上げる①

Stage4-2
TOEICのスコアを上げる②

時間はすべて 20：00 〜 21：30 での開講です

「使える英語」を

身につけよう！

TOEIC® TEST スタータキットを使⽤TOEIC® TEST スタータキットを使⽤

学びの
習慣づけ

実践的な
英語力

三重大新入生
だけで

安心 !
見逃し
配信対応

学習進捗
管理

▲商品情報はこちら

注⽂番号 401
英語学習習慣を⾝につけ、
TOEIC スコアの UP を⽬指します

＋

● TOEIC® TEST スターターキット
● 英語学習セミナー【全 8 回】
● スタートアップガイダンス

スタートパック内容

⽣協組合員価格

27,400円（税込）

とても分かりやすくて楽しい授業でした。おかげで最後まで勉強のモチベーションを保つことが出来ました。
                                         (⼈⽂学部・⼥性 )

とてもためになる内容でした。私のあいまいな部分や⼼配な部分を解決していただいたり、各パート毎の解
き⽅のコツを教えていただきました。スライドはノートにまとめやすく「なるほど」と思うことが何度もあり、

）性⼥・部学⼯（。すまいてっ思とたっかよてし講受

内容はすごくためになるものだった。KIT4 の問題をすすめていく中で解くスピードが速くなっていくのを
感じました。                                    （教育・⼥性）

● 電⼦版利⽤権付

®

ご注文は三重大生協　翠陵店 PC&BOOK カウンターまで ☎ 059-232-5007

申込締切　4月 9日 ( 金 ) まで



3台までの端末で閲覧が可能

専⽤ビューアアプリで
複数コンテンツの同時検索も可能

1つのアカウントで3台の端末に電⼦書籍をダウ
ンロード可能。スマホやタブレット、⾃宅のパソ
コンで閲覧ができ、マーカー・⼿書きメモ等の記
⼊内容も3台で同期します。

専⽤の学習ビューアアプリを使⽤することで、ダ
ウンロードした全てのコンテンツを⼀括で検索で
きます。

電⼦書籍ならかさばりません

⾃分だけの「マイノート」で学びの定着を

電⼦書籍なら、持ち運びも検索もラクラク

たとえば、医学書基本セットを紙版で揃えたらなん
と約6.5kg！毎⽇持ち運ぶのは困難です。電⼦書籍
ならスマホやタブレットに何冊も⼊れておくことが
できます。

他のアプリケーション作成データに電⼦書籍へのリ
ンクを貼り付け「マイノート」を作成することが可能
です。逆にリンクを電⼦書籍に貼り付けることもでき
ます。
また、暗記ペン機能を使い、オリジナルの⽳埋め問
題の作成ができます。

電⼦版 医学専⾨書おすすめポイント

マーカー機能 描き込み

⾳声機能 単語帳機能

紙と同様に、マーカー・⼿書きメモ・ふせん・しお
りを⼊⼒することができます。また、デジタルなの
で消去もできます。
⼊⼒した内容は、ネットワークを通じてデバイス
間で同期されます。

紙でできることは電⼦書籍でも

※2020年までのカリキュラムでの活⽤事例です。2021年以降とは異なる場合があります。また、適宜他の教
 科書の購⼊も必要となります。

⼊学した時にこれからの学びの環境
を整えておくことはとても⼤切なこと
です。皆さんもこれから医学を基礎か
ら学び進める中で、どうしても発展的
内容も知りたくなる場⾯が出てくると
思います。⾃分の場合も、低学年のう
ちから少し発展的なことをやりたい、

という気持ちが⾃然と強くなり、たまたま購⼊していた朝倉
内科学に救われました。先を⾒据えながら基礎をしっかり
固めたい、という⽅にオススメです。
また、オンライン化が進む⼤学に適応していく中で、PCや
タブレットに慣れることは最低限度のスキルになりつつあ
ります。病院内でカルテの電⼦化が進んでいるだけでなく、
オンライン授業の影響で授業資料も電⼦化の動きが強
まっています。電⼦化の過渡期を⽣きる者として、電⼦媒体、
特にiPadやPCの扱いに⻑けていることは⼤きなアドバン
テージになると考えています。「勉強中はスマホ、PCは離
れたところに」だった⽣活から、「上⼿く利⽤して学習効率
を⾼める」⽅法を試してみませんか?

医学部 医学科 4 年
⼭中 章司

先輩の

おすすめ

【購⼊にあたってのご注意】●この辞書コンテンツセットは、⼤学⽣協の電⼦書籍アプリ「DECSアプリ」（無料）上で
使⽤するコンテンツです。ご使⽤にあたっては各デバイスに対応するアプリをインストールする必要があります
●「DECSアプリ」使⽤のための会員登録は三重⼤学⽣協にて代⾏して⾏います。詳しくは「【重要】医学書籍コンテンツ
のお渡し⽅法」をお読みください●アプリの対応OS (2020年11⽉現在)：Windows 8.1・10 / MacOS 10.10〜10.15 / 
iOSおよびiPadOS 12以降（メモリ2GB以上） / Android 6〜10（64bit）●アプリのインストールやコンテンツのダウンロ
ードに当たってはネットワーク環境（Wi-Fi環境を推奨します）が必要です●ストレージの空き容量は医学基本セット
3GB以上、医学書完全セット12GB以上を推奨します●Apple社製CPUならびにmacOS Big Sur（バージョン11.１）搭載
MacはMac版Ver.4アプリを利⽤するかたちとなります。そのため⼀部機能に制限がございます

■医学科⽣の学習する機会と活躍する医学専⾨書

医学科⽣は学ぶことがたくさん。
だからこそ、いつでもどこでも学べる環境を整えたい。

医学科⽣は学ぶことがたくさんあります。⼤学での勉強だけではなく、⽇頃から⾃分で学習をすすめることが必要になり
ます。しかしながら時間は限られており、その中でもいかに効率よく学習を進めるかが⼤切になってきます。
そんな医学科⽣のためにも⼤学⽣協ではいつでもどこでも学べる環境を整えてほしいと、どこでも持ち運べる電⼦版とし
て医学科⽣に必要な医学専⾨書をご準備しています。

学びの環境は 1 年⽣のうち
から準備しよう1年⽣

2年⽣

医学科⽣の⽣活を
イメージ！
6年間の⽬標・計画
づくり

「分⼦⽣命体科学」
で教科書で
理解しにくい
部分を調べる

夏休みの合間に
解剖の予習

春休みに解剖
の予習

1年次の過ごし⽅を振り返り、
2年次以降の過ごし⽅を
計画する

医学基礎科⽬が⼀気に始まる 

前期：解剖、⽣化学、微⽣物学、組織学総論
後期：解剖、⽣理学、病理学、組織学各論

「⼤学基礎」で
英語論⽂を読んで
要約しプレゼン
する課題

セットをフル活用！

3年⽣以降も⽇々の学習や国試対策など様々な場⾯で使います

電子版 医学書で学習をすすめよう
医学科生

必見

これらの医学科生に必要となる医学専門書を持ち運びやすく学習しやすい電子書籍としてご用意しました



（税込）

iPaｄ学習セット
注⽂番号 373

⽣協組合員価格

57,860

●iPad 第 8 世代 /128GB/ シルバー
(MYLE2J/A)

●Apple Pencil
(MK0C2J/A)

円

（税込）

紙版では173,140円のところ

医学書完全セット
注⽂番号 372

⽣協組合員価格

103,900

●医学書基本セット
●標準医学基礎シリーズ ( 全 10 冊 )
●内科学

円

iPad Wi-Fiモデル
第8世代／128GB／シルバー
(MYLE2J/A)

Apple Pencil
(MK0C2J/A)

三重⼤学医学部医学科⽣情報機器利⽤状況に関するアンケート調査
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タブレット所持率

⼈体の正常構造と機能
⽇本医事新報社

たろう先⽣式医学部6年間ベストな過ごし⽅
⽺⼟社

1 医学書基本セット

解剖学・⽣理学の⾼度な内容をやさしく学べる教科書として評判で
す。ひとつのテーマが⾒開きで完結するよう、重要事項をコンパクト
にまとめてあり、読みやすく理解しやすくできています。1-2年⽣の
基礎科⽬だけでなく、上級⽣になり臨床実習に出た後にも理解を深
めるために役⽴ったと先輩から好評の書籍です。
※本商品は閲覧期限はありません

医学部6年間で何をどう学ぶかをまとめた医学部ガイド本。
今の医学⽣に必要だと感じる教育内容のなかで、授業だけでは学べ
ないかもしれない内容を“ウラのカリキュラム”的に書いた1冊です。
※本商品は閲覧期限はありません

ご購⼊いただく電⼦書籍セットは「ページ移動」「アノテーションの付加」「各種検索」について利⽤データを取得しております。取得したデータは「セット商品の
改善」「より良い活⽤⽅法の提案」を⽬的として利⽤させていただきます。

▶
商
品
情
報
は
こ
ち
ら

電⼦書籍で初めて学ぶ⽅も安⼼！先輩による学び⽅講座も開催します。

※医学書基本セットをご購⼊の⽅がご参加できます。購⼊した電⼦書籍活⽤するためにぜ
ひご参加ください。開催⽇程等の詳細はご購⼊者へメールでご連絡いたします。

◆先輩はどんな⾵に電⼦書籍で学習しているの？
◆学習⽅法としてタブレットやノートPCをどのように活⽤しているの？

オンライン
4⽉11⽇開催

■医学書籍コンテンツセット ラインナップ

医学⼤辞典
南⼭堂 6年間レンタル

定評ある総合医学辞典の最新版。
⾒出し約40,000語。⽤語の定義の
みならず、関連事項･歴史的事項な
ども記述、理解が深まる詳しい解
説が特⻑。

ステッドマン医学⼤辞典
メジカルビュー社

世界標準の、医学分野を代表する
英和・和英辞典。図も豊富で、カ
ラー表記、56,000語の発⾳⾳声付。
教科書の原書や医学英語論⽂を読
むときに役⽴つ。

6年間レンタル

医学書の改版サイクルは4〜6年と⾔われています。
この医学電⼦書籍セットは、新版を買い換えではなく、
在学中の学びを⽀える「6年間レンタル」利⽤とするこ
とで、低価格を実現しました。

レンタル期間中に改版があった場合は、無償で改訂版を提供保証します
●標準解剖学 ●標準組織学総論●標準組織学各論 ●標準免疫学●標準⽣理学
●標準病理学 ●標準細胞⽣物学 ●標準⽣化学●標準薬理学 ●標準微⽣物学

2 医学書基本セット+標準医学基礎シリーズ+内科学
標準医学基礎シリーズ（全10冊）
医学書院
1〜2年⽣で学ぶ基礎医学をしっかりと理解する事が上
級⽣になって臨床科⽬を学ぶときや、医師になるにあ
たってとても⼤切となります。標準医学シリーズは各項
⽬について詳細な記載があり、レポート課題や試験に
もとても参考になる書籍です。⼿元にあれば、今後の
学⽣⽣活の強い武器となるシリーズです。

6年間レンタル

内科学
朝倉書店
医学⽣が⼿元に持っておいて損はない、内科
学書。3年⽣から始まる、臨床医学を網羅し
た書で、オールカラーの写真や図表と本⽂と
の対応が読みやすいと先輩⽅にも好評です。
国家試験出題基準を網羅する内容で6年⽣
まで活躍する⼀冊です。

6年間レンタル

医学基本セット+標準医学基礎シリーズ
＋内科学をまとめ買いでさらにお得！

3 iPad＋Apple Pencilセット パソコンもタブレットも所有し、使いこなして
いる先輩がたくさんいます！

右のグラフのように、先輩のタブレットの所有
率は学年が上がるにつれて⾼くなっています。
医学科⽣には「医学科専⾨講義の配付資料を
スキャナでデータ化しておき実習の場で利⽤
する」、「WEB上で⾏われる国家試験対策講
座の視聴」、「国家試験対策本の活⽤」など、
パソコンとともにタブレットを利⽤する場が多
くあるためです。早い時期からタブレットの活
⽤に慣れておくことをおすすめします。

三重⼤医学科⽣⽀持率No.1

＋

紙版では55,000円のところ

医学書基本セット
注⽂番号 371

⽣協組合員価格

41,900 （税込）

●医学⼤辞典
●ステッドマン医学⼤辞典
●⼈体の正常構造と機能
●たろう先⽣式医学部 6 年間ベストな過ごし⽅

円

▲学年が上がるとタブレットも所持、活用している先輩が多くなります

購入者限定！

ご注文は三重大生協　翠陵店 PC&BOOK カウンターまで ☎ 059-232-5007

そんな疑問を医学科の先輩が教えます。
さらにデジタルノートテイキングや医学英語をテーマにした、他⼤学医学
部合同での交流会を開催予定です。

医学⽣の先輩が教える！
三重⼤医学科⽣学び⽅講座を開催します



昨今の社会情勢下ではありますが、 どんな状況であっても大学生の 「今しか出来ない貴重な経験ができる機会」 を逃して欲しくな

いというおもいから今回提案をすすめております。 企画自体も十分な感染対策をとりながら運営をしています。
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