


購入前に以下の項目についてご確認ください。これでお得に購入できます。

教科書購入の流れ

❶教科書・教材の購入から授業の受講まで

❷購入する教科書を確認する

❸お得に購入するために確認して下さい

❹教科書を購入する（対面販売の場合）

❷注意事項
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・大学の授業は高校までと違い、履修可能な授業の中から、受ける授業を自分で決めなければなり
ません。また、教科書指定があったりなかったりするので、その授業に必要な教科書があるかどう
かを自分で確認したうえで、履修確定後に購入してください。
・大学の授業の履修登録方法、履修可能な授業等については、入学後に行なわれる大学のガイダ
ンスで説明があります。必ず出席してください。
・教科書リスト及び教科書申込書は入学後の履修ガイダンスの際に配付されます。履修する授業
の教科書を販売会場（対面講義の場合）もしくは、宅配（コロナ禍が終息していない場合）で販売
期間内に購入してください。
・販売期間後は教科書の取り寄せに時間がかかり、授業に間に合わなくなります。ご注意ください。

・教科書は下記の期間に生協が販売します。日程をご確認の上ご来店ください。
・教科書購入費用は、学部や履修科目によって異なりますが、約25,000円が目安
（語学用辞書は別途）です。
・また、たくさんの教科書を購入していただきますので、リュックサックや大きめのトートバッグ等を
ご持参いただくと便利です。

❹教科書を購入する（オンライン講義の場合）
・WEB上でご注文をおこない、宅配でお届けいたします。
・教科書は下記の期間に生協が販売します。
・教科書購入費用は、学部や履修科目によって異なりますが、約25,000円が目安
（語学用辞書は別途）です。また、宅配のため送料、手数料が別途必要となります。
・詳細の案内（宅配での購入乳方法）は、生協ホームページでご案内いたします。

・受講する授業が決まったら、教科書の有無をシラバスで確認し、生協ホームページで掲示される
教科書リストでチェックしてください。同じ授業名でも、開講対象学部や先生によって使用する教
科書も違ってきます。「授業名」「対象学部」「先生名」「曜日・時限」はよく確認してください。間違え
て購入しても返品できません。ご注意ください。

チェック項目

□ 生協に加入しましたか？　※加入すると教科書が５％引きで購入できます。
→詳しくは「中京大学生協ガイドブック」をご覧ください。

□ CPカード（生協電子マネー機能付き組合員証）は手に入れましたか？　
  ※CPカードで支払うと税抜100円に付き１ポイントが貯まり、200ポイントで200円の電子マネーとしてカードに
  　自動で入金されます。
  →４月2日以降に生協の購買店舗にてお渡ししています。（対面講義の場合）
  教科書購入の前に必ず受け取ってください。（コロナ禍が終息していない場合別途生協HPで案内します）

□ CPカードには入金してありますか？
  →生協加入と同時に入金受付を行っています。詳しくは「中京大学生協ガイドブック」をご覧ください。
  また、生協のお店のレジでも入金できますのでお尋ねください。

□ 教科書購入の支払いの際に、現金ではなくCPカードを出してレジ横のカード読み取り機に
  置いて下さい。コロナ禍が終息していない場合途生協HPで案内します

次ページへ続く

生協組合員の方は教科書も5％引きで購入できます。金額が大きくなりますので、割引も多くなります。
教科書の購入前に生協に加入してください。 1年生第2外国語・必修科目集中販売日

販売会場

名古屋キャンパス 1号館2階 書籍店（プラザ･リーブル）内
豊　田キャンパス 19号館1階 購買書籍店（プラザ･ドゥ）前

名古屋キャンパス 4/5（月） 9：15～18：00
豊　田キャンパス 4/5（月） 10：00～17：00

すべての教科書販売期間

4/6（火）～14（水）

教科書リストの価格は定価です。
生協に加入してからご利用ください。
生協組合員の方は5％引きになります。

教科書申込書の必要事項は、事前に記入
して、教科書購入日にお持ち下さい。
※申込書は履修ガイダンス内で配布される
資料に入っています。

現金または別冊でご案内しているCPカード
でお支払いください。CPカードでお支払い
いただくと、税別100円につき1ポイント
付与されるので更にお得です。



生協おすすめ教材

電子辞書（大学生協モデル）【全学部対象】

❶電子辞書（大学生協モデル）を購入する方

❸辞書（書籍）を購入する方
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❷高校まで使用していた電子辞書用の
　第2外国語カードを購入する方

①～③を選択して、
大学での授業に
備えてください。

高校生モデルとの違い

生協組合員申込価格 40,870円（税込）
電子辞書（CASIO　AZ-SX9800)＋第２外国語セット

在学中４年間保証

液晶割れ修理代は学割料金

※ドイツ語・フランス語・中国語・ロシア語・韓国語・スペイン語から選択
※購入後、履修する第２外国語が変更になった場合は、交換いたします。

※通常使用の故障修理は在学中無償

※5,000円＋税

・ 英和と和英、一冊ずつあれば充分
・ 高校の定番「ジーニアス英和（G4）
 の収録語彙数は約96,000語

英語

・ 国語辞典は明鏡や広辞苑等
・ 学習の場面での使用が中心

国語

・受験生向けの教科別用語集や
　小辞典・学習用コンテンツがメイン

その他

英語
・ 海外語学研修には大学学習レベルの
 英語辞書が必須
・ 研究に対応できる豊富な専門用語が必須
・ 大辞典クラスの英和辞典が必要（リーダーズ
 英和の収録語彙数は約28万語）
・ 本格的な英英辞典が必要
・ TOEIC・TOEFLなどへの対策が必要

・ 専門語や新語に対応した、
 最新の国語辞典や百科事典が必須

その他
・第二外国語の辞書が必須
・就活のためのSPI試験対策が必須　
・社会用語の知識が必須

専用ケースプレゼント！専用ケースプレゼント！
※1,000円相当品

国語

大学生モデルは英和大辞典や英英辞典などが入っており収
録語数が違います。また就職活動や留学にも伝えるコンテ
ンツも収録されており大学生活4年間通して使えます。

2018年発売カシオ高校モデル
第2外国語コンテンツカード ※在庫に限りがあります。

名古屋キャンパス

在庫に限りがあります。お早めに購入下さい。
お申し込みは、WEB受注ページからとなります。

［第2外国語カードの引き換えは］

生協組合員価格

6,090円（税込）

各キャンパス教科書販売会場・書籍店舗にてお買い求めください。
※推薦辞書は入学後の履修ガイダンスの際に配付される教科書リストに記載されています。

スペイン語

中国語

韓国語

ドイツ語

ロシア語

フランス語

心理学部3年
渥美 　佳奈

工学部3年
石田　紘基

4/15以降、以下の店舗にはがきをおもちいただき引き換えを行ってください

大学生になると、今までの授業にはなかった第二外国語が必
修になります。慣れない言葉をすぐ調べる際、電子辞書があ
るととても便利です。
高校生の時も電子辞書を使用していましたが、大学生向け
の機能がつい    たものの方が良いと思い、新たに生協の電
子辞書を購入しました。第二外国語だけでなく、英語の授業
やTOEICの勉強をするのにも役立てています。みなさんも新
しく始まる大学生活に向け、電子辞書を購入してみてはいか
がでしょうか。

　大学では英語や第二外国語の授業、レポート作成の際
に電子辞書を使うことが多いです。私は高校で使ってい
た電子辞書がありましたが、大学入学を機に改めて大学
生向けのものを生協で買いました。私は英語の授業でよ
く使います。また、第二外国語も各言語でソフトがある
ので購入後にすぐ使え、とても便利です。みなさんも進
学時に買ってみませんか？

第2外国語カードは、大学が始まってから生協店舗でお渡しします。
詳細は、3月中旬に送付されるはがきをご確認いただき、必要事項を記入してお店にお持ちください。

①電子辞書（大学生協モデル）セットを購入する
　お申し込みは、WEB受注サイトからお申込みをおこないます。宅配でお届けします。
②高校まで使用していた電子辞書用の第2外国語カードを購入する
　お申し込みは、WEB受注サイトから申し込みをおこないます。
　お渡しは大学が始まってから。
③辞書（書籍）を購入する
　ご入学後、各キャンパス教科書販売会場・書籍店舗にてお買い求めください
　（組合員の方は5％引）

先輩の実態は・・・

中京大学では、「英語」以外に
1年生は全員「第２外国語」を
履修します。

生協では、最初の授業に間に合うように、
「電子辞書（大学生協モデル）」ならびに
「電子辞書用第２外国語カード」 
「（紙の）辞書」を販売いたします。

紙の辞書を持ち歩くと
重くて大変なので、
今は電子辞書が主流です。　

CASIO
AZ-SX9800 大学生協

モデルの
特典

第2外国語カードは、大学が始まってから生協店舗でお渡しします。
詳細は、3月中旬に送付されるはがきをご確認いただき、必要事項を記入してお店にお持ちください。

18年発売高校生モデル
カシオ AZ（XD）-G4700edu

21年販売大学生モデル
カシオ AX-SX9800

3号館G階　購買プラザ・ヴィー
平日/10：00～14：00　tel.052-831-2466

豊田キャンパス
19号館1階　購買プラザ・ドゥ
平日/10：00～14：00　tel.0565-45-6363



生協おすすめ教材❷

英語学習教材（大学生協モデル）【全学部対象】
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生協組合員価格 13,800円 (税込)

生協組合員価格 20,800円 (税込)

英語学習アカデミックパック「TOEIC®スターターキットPlus 40日間特訓V講座付」
＋アカデミックパックお渡し＆使い方講座

教材の詳細は同封のチラシをご覧ください。

※TOEIC スターターキットPlusは大学生協が新入生のためにアルクと共同で開発しました。

1日30分×40日間のトレーニングキット
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。

使い方講座の詳細はＰ7をご覧ください。

教材の詳細は同封のチラシをご覧ください。
使い方講座の詳細はＰ6をご覧ください。

TOEIC スターターキットPlusよりもレベルの高い教材です。

1日40～50分×40日間のトレーニングキット

英語学習アカデミックパック「TOEIC®スターターキット 800Plus 40日間特訓V講座付」
＋アカデミックパックお渡し＆使い方講座 付

◇この教材では、世界共通のテストである  
TOEIC TESTを利用することで、英語学習の
「型」を身につけることができます。

◇はじめてTOEICの勉強をする人・英語が
苦手な人はここからはじめてみましょう。
「1年生からはじめなくても、必要になったらはじめよう」と
思っている方はいませんか？
思い立ったら「スグ」はじめるのは語学学習の鉄則です。

◇コミュニケーション英語（特に「聴く」
「話す」）に自信がない人に
高校時代、英語は苦手科目だったのに、卒業時にペラペラに
なるぐらいまで上達した先輩はたくさんいます。やる気と正
し い方法さえあれば、誰でも英語は話せるようになります

◇講義動画配信「40日間特訓V講座」を
スマホで視聴
中高生のときからスマートフォンで動画を見慣れている新
入生の学習習慣を後押します。パソコンはもちろん、スマホ
でも簡単に視聴することができます。（通信にかかる費用は
ご自身での負担となります。）

※６ページ参照

※６ページ参照

もちろん、こちらにも講義動画配信「40 日間特訓V講座」が付いています。
将来、TOEIC「800点以上」をめざす、すでに基礎力の充分ある方にオススメ

就職活動で評価されるスコアは600点。

大学4年間は、社会人になる準備期間です。高校までの受験勉強のための英語と、大学・社会で必要となる英語は大きく違います。
大学の英語学習の目的は、使える英語を身につけること。そして、その証となるのがTOEICのスコアです。

受験に必要な文法や読解に重点を置いた
「受験英語」が必要だった。

高校までの英語

履歴書に書けるスコアは600点以上。

大学の英語

大学・社会で必要な英語とは

大学1年生の平均スコア 395点
３年生までに
あと200点必要!!

それは「TOEIC600点を取れるくらいの英語力がある人材」が求められているからです。
今の世の中、外国の方と出会わずに生活することの方が困難な時代です。さらに、皆さんは卒業後、40年近く社会で活躍
することになります。40年もあれば、いつどんな時に英語が必要な日がくるか分かりませんよね？将来のために、今から取
り組むことが大切です。内定が出てから、「入社までに600点を」といわれるケースもあります。4年生の2月頃までを想定
して頑張る先輩たちもいます。また、入社後に社内でTOEICの内部試験がある会社も増えてき
ています。社会人になってからも英語の勉強は続きます。だからこそ、今のうちから、積み重ねの勉強が大切です。

「TOEIC®スターターキットPlus」・「TOEIC®スターターキット800Plus」を賢く使いこなすための
「英語学習アカデミックパックお渡し＆使い方講座」

◆TOEICスターターキットを使用して、学習のコツを学びます。
◆TOEICとは何か、どのように学習を進めていけば良いのか、キットの活用方法や学び方を身につけます。

「TOEIC600点」が必要な理由・・・。　

就職活動で求められるTOEICスコアは600点～650点といわれています。多くの企業が、採用時にTOEICスコアを考慮し、参
考にしています。就職活動の際、志望する企業には履歴書やエントリーシート（志望動機や自己PR等を記入する履歴書）を
提出します。そこで英語力をアピールするためにはTOEIC600点以上からといわれています。民間企業だけでなく、公務員試験や
教員採用試験でもアピールできます。

英語によるコミュニケーション能力を
幅広く試すTOEICの勉強が大切

英語力は【今】が一番高く、ここからのスタートが一番の近道です。各種サポートもこの時期に合わせており、【今】だけの商品です。
※レベルに合わせて選択ください

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40～50分程度学習するように設定しています。

2つ以上当てはまる方におすすめの教材です。
◎英語学習が好き・苦にならない
◎在学中に留学を考えている
◎英語を武器として磨いていきたい
◎英検2級以上を取得している

オンラインガイダンスのご案内
Zoom開催

購入者全員無料
大学生協では「教材への理解をより深めていただく事」「英語学
習そのものに対する”苦手意識”の緩和」を目的とし、教材説明会
「スタートアップガイダンス」を無料で実施しています。(ZOOMに
よるオンライン講義です)

具体的な対応策や今後の学習の進め方、実践練習もお伝えする
ことで、今後の4年間(6年間)の継続学習の第一歩を踏み出して
頂きます。

●日程・開始時間については右記の表をご確認ください。またオ
ンラインガイダンスは複数回実施いたしますが、内容はどの回
も同じです。ご購入者様のご都合の良い時にご参加ください。
●ZoomのURLについてはアカデミックパックに同梱されており
ますので、そちらをご確認ください。
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