
名古屋市立大学生活協同組合
☎052-881-5906（平日10：30～17：00） https://www.univcoop-tokai.jp/ncucoop/

E-mail:kyouzai2021@ncucoop.jp

学習用パソコン・推薦教材等の

WEB申込手続きは

右記の期日までにおすませください

名古屋市立大学・新入生のための

必須教材・教科書
学習用パソコン・推薦教材

のご案内

■併願で入学される方は、入学をお決めになられ次第お早めにお申込みください。
■商品・講座によっては台数限定・定員制のものがございます。締切前でも予定台数に
　達した場合、締切前でもお申込みを締め切らせていただく場合があります。ご了承ください。
　

前期入試合格の方

2021年 ３月 21日（日）
中期・後期入試合格の方

2021年 ４月 ４日（日）

医学部・薬学部薬学科・看護学部の方

2021年 ３月 31日（水）
「地域参加型学習用品」「看護学部必須教科書」
は必ず購入が必要です。期日までにお申込み・お
支払いをお済ませください。

推薦A日程入試合格の方

2021年 ２月 ７日（日）
推薦Ｂ日程入試合格の方

2021年 ３月 ７日（日）

名市大生協
ホームページ

大学生用電子辞書 看護電子辞書P. 21

全学部：ステップアップセミナーP. 5

学習用パソコンP. 8

TOEIC英語学習P. 25

医学部 電子書籍P. 26

医・薬・看　地域参加型学習教材P. 3

看護学部必須教科書・全学部教科書販売P. ４



受付期間：4月4日(日)まで
※商品の発送は3月中旬以降となります。

※商品により締切日が異なるものが
　ございます。また数量限定・定員の
　あるものがございます。
　ご注意ください。

名古屋市立大学生協ホームページからお申込みください。
「新入生の教材・パソコン 各種お申込み」からお入りいただけます。

※3月中旬から順次発送いたします。

【先払いになります。ご注意ください。】

3月中旬

https://www.univcoop-tokai.jp/ncucoop/

⇨名市大生協ホームページから
　各種お申込みバナーへお進みください⇨

☎052-881-5906

3月中旬から順次発送いたします。



●4●3 ※パンフレットに表記されている金額は全て税込です。

看護学部１年次前期/後期専門科目

専門科目教科書は各学部所属キャンパス生協購買にて販売いたします。

教科書の購入方法

■ 生協に加入する（入学前手続き）
生協組合員加入されている方は、購入時に組合員証を提示して教科書を10％割引で購入することができます。
各締切手続き日までに生協の組合員に加入してください。　※詳細は同封の『生協・共済Web加入手続きのご案内』
をご確認ください。

看護学部の方

必須教科書セット
看護学部の皆さまは 1 年生前期 / 後期に全員が履修する必須科目の

教科書購入が必要です。( 約 10 冊～ 12 冊程度 )

講義に間に合うよう期限までに、必ずご購入手続きをお済ませください。

入学前にあらかじめ右記の「名古屋市立大学生協WEBページ」にて、他

の教材と同様に注文を行ってください。

『３月３１日（水）』までにご注文・払込みをお願いします。

【看護学部必須教科書セットの購入方法】

名古屋市立大学生協

https://www.univcooptotokai.jp/ncucoop/

https://www.univcooptotokai.jp/ncucoop/

※その他生協がご提案する教材と、合わせてお申込みいただけます。お申込み後は、同封の『専用払込用紙』に必要事
項をご記入のうえ、期限までにお振込みください。
※その他生協がご提案する教材とお申込み・お支払い期限が異なりますのでご注意ください。
※他の教材（パソコン等）と一緒に、ご指定の住所に配送されます。

全員購入です
申込期限
３月31日（水）

※看護学部の方

注文No

4
教科書の詳細、価格につきまし
ては、上記生協WEBページに
てご確認ください。

全学部の皆さま

【入学前】

【4月以降】

人文社会学部・経済学部・総合生命理学部 
医学部・看護学部
薬学部　　　　　　　　　　　芸術工学部

【教科書「店頭」販売】

1年生集中販売日　各学部の健康診断実施日を予定
販売期間　　　  ４月6日(火)～4月19日(月) 

大学指定必須教材
医薬看護連携

地域参加型体験学習用品

医学部・薬学部薬学科・看護学部の方

全員購入です
申込期限
３月31日（水）
※薬学部の方は薬学科の方のみです。

4 月から始まる『医薬看連携 地域参加型学習』の授業内で使用する、

学習用品の販売は名古屋市立大学生協が行います。

講義に間に合うよう期限までに、必ずご購入手続きをお済ませください。

入学前にあらかじめ「名古屋市立大学生協WEBページ」にて他の教材と同様に注文を行ってください。

『３月３１日（水）』までにご注文・払込みをお願いします。

【地域参加型体験学習用品の購入方法】

【地域参加型体験学習用品のお渡し方法】
ユニフォーム　　　：４月頭の学部別ガイダンス後に採寸を行います。お渡しは４月末の講義の予定です。
ユニフォーム以外　：4月開講前、大学の健康診断日に滝子キャンパスの生協山の畑店にて
　　　　　　　　　お渡し予定です。4月9日～12日頃。
　※詳細のお渡し日は、名市大生協ホームページに掲載、また大学生協WEBサービスにご登録いただいたEメールに
　　ご連絡差し上げます。
　 ※コロナ禍の影響で行事日程が変更になる場合がございます。その際もご連絡させていただきます。
　　　　　　　　　

　

①医療用ジャケット・医療用パンツ・シューズ・名札
②オリエンテーション冊子・ポートフォリオファイル

③感染症等の抗体検査効果と予防接種の覚書
④CPR用マスク　レールダルポケットマスク

①名市大名入れユニフォーム上下（２着）・シューズ・名札
②オリエンテーション冊子・ポートフォリオファイル

③感染症等の抗体検査効果と予防接種の覚書
④CPR用マスク　レールダルポケットマスク

部
学
医

部
学
薬

部
学
護
看

【昨年の各学部セット内容】　※2021年度新入生のセット内容と価格は注文画面でご確認ください。

①医療用ジャケット・医療用パンツ・シューズ・名札
②オリエンテーション冊子・ポートフォリオファイル

③感染症等の抗体検査効果と予防接種の覚書
④CPR用マスク　レールダルポケットマスク
※薬学部の方は薬学科の方のみが対象です。生命薬科学科の方は購入の必要はありません。

注文No

1 19,900 円
昨年参考税込価格

注文No

2 19,900 円
昨年参考税込価格

注文No

3 30,800 円
昨年参考税込価格

※その他生協がご提案する教材と、合わせてお申込みいただけます。お申込み後は、同封の『専用払込用紙』に必要事項をご記入のうえ、期限までにお振込みください。
※その他生協がご提案する教材とお申込み・お支払い期限が異なりますのでご注意ください。
※地域参加型体験学習の教材は、下記の方法でお渡しいたします。他の教材（パソコン等）と一緒には配送されませんのでご注意ください。払込の際の受領証をお手元に保管ください。

WEBページの詳細は冊子巻末の「WEBサイト上での申込方法」をご覧ください。

大学指定必須教材

①必修科目(英語・その他の言語ほか)、選択科目教科書の購入

※販売期間を過ぎますと、教科書が購入できな
　い、または手配にお時間をいただく場合もご
　ざいます。
　必ず、期間内でのご購入にご協力ください。

営業時間に関してはHPにてご確認お願いいたします

②専門科目の教科書の購入

桜山キャンパス

滝子キャンパス　　生協購買

滝子キャンパス

田辺通キャンパス 北千種キャンパス

必須科目(英語・その他の言語等)、選択科目教科書を販売いたします。大学独自教材の「健康・スポーツ科目」の教科書も
あわせてご購入ください。生協加入をお済ませのうえ、入学後にお渡しをする「IC組合員証」を必ずお持ちください。
ご自分の履修選択に合わせて、教科書を購入します。(授業で使用する教科書がわかるリストを掲示、配布いたします。)



●●5 6 ※パンフレットに表記されている金額は全て税込です。

名市大生のためのオリジナルプログラム
キャリアコンサルタントの先生と、名市大の先輩が
一緒に作り上げる、みなさんのためのプログラムです。
名市大での生活と成長を具体的にイメージできる！

①

SEQが２回受診できる
SEQ(スチューデントEQ)は大学生のために作られた
自己分析ツール。このツールがサポートする
「自己分析と意識的な行動を繰り返して得た成長体験」は
実習や就職活動でも大きな支えになります。
ステップアップセミナーのセット内容には
通常2回で4,900円かかるSEQ受診料金が含まれています。
※SEQについての詳しい説明は次のページをご覧ください。

②

オンライン開催
3日間のプログラム全てを、授業で使用する場面の多い
Zoomを使って開催します。自宅から気軽に参加可能であることに加え、この時代避けて
は通れないオンラインでのコミュニケーションの練習ができることも魅力です！

③

実際に集まって実施していた前回までの様子↑↓

第１回

SEQ１回目 

2021 年 4 月 3 日 ( 土 )13:00-17:00
プロの講師による講義　＋　先輩名市大生による体験談
★高校生から大学生へ！意識・視点・行動をチェンジ！
★先輩の実体験から、これからの成長のヒントを掴もう！

「大学生になったら新しいチャレンジをしてみたい。でも実際大学生
になったら何ができるんだろう？」

名古屋市立大学生協 学生委員会

    人文社会学部４年　柏原 将太
今 考えておきたい「なりたい自分」
大学生活は長いようで短い！！限られた時間を有効に使い、充実した大学生活にするために、
卒業時にどんな自分になっていたいのか＝「なりたい自分」を考えておくことが大切です。

ステップアップセミナーは3日間のプログラムを通して

「なりたい自分」を目指すために今どんなスタートをきるのか　を
新入生の仲間や先輩、講師の先生と一緒に考えるセミナーです。

大学生活について知り、自分自身について知り、
先輩の体験談を参考にしながら
今後の大学生活についてイメージを膨らませましょう！

ステップアップセミナー
名市大生のための

ここがオススメ！  ステップアップセミナー

ステップアップセミナー プログラム内容

先輩からのメッセージ

　そんな悩みをもったことありませんか？

引っ込み思案だった僕は大学生になったらいろいろな経験を積んで

成長してやろうと意気込んで入学してみたものの、なかなか明確な目

標は立てられずにいました。たしかに大学生になれば今までよりも自

由になって選択肢が広がることは事実です。しかし、広い選択肢の中

から自分のやりたいことを探すということもなかなか難しいものです。

　

　僕は悩んだ末に入ったこのサークルで「よりよい学生生活」の実現

や新入生が大学生活に慣れることを目的としたイベントの企画・運営

を行う中で自分の意見を伝えることや人前で話すことに自信をつけることができました。

　ステップアップセミナーでは、大学生活の先輩たちがどんな目標をもってどんな手段でそれを

実現したのか、そんな様々な体験談を聞くことでみなさんの目標設定の手助けになれると思いま

す。大学で新しいことを始めたいけど迷っている。そんな人におすすめしたいセミナーです。

第２回

第３回 2021 年 6月 26 日 ( 土 )10:00-12:30
SEQ を使用して大学生活３ヶ月の成長をチェック！
★１回目と２回目の受診結果を比較して、自分の成長を実感しよう
★「なりたい自分」に近づくための次の一歩を計画しよう

2021 年 4月 24 日 ( 土 )10:00-12:30
SEQ ( 成長支援ツール ) を使用した自己分析
★受診結果＝「今の自分」を正しく理解しよう
★先輩の SEQ活用体験談も参考に、これからの行動を計画しよう

SEQ２回目

申込期限
３月28日（日）

注文No

5
生協組合員価格

9,800円(税込)

ステップアップセミナー P. ⅱステップアップセミナーP. ⅰ



●●７ ８ ※パンフレットに表記されている金額は全て税込です。

右記の価格には、以下のものが含まれています。

①第1回・第2回・第3回の受講料

②自己分析ツール「スチューデントEQ」
　受診料2回分/4,900円（税込）

 

③講座テキスト・資料一式

 ・「スチューデントEQハンドブック」

・

 ・「キャリアデザイン講座オリジナルテキスト」(非売品)

「スチューデントEQワークシート」

注文No

5
生協組合員価格

9,800円(税込)

SEQ(スチューデントEQ)って何？

大学生活ステップアップセミナーでは、スチューデントEQという自己分析ツールを使用します。

EQとは、自分と相手の感情に目を向け、それをうまく調整することで
問題解決やコミュニケーションに利用する能力です。

スチューデントEQとは、自分が感情から発生する行動をどうコントロールしているかを、
行動の量で測る検査です。自分自身の行動の量をつかむことで、自分の特性を理解し長所や短所を
再認識することができます。また、行動を変えることによって自分のなりたい姿に近づけたり、
相手とのコミュニケーションの取り方を考え自分を変化・成長させるのに役立ちます。

大学生活ステップアップセミナー2日目・3日目では
スチューデントEQを使った自己分析を進め、自分の成長目標を立てて
実践をすることを参加者同士励まし合いながら体験します。
学びと成長の多い大学生活への第一歩にしましょう！

セット内容

※3月下旬以降、お申し込みとお支払いの確認ができている方に資料や受講方法のご案内をお送りします。　
　お申込み時に登録いただいたメールアドレスへのご案内を必ずご確認ください。

スチューデントEQ　WEBサイト→

http://seq.univcoop.or.jp/

申込期限
３月28日（日）

※資料をお送りいたしますので、早めのお申込みをお願いいたします。
※お振込は 3月29日中にお済ませください。

就職活動

選考の際、パソコンスキルの有無が問われる場合があります。

卒業論文、ゼミ論
自分で研究したいテーマに沿って、調査・研究をします。

論文以外にもPowerPointを使用してのプレゼンもあります。

内定企業との連絡
内定をもらった企業との情報交換や連絡にもパソコンとインターネ

ット環境が必要になります。

4～6年生ゼミ活動での研究発表

レポートは、ただ文章が書けるだけでなく、表や

グラフを挿入して、より分かりやすくなるように

工夫をすることが求められます。なるべく早い学

年から使いこなせるようになりましょう。

就職活動の基本は、
パソコンを使って

説明会や選考の申込、企業の情報収集などのた

めにPCは欠かせません。公務員志望の場合

も、公務員講座の動画視聴や、ネット上での試

験申込などにも活用します。

近年、就職後の初期研修でパソコンスキルを教

える企業が増えました。

多くの学生がスマホのみを利用する生活を送っ

ているためです。授業以外でもパソコンを使っ

て、操作に親しみを持ちましょう。

2～3年生

入学前
入学前準備

大学でのパソコン利用実態やどういったスキル

が必要か確認しましょう。

基礎スキルの習得

入学して焦らずに済むように予め基礎スキル（

Word･Excel･PowerPoint）を身につけましょ

う。

レポート作成
多くの教養科目でレポートの提出があります。基本的にはパソコン

で作成したものの提出を求められます。

レイアウトの細かな指定もあり、できなければ減点の対象になる場

合もあります。

教養科目

レポート提出に加えて、授業内でプレゼンをする機会もあります。分か

りやすいスライド作りや話し方のコツを掴んでおくことが必要です。

また、レジュメをウェブでのみアップしている授業もあります。事前に

パソコンでダウンロードし、それをプリントアウトして授業に臨みまし

ょう。

1年生

大学でのパソコンの必要性は？
入学から卒業までの活用シーン

～求められる「アカデミックスキルズ」とは～

大学ではアカデミックスキルズ（自らが考え、調べ、論ずること)が求められます。そのために必要なのがノートパソコンです。

自分専用のパソコンを持つこと、パソコンを使いこなすことは、大学生にとって最も大切なスキルの一つです。

そして、求められるスキルは学年が進むとともに高くなり、就職活動では「ビジネススキル」として評価されます。多くの学生

が入学時から自分専用のパソコンを持っているのは「今」と「将来」に備えるためです。

大学生にふさわしいパソコンを選ぶ時のポイントって？　

なぜ生協パソコンがおすすめ？

おすすめWindows/Macパソコンを知りたい！　

4年間もっと安心してパソコンが使えるサポートはあるの？　

大学生活に必要なOfficeのスキルを学びたい！　

●Q
●Q
●Q
●Q
●Q ▶次ページから

　お答えします

2020年度はコロナ禍の中、レポート作成などご
自宅でのパソコン使用頻度がとても増えました。
自分専用のパソコンの必要性が高まっています。

学習用パソコン P. ⅰステップアップセミナーP. ⅲ
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パソコンを選び、
検討するときのポイント
～名市大生にふさわしいパソコンとは～

４年間の勉学・研究生活に必要かつ十分な性能・機能を備えたものPOINT1
CPU(処理装置)が高性能であり、勉学に必要なソフトウェアが入っているパソコンであることが

重要です。

CPUは、人間の体で例えると頭脳にあたります。この部品の性能によって、パソコンの処理能

力も大きく変わってきます。パソコンは、経過年数によって動作が遅くなったり、劣化し

たりしていきます。低価格モデルでは、CPUが１ランク、２ランク低いものが使用され

ていることが多いため、３年後、４年後にパソコン自体の動作が遅くなったり、ソフトウ

ェアの立ち上げに時間がかかったりと勉学に支障が出てしまいます。

生協ではIntel Core i７以上の物を推奨しています。

持ち運びに適し、軽量・薄型・堅牢なものPOINT2
大学生になると今までと比べ、パソコンを使用する時間・頻度が増えま

す。大学生にとって、パソコンは机に備え付ける「電化製品」ではな

く、普段から持ち運び、使いこなす「道具」です。

講義の合間にも大学で課題に取り組んだり、いつでも調べ事ができたり

する持ち運びに便利な軽量タイプ（約９５０ｇ以下）が適しています。

また、自宅以外の場所でパソコンを使用する場合、ついてまわるのが、

電源の問題です。大学の講義やサークル・部活など色々な場面で使用す

ることを想定した場合、１日フル活用できるバッテリー駆動時間をもっ

たモデルがお薦めです。

故障・破損時の長期保証POINT4
日々、使用するパソコンですから、故障やトラブルはつきもの

です。パソコンの故障は3〜4年次に多いため長期保証が備わっ

て い る こ と が 重 要 で

す。

また長期保証は一般量

販 店 で は お 店 に よ っ

て、回数制限や限度額

など保証内容が違って

いますので、予め内容

を確認しましょう。

トラブルや困ったときのサポート窓口POINT5
使い方や設定の仕方がわからないときや故障・トラブルが発生したとき

に、すぐに持ち込んで相談できる窓口がどこにあるかを購入時に確認し

ておくことも大切です。トラブル解決にも時間、手間、お金がかかるた

め販売店のサポート体制は大切なチェック項目です。

勉学に必要なソフトウェアが搭載されていることPOINT3
Word、Excel、PowerPointが大学生活では、必ず必要になってきます。またインター

ネットに接続する機会も多いため、信頼性の高いウイルス対策ソフトがインストールさ

れ、動作していることが大切です。

生協パソコンの
7つの安心

～4年間安心して活用するために～

4年間のメーカー保証と
動産保障で万が一の時も安心

通常1年のメーカー保証を4年間に延長、さらにメーカー

保証が適用されないユーザーの不注意による故障や破損

の場合には、動産保障で卒業まで安心して使えます。

安心
1

安心
2

届いたらすぐに使えるように
セットアップ資料付き

購入したパソコンを使い始めるには、初期セットアップ

など設定作業が必要です。メーカーの取り扱い説明書以

外に、生協オリジナルのセットアップマニュアルを加え

てお届けいたします。

安心
4

ウイルス対策ソフト（4年間）が
入っているから安心

トレンドマイクロ　ウイルスバスタークラウド（4年間

更新版）がプリインストールされているため、ウイルス対

策ソフトの追加費用は4年間必要ありません。（15,000

円相当）

安心
3

レポート作成・発表に必要な
ソフトが付属しているので安心

Microsoft 365 Apps for Students (Word、Excel、

PowerPointなど) がはじめから付属されています。

（※ご自身でインストールが必要です。）

Windows10&
高性能仕様だから安心

最新OS「Windows10」が搭載され、高性能エンジン

Intel Core-i７が搭載されているので、動作は速く、快適

です。

安心
5

安心
6

学内の生協と24時間電話サポート
が受けられるから安心

故障など、何か困ったときには学内の大学生協店舗ス

タッフに相談できます。また、初年度は操作方法やトラブ

ルなどで困ったことが起こっても365日24時間電話サ

ポートが利用できます。（電話サポートは1年目のみ）

安心
7

パソコン講座でスキルに
自信がない人でも安心

パソコン操作に自信の無い方、初心者の方でも安心して

ご使用いただくためにプロの講師が丁寧にパソコン操作

や便利な使用方法について講習します。（講座は有料オプ

ションです）

※芸術工学部の方は、入学後に大学からパソコンの選び方等のオリエンテーションがございます。
　大学からのご案内をご確認ください。

学習用パソコン P. ⅲ学習用パソコンP. ⅱ
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大学生協オリジナル
学習用パソコンのご案内

①「自宅・大学・外出先、どこでも」
　大学生活4年間使うための
　高性能ノートパソコン

学習用パソコン 富士通 ノートパソコン UH

※詳しくは、別紙メーカーチラシをご覧ください。

●第11世代CPUIntel Core-i7を搭載のため、動作が早く、快適です。

●タッチパネル液晶により、スマートフォン感覚での操作性を実現。

●持ち運んで使うのに最適な950ｇ以下の軽量ノートパソコン。

●無線LAN内蔵なので、大学内の無線LANに接続可能です。

●バッテリー駆動時間が約16時間（JEITA2.0）なので1日電源がなくても大丈夫。

③万が一の時も本体に付帯する3つの安心

②勉学・研究に必要なソフト（在学中は常に最新Office機能が使用可能）

正しい使い方をしていてもパソコンは故障してしまうことがあります。

このような場合、メーカー保証が適用されますが、通常はメーカーが提供する保証期間は１年間。量販店などでも長期保証を独

自で行っていますが、店舗によって保証限度額の設定があったり、保証回数制限がかかっていたり、保証内容が違っています。

1.　【壊れた時の】４年間のメーカー保証

「移動中にぶつけてしまった」「飲み物をこぼしてしまった」など思いがけない事故による破損・液晶割れなどの修理の場合、

通常では5万円～10万円と高額な修理代金が発生します。

2.　【壊した時の】４年間の動産保障

「パソコンが起動しない」「ソフトウエアのインストール方法が分からない」「操作がよく分からない」などの困りごとに24

時間・365日、電話でお応えします。

《24時間電話サポートの有効期限：2022年3月31日まで》

24時間電話サポートは、業務委託会社であるJBRジャパンレスキューシステム(株)に必要な範囲で個人情報を提供します。

3.　【安心の】24時間電話サポート+年1回の無料点検会実施

４年間の動産保障（QG-Care)の内容
●修理会社で修理可能な破損の場合（動産保障の適用）

１年目

15万円

2年目

12万円

3年目

10万円

4年目

6万円

メーカー保証開始日より

保障上限額

免責金5,000円（自己負担） 免責金5,000円（自己負担）

●修理会社にて修理不可能な破損の場合（全損判定）

修理代金が経過年数保障上限額を超える場合には、超過修理代分はご負担いただきます。

1障害につき修理費用最高15万円までです。（１年目）
上限まで何度でも修理を受けられます。

保障限度額の範囲で動産保障によるパソコン再購入補助が受けられます。
（再購入は生協での購入に限ります。）

１年目

15万円

2年目

12万円

3年目

10万円

4年目

6万円

メーカー保証開始日より

保障上限額
再購入補助利用時には、動産保障契約が終了いたします。

LCDパネル交換
修理代：約90,000円
➡動産保障で、0円
（免責金5,000円）

液晶割れの場合

ハードディスクの交換
修理代金：約30,000円➡　無料

パソコンが起動しない（故障）場合

ファンの交換
修理代金：約20,000円➡　無料

ファンから異音がする場合

フロントカバー、メインボード交換
修理代：約100,000円
➡動産保障で、0円
（免責金5,000円）

落として、破損してしまった

●持ち運びに便利なインナーケース付き

　サンワサプライ(IN-SN13NV)

●トレンドマイクロ

　ウイルスバスタークラウド

　4年間更新版同梱
　

台数限定

※在学期間(4年or6年)によって、使用年数をお選びください。

持ち運びもウイルス対策も
ばっちり！

Office４年版　

生協組合員価格

192,900円(税込）

※商品ラインナップ、代金詳細はこちら→19P、20P

富士通パソコン単体 新学期特別価格

199,000円(税込）Office6年版　

※パンフレットに表記されている金額は全て税込です。

Microsoft 365 Apps for Students 4年版 / 6年版
名古屋市立大学生協版ライセンス Outlook Word PowerPointExcel

OneNote PublisherAccess

OneDrive Teams Yammer Sway

最近ビジネスの社会ではMicrosoft 365の導入が急速に進んでいます。Microsoft 365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、新入生の皆様にご案
内するパソコンにはMicrosoft 365をご提案いたします。

●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。

Microsoft 365 Apps for Studentsなら ●このライセンスは2025年3月31日までの期間限定のライセンスです。

（※6年版は2027年3月31日まで）

●PC本体へのMicrosoft 365 Apps for Studentsのインストールは、ご自

　身で行っていただく必要があります。※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。

Intel Core i7
1165G7

CPU

8GB/256GB

メモリ/SDD
13.3型

（1,920×1,080）
タッチ対応

液晶

Windows10
Home

OS

約920ｇ

重量

約16.5時間

駆動時間 無線LAN
IEEE802.11.a/
b/g/n/ac準拠
MU-MIMO対応

13.3型モバイル。自宅使用、

持ち運びの両方に適したサイズ

３つの安心・安全
4年間のメーカー保証＋動産保障＋
1年間24時間電話サポート

常に最新版Officeにアップグレード可能な
Microsoft 365 Apps for Students 搭載
(4年版 or 6年版）

トレンドマイクロウイルスバスタークラウド

４年間更新版　（15,000円相当）

学習用パソコン P. ⅴ学習用パソコンP. ⅳ
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大学生協オリジナル
学習用パソコンのご案内

①Intel Iris Plus Graphics 搭載
　  グラフィックを取り扱う方に
       オススメ!!
　

Apple ノートパソコン
MacBookPro13インチ
Touch Bar 512GB
シルバー(MYDC2J/A)

④大学生協オリジナルの保証で安心

②学習に必要なソフトをセット
●ソフトカード同梱

通常Appleストアなどで購入すると1年保証ですが、学生の実態に合わせて通常のメーカー保証1年に加え3年
間、計4年間の通常故障(メーカー保証対象障害)を保証します。
修理依頼は学内の大学生協の購買店舗で行えるので、余計な時間をとられません。

1.　【壊れた時の】４年間のハードウェア保証

「移動中にぶつけてしまった」「飲み物をこぼしてしまった」など思いがけない事故による破損・液晶割れなどの修理の
場合、通常では5万円～10万円と高額な修理代金が発生します。
生協オリジナルパソコンは、4年間の動産保障が含まれていますので、保障限度額まで何度でも修理を受けられます。

2.　【壊してしまった時の】４年間の動産保障

「パソコンが起動しない」「ソフトウエアのインストール方法が分からない」「操作がよく分からない」など
の困りごとに24時間・365日、電話でお応えします。
《24時間電話サポートの有効期限：2022年3月31日まで》

24時間電話サポートは、業務委託会社であるJBRジャパンレスキューシステム(株)に必要な範囲で個人情報を提供します。

3.　24時間電話サポート（1年間：2022年3月31日まで）

４年間の動産保障（QG-Care)の内容
●修理会社で修理可能な破損の場合（動産保障の適用）

１年目

15万円

2年目

12万円

3年目

10万円

4年目

6万円

メーカー保証開始日より

保障上限額

免責金5,000円（自己負担） 免責金5,000円（自己負担）

●修理会社にて修理不可能な破損の場合（全損判定）

修理代金が経過年数保障上限額を超える場合には、超過修理代分はご負担いただきます。

1障害につき修理費用最高15万円までです。（１年目）
上限まで何度でも修理を受けられます。

保障限度額の範囲で動産保障によるパソコン再購入補助が受けられます。
（再購入は生協での購入に限ります。）

１年目

15万円

2年目

12万円

3年目

10万円

4年目

6万円

メーカー保証開始日より

保障上限額
再購入補助利用時には、動産保障契約が終了いたします。

LCDパネル交換
修理代：約90,000円
➡動産保障で、0円
（免責金5,000円）

液晶割れの場合

ハードディスクの交換
修理代金：約30,000円➡　無料

パソコンが起動しない（故障）場合
ファンの交換
修理代金：約20,000円➡　無料

ファンから異音がする場合

フロントカバー、メインボード交換
修理代：約100,000円
➡動産保障で、0円
（免責金5,000円）

落として、破損してしまった

●持ち運びに便利なインナーケース付き
　サンワサプライ(IN-SN13NV)

●トレンドマイクロ

　ウイルスバスター4年間

　更新パッケージ版同梱
　

台数限定

持ち運びもウイルス対策もばっちり！

※商品ラインナップ、代金詳細はこちら→19P、20P

8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M1チップ

IPSテクノロジー搭載13.3インチ（対角）LEDバックライトディスプレイ、

2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi

無線LAN内蔵
Thunderbolt 3
（USB-C） x 2

CPU

メモリ ストレージ

ディスプレイ

オンボードSSD

512GB8 GB

バッテリ駆動 コネクタ等

最大17時間のワイヤレスインターネット閲覧。
最大20時間のApple TVアプリでのムービー再生

重量

約 1.4 kg

［ Mac用 ］
Office Academic 2019 for Mac

Word PowerPoint

Excel Outlook

利用期間：永続

※本人の所有する2台
のMacPCにインストー
ルできます。

ほとんどの学部の方は、Windows パソコンを使われ

ている人が多いようです。

あまりパソコンに詳しくない方は、周りの友達にも相

談できる Windows がよいかもしれません。

芸術工学部の方は Mac 使用率が比較的高い傾向にありま

す。芸術工学部キャンパスには、「工場」と呼ばれる Win、

Mac を必要台数完備した工房棟があるので、大学の設備

で課題に取り組むことが可能です。自宅や出先での利用

に、自分用の Mac を購入される先輩が多いようです。

A

Q 名市大生の
Mac  or  Windows 事情を教えて！

Appleパソコン本体 新学期特別価格

※パンフレットに表記されている金額は全て税込です。

※芸術工学部の方は、
　入学後に大学・学部から、パソコンの選び方等の
　オリエンテーションがあります。
　大学からのご案内をご確認ください。

生協組合員価格

209,600円(税込）
Mac 本体＋Office
＋ウイルス対策ソフト
＋インナーバック
＋4年間保証

台数限定

学習用パソコン P. ⅶ学習用パソコンP. ⅵ
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4年間プレミアムサポートパック
メーカー保証・動産保証で

カバーされない部分をサポートするので安心です

4年間プレミアムサポートパックって何ですか？Q

ブラザー
インクジェット複合機プリンタ
DCP-J988N-UN

A

A

申し込むには？Q

●16

4年間プレミアムサポートパックのサービス内容

サポート具体例

ソフトウエアのトラブルや周辺機器、
学内ネットワークの設定などのトラブル対応
や設定対応を生協窓口にて行います。

破損や自損時の修理に動産保障を
使用した際に発生する自己負担金
5,000円の負担が無くなります。

技術的なサポートは通常有料ですが、加入者は、
何度サポートを受けても料金は無料です。

パソコンの修理は、おおよそ1～2週間かかります。
その間、手元にパソコンが無い状況になって
しまいますが、加入者には、無料で修理期間中も
代替機をご用意します。
※ 貸出機は台数制限があります.。

※下記料金は、
生協の通常サポート・修理料金です。

ソフトの違法コピーなどには対応いたしません。ファイル共有ソフト
などが入ったパソコンのサポートはお断りする場合がございます。
消耗品の交換などについては別途部品代をいただきます。

注意
事項

動作トラブル

パソコンが
起動しない

Windows
リカバリ＆
初期設定など

対応・修理

22,000円～

1位
受付件数

動産保障
修理

パソコン修理

液晶を
割ってしまい、
動産保障を
利用したい

対応・修理

修理代無料
⇒免責金5,000円

3位
受付件数

ウィルス駆除
作業

ウイルス駆除

変なソフトが
入ってしまった

対応・修理

2,200円～

2位
受付件数

プレミアムサポートパック加入者なら

 4年間すべて無料！

メーカー保証・動産保証の対象とならない
トラブル対応・サポートを
学内の生協サポートデスクが担います。

卒業までの4年間、何度トラブル
対応、サポート、問い合わせ相談を受け
ても料金は無料です。

年１回のみ

～パソコンオプションのご案内①～

機械的な故障は、メーカー保証・動産保障で修理することができます。しかし、「誤って入ってしまった迷

惑ソフトや詐欺ソフトの消し方がわからない」「設定が元に戻せない」などのトラブルは、自分で調べて対

処するか、専門のパソコン業者に依頼する必要があります。

一般的なサポート業者の料金は、1回30分程度のサポートでも5,000円、サポートや不具合の内容によっ

ては、10,000円～30,000円程度かかることも多く、突然の出費としては負担です。「4年間プレミアム

サポートパック」は、学生の皆さまの金銭的・時間的・精神的な負担を減らし、4年間安心してパソコンを

使えるようにしていただくために用意した生協オリジナルサポートです。パソコンと合わせてのお申込みを

オススメします。

毎年パソコン購入者の 約80％の方にご加入いただいています

動産保証を利用した場合の免責金
（5,000円）を生協が負担します。

パソコン修理期間中は、
無料代替機をご用意します。

卒業時など、パソコンを買い替える際に
4,000円分(税込)の購入補助が受けられます。
※購入補助は、名古屋市立大学生協での購入に限ります。
※使用できるのは在学中1回です。
※購入補助を受けることができる期間は
　2024年７月1日から2025年3月31日までです。
※購入可能機種は生協指定機種となります。
※対象機種は該当期間前に店頭等でお知らせします。

4年次での買い替えをする時に
パソコン購入補助が受けられます。

パソコンセット紹介ページ21P、22Pに
記載の、4年間プレミアムサポートパッ
クを含むセットをお申し込みください。
スマホ・パソコンで申し込めます。

複合機プリンタ ～パソコンオプションのご案内②～
　　　　コロナ禍での大学勉学生活に
　　　　欠かせない大容量インク対応

大容量インク

ランニングコストの安さ

たくさんのレポートの
印刷も安心

安心の４年間保証

大学のオンライン講義で、自宅での学習に複合機

プリンタが大活躍しました。レポート・課題の印

刷に大容量インクタンクが活躍します。

４年間メーカー保証
＋4年間ピックアップ送料無料

4 年間プレミアムサポートパックは
パソコンとセットでご注文いただけます。
プレミアムサポートパックのみのご注文は
できませんのでご注意ください。

パソコンセットの詳細は→19P、20P

プリンタは、
パソコンとセットでご注文いただけます。
プリンタのみのご注文はできませんので
ご注意ください。

パソコンセットの詳細は→19P、20P

コンビニでの印刷より
も断然お得

自宅までの引き取り
お届けもOK。

学習用パソコン P. ⅸ学習用パソコンP. ⅷ



学習用パソコンP. ⅹ
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先輩が作る名市大新入生のための
オリジナルパソコン講座

大学生活を通してパソコンが使えるようになろう

●18

～パソコンオプションのご案内③～

先輩が作る名市大生協パソコン講座の3つのポイント

名市大生のためのパソコン講座

①入学前後にオンデマンド配信＋オンライン2日間で短期集中
入学して早い段階でレポート課題が課されたり、授業内でプレゼン発表をしたりする機会があり、Wordでのレ
ポート作成やPowerPointでのスライド作成が必要になります。そのため入学してすぐにレポートやスライドが
作れるよう入学前後に集中して行っています。

②名市大の先輩が作ったカリキュラム
カリキュラムは現役名市大生が作っており、講師・アシスタントも先輩が
行います。先輩の実体験を元に作られていますので、まさに「名市大生に
よる名市大生のための講座」です。

③大学生のためのテキスト
東海地区の先輩が集まって作成したテキストを使用しています。大学生が必要なスキルが
掲載されているので講座で取り扱った内容以外にも大切なスキルが入っています。
分からないことがあったときに振り返ることができる「大学生のための」テキストです。

私たち『Nice2ｍeetUPC:)』は新入生の皆さんが、「大学生

活で必要なパソコンスキルを身につけ」「パソコンを身近に

感じてもらう」ことの第一歩を手助けする講座を目指してい

ます！当日は私たちが皆さんをサポートします！

名古屋市立大生協PC講座運営チーム『NiCe2meetUPC:)』
講座は、上記の日程①②よりお選びください。
合格種別ごとのおすすめ日程はあくまで目安となります。
ご都合の良い日程をお選びください。

●生協オリジナルパソコン(Win/Mac)購入者限定です。

●定員になり次第、お申し込みを締め切らせていただく場合がございます。

●パソコンの初期セットアップとOfficeのインストールはお済ませのうえ、ご参加ください。

注意
事項

パソコン講座コース・内容のご紹介

2020年度はオンラインで開催いたしました。
2021年度もZoomを使ったオンライン講座と
オンデマンド配信講座で開催いたします。

●パソコン講座は、「オンデマンド視聴講座」と「Zoomを使っ

　ての２日間のオンライン講座」で構成されています。

　「オンデマンド視聴講座」ご都合のいい時間に視聴受講していただ

　けます。「オンライン講座」は左記日程からご選択ください。

●受講にはインターネット環境が必要になります。

●講座内容は、名市大の講義状況に合わせて、名市大生の上級生が現在作成しています。

　講義内容及び終了時間が一部変更になる場合もございます。ご了承ください。

講座内容

4/17(土) ・ 4/18(日)

①オンラインLIVE講座日程
　推薦・前期合格者おすすめコース

１日目　時間：10時～16時15分（予定）
２日目　時間：10時～15時15分（予定）

5/1(土) ・ 5/2日(日)

②オンラインLIVE講座日程
　中期・後期合格者おすすめコース

１日目　時間：10時～16時15分（予定）
２日目　時間：10時～15時15分（予定）

パソコンセットの詳細は→19P、20P
※パソコン講座規約は、生協WEBページにてご確認ください。

パソコン講座は、パソコンとセットでご注文いただけます。
パソコン講座のみのご注文はできませんのでご注意ください。

名市大の先輩講師からのいちおしポイント！

Word

●Windows：ノートパソコンの基本的な操作や大学でよく使うメール

　のマナーを学べます。今まであまりパソコンを使ったことがない、　

　大学入学にあたってパソコン操作に不安が…という方にぜひ受講し

　て欲しいです！

●Mac：Mac の基本操作や自分好みにカスタマイズする方法を紹介し

　ます。そして Windows との違いを学んでいきます。初めての Mac

　にオススメの講座です！メールマナーも学べますよ！

★Word、Excel、PowerPoint 全ての基本とな

　る操作内容とメールマナーを学べます。

★Mac の基本操作やメールのマナーを学べます！

Basic基本 (Win/Mac)
いちおしポイント

PowerPoint＆プレゼン

●大学ではプレゼンをする機会がたくさんあり、発表資料として

　PowerPoint をよく使います。本講座では、相手に伝わる発表資料を

　作るコツを学ぶとともに、PowerPoint の便利な機能を紹介します。

　これらをマスターして、楽しい大学生活のスタートをきりましょう！

●相手に伝わるプレゼンの作成・発表のコツについて学んでいきます。

　プレゼン経験してきた先輩からの講座でプレゼンスキルを身につけ

　ることができます！

★大学生に必須 PowerPoint の機能はもちろん、

　相手に伝わる発表資料の作り方のコツも伝授します。

★大学生に必須の、プレゼン作成・発表のコツを学べます。

いちおしポイント

●Word 講座では Word の基本スキルとレポートについて学びます。

　「レポートって何するの？」という不安を解消し、大学生活のレポー

　トでまず必要になる Word の基本スキルを伝えます。

　ポイントをおさえれば、誰にでも Word を使いこなして「見やすい」

　レポートを書くことができます。

　良い大学生活のスタートダッシュを切れるように一緒に頑張りま　

　しょう。是非ご参加ください。

★レポートとは何かを学べる

★Word の基本を学び、

　レポートが書けるようになる

いちおしポイント Excel

●Excel 講座では、Excel の基本スキルを身につけます。レベルは基

　本事項の確認から、応用に少し足を踏み入れます。実際に大学の実

　験の講義で取ったデータの処理など、大学生活での具体例を用いな

　がら説明していきます。

　Excel の基本スキルを学びたい方、Excel の活用法を知りたい方、　

　大学でどんな実験やレポート課題があるのか知っておきたい方など

　にオススメです！パソコン講座でお会いしましょう！

★名市大での大学生活での活用例を用いて Excel

の使い方を学びます！

★Excel の苦手意識が払拭できます！

いちおしポイント

学習用パソコン P. ⅺ

【オンデマンド配信講座】  Basic講座・Office（Word & Excel）l基本操作講座
　&　【ZOOMオンラインLIVE講座2日間】  PowerPoint&プレゼン講座・Word/Basicの実践講座
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富士通パソコン
オリジナルセットのご案内

保障上限額

液晶割れの場合

※「Office365ProPlus」はセットに含まれます。在学期間によって、「4年版」もしくは「6年版」をご選択ください。
　医学部、薬学部薬学科の方が「4年経過後に 2年分買い足す」ことはできませんのでご注意ください。

CPU

CPU

富士通パソコン 安心フルセット  ～ サポートパックと 講座 がついた安心セット ～

注文No

6

注文No

7

Office４年版　

Office６年版　

安心フルセット
(プリンタなし)

注文No

8
注文No

9
Office４年版　 Office６年版　

プレミアム
サポート
パック4年

パソコン
講座

プレミアム
サポート
パック4年

詳しくは
▶15ページ

パソコン
講座

詳しくは
▶17ページ

詳しくは
▶16ページ

富士通パソコン 基本セット  ～ サポートパックがついた基本セット ～

注文No

10

注文No

11

Office４年版　

Office６年版　

プレミアム
サポート
パック4年

基本セット
(プリンタなし)

注文No

4
注文No

13
Office４年版　 Office６年版　

注文No

12

富士通パソコン 単体セット

注文No

14

注文No

15

Office４年版　

Office６年版　 

単体セット
(プリンタなし)

注文No

4
注文No

17
Office４年版　 Office６年版　

注文No

16

※パンフレットに表記されている金額は全て税込です。

Apple パソコン
オリジナルセットのご案内

Appleパソコン 安心フルセット  ～ サポートパックと 講座 がついた安心セット ～

注文No

18
プリンタ付き　

プレミアム
サポート
パック4年

パソコン
講座

プレミアム
サポート
パック4年

詳しくは
▶15ページ

パソコン
講座

詳しくは
▶17ページ

詳しくは
▶16ページ

注文No

19
プリンタなし　

Appleパソコン 基本セット  ～ サポートパックがついた基本セット ～

プレミアム
サポート
パック4年

注文No

20
プリンタ付き　

注文No

21
プリンタなし　

Appleパソコン 単体セット

注文No

22
プリンタ付き　

注文No

23
プリンタなし　

※「Office Academic 2019 for Mac」はセットに含まれます。永続版です。

富士通パソコン
(インナーケー
ス付き)　

Apple MacBookPro
(インナーケース付き)

Apple MacBookPro
(インナーケース付き)

Apple MacBookPro
(インナーケース付き)

※パンフレットに表記されている金額は全て税込です。

https://www.univcoop-tokai.jp/ncucoop/

名古屋市立大学生協パソコンのお申込みはこちらから▶
お申込み方法詳細は29P、30Pをご確認ください。

富士通パソコン
(インナーケー
ス付き)　

富士通パソコン
(インナーケー
ス付き)　

260,000 円

266,100 円

233,500 円 239,600 円

239,700 円

245,800 円

213,200 円 219,300 円

192,900 円 199,000 円

219,400 円

225,500 円

276,700 円

250,200 円

250,200 円

229,900 円

236,100 円

209,600 円

学習用パソコン P. xⅲ学習用パソコンP. ⅻ



TOEFL®テスト
パーフェクトボキャブラリー

SPI＆テストセンター
超実戦問題集

●21

大学生には
大学生用の電子辞書を

大学での学びに必要な水準の辞書機能を備えています

第二外国語追加辞書コンテンツをセットしました

学生から看護師まで使える看護系辞書搭載のおすすめ電子辞書です。
看護の学びに必要な「看護大辞典」や「治療薬マニュアル」など専門的なコンテンツを
多数搭載しています。
重たい事典やたくさんの書籍がこの一台でOK！学生生活の学びをサポートします。
電波を発しないので看護実習中の病院内でも使用ができ、卒業後も役立つおすすめの
一台です。

入学後に、どの第二外国語を履修するかを決めます。引換券をお送りしますので、履修が決まったら滝子キャンパス生協
山の畑購買店へ引換券をお持ちください。

電子辞書英語モデル

大学レベル以上で最も支持されているリーダーズ英和辞典など、
大学での学びに対応した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、TOEFL® TEST対策や論文作成などに
幅広く使えます。

実践的な英語学習から
TOEIC®・TOEFL®・就活対策をサポート

●22

新英和大辞典
第六版

新和英大辞典
第五版

オックスフォード
新英英辞典(改訂２版）

注文番号

24

さらに詳しくは▶
CASIO  AZ-SX9800 Webサイト　

https://web.casio.jp/exword/AZ-SX9800/

英語モデル電子辞書 ＜CASIO AZ-SX9800＞

第二外国語コンテンツセット

●専門分野の学習にも対応するコンテンツ
専門性が高く英語を深く学ぶ方や実務者向けのコンテンツかから普段使いに最適の基本辞書、
調べ物に便利な百科事典まで、様々な場面で使えるコンテンツを収録

●試験対策・語学学習に  
TOEIC®/TOEFL® のベストセラー問題集を多数収録

●就職　準備から実践まで、就職活動に役立つコンテンツ収録

ここを
チェック 電子辞書大学生モデルの特徴

専門的な知識習得に役立つ電子辞書をご用意しました
看護学部の方のための看護系専門電子辞書

CASIO AZ-SX9800シリーズ + 第二外国語コンテンツセット

電子辞書看護モデル
医学書院 看護医学電子辞書15+ 第二外国語コンテンツセット

看護に必要な情報をすばやく簡単に
学生から看護師まで使える便利な一台

注文番号

25 ※３月上旬発売予定
引換券をお送りします。価格、収録内容詳細は
生協WEBにてご確認下さい。

。

医学書院 看護医学電子辞書14
第二外国語コンテンツセット３月上旬発売予定 価格など詳しくは▶

名古屋市立大学生協 Webサイト　

１、実習を強力サポート
　●動画で学ぶ看護技術　●KAN-TAN看護の実習マナー

２、国試対策も万全！
　●看護師国試  必修チェック！　●国試deクイズ
　●KAN-TAN看護の計算・数式
　●保健士助産師看護師国家試験出題基準 平成30年版

３、試験勉強にも対応　便利な学習サポート機能
　●ノート　●マーカー単語帳　●付箋　●暗記カード

※「看護医学電子辞書 14」収録内容です

40,870 円

※パンフレットに表記されている金額は全て税込です。

https://www.univcooptotokai.jp/ncucoop/

大学英語では高校英語と比べ物にならないほど、質・量ともに高いレベルの英語力が求められます。
「大学英語レベルの辞書を使用することが望ましい」と約8割の名市大の語学担当の先生方が回答され
ました(2020年実施アンケート)。専門用語の多い文章を読み、内容について自分で考え、読む・書く・聞く
に加え、授業では話すことも重要視される等、実践力が必要となります。

※2020 年 12 月時点で未発表モデルのため　　
　画像は 2020 年モデルの「看護電子辞書 14」です

ドイツ語
XS-SS04DL-B

フランス語
XS-OH29DL-B

中国語
XS-SH24DL-B

スペイン語
XS-HA09DL-B

韓国語
XS-SH26DL-B

ロシア語
XS-SA28DL-B

イタリア語
XS-SH25DL-B

ポルトガル語
XS-HA10DL-B

ダウンロード版 第二外国語追加コンテンツ

※注 1
第二外国語決定後、コンテンツに対応しない言語（アラビア語、手話）を選択された場合、
コンテンツ分の代金を返金いたします。（第二外国語コンテンツ新学期セット限定価格：3,870 円　通常：
6,090 円）

第二外国語
コンテンツ
付き

TOEIC®テスト公式問題集
新形式問題対応編

新TOEIC® テスト
ハイパー模試改訂版

第二外国語
コンテンツ
付き

リーダーズ
英和辞典

大学生用 電子辞書 P. ⅱ大学生用 電子辞書P. ⅰ
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大学生のための
オリジナルTOEIC®学習教材

英語を話せるようになりたい、でもどうすれば…
そんなあなたのためにつくった教材です。

アカデミックパックとは？

TOEIC®初学者の人におすすめ

●24

英語学習アカデミックパック TOEIC®スターターキット

大学生協・(株)アルク共同開発教材

英語学習アカデミックパック スターターキット 

英語学習において、大学での４年間、6年間は、高校までの学校英語・受験英語を「社会で実際に使われ

ている英語」に変えるための準備期間です。企業や大学院・研究機関などで必要とされる英語を身につけ

るには、上級生になってから始めたのでは間に合いません。大学生活の第一歩は今からこのキットで始め

ましょう。アカデミックパックは単なるTOEIC®対策教材ではなく、使える英語を身につける「はじめ

の一歩」です。

●TOEIC® 初学者の人に
「TOEIC®が必要なのかな？でもTOEIC®って何？」と不安に思っている方はいませんか？

大学１年生のTOEIC®平均スコア(約420点)と就職活動で一般的に必要とされるスコア(600点)の差で

ある約180点を埋めるためにも、1年生からのトレーニング開始をご提案します。まず、TOEIC®につ

いて正しく知ることから始めましょう。

●コミュニケーション英語 (特に「聞く」「話す」) に自信のない人に
これまで受験のために英語を勉強していたけれど、「聞く、話すとなると自信がないな・・・」と思って

いる方はいませんか？

高校時代、英語は苦手科目だったのに、卒業時にはペラペラになるく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。

●「何から始めてよいかわからない」「いつも続かない」人に
「１年生から始めなくても、必要になったらやろう」と思っている方はいませんか？

思い立ったら「スグ」始めるのは語学学習の鉄則。１日20分でいいから、40日間続けてみてください。

英語の学習方法、形が自然と身につきます。

TOEIC®学習のための様々な参考書があるなか、
大学生のために作られたオリジナル教材
です。

 　教材構成
【KIT0】だんだん英語を勉強したくなるBOOK
【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入門（ミニ模試収録）
【KIT4】TOEICトレーニングブック（CD付）
【KIT5】TOEIC完全模試（CD付）＋解答・解説冊子

       ※提出者には、返信時に追加のブックレットを進呈
【KIT7】7ステップ アクティブ・ラーニング（CD付）

【KIT6】カウンセリングシート×2

充実した教材

スマホ学習管理＋
学習カウンセリング

継続学習をサポートする、スマホ対応の専用ウェブサイトを利用

でき、目標設定や模試正解率をもとにした本試験スコア予想等、

スマホで管理ができます。

また、英語学習専門のアドバイザーが一人ひとり丁寧にアドバイス。

学習期間中は何度でも相談を受け付けます。

オンライン
ガイダンス＋講座

(ZOOM開催)

TOEIC®スコアアップの第一人者ヒロ前田
さんによるわかりやすいレクチャー。
通学中でも、ちょっとしたスキマ時間に、
簡単に視聴できる講義動画で、学習習慣を
無理なく身につけられます。

スマホで視聴する
講義動画×40日分

教材への理解を深め、英語学習そのものに対する苦手意識の緩和を
目的としたスタートアップガイダンスを実施いたします。
また、TOEIC専門講師が行うオンライン講座では、新入生向けの

オリジナル教材を使い、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」を同時に身につける内容となっています。

注文番号

26
英語学習アカデミックパック
TOEIC®スターターキット

オンライン講座 火曜日クラス 木曜日クラス 金曜日クラス

ガイダンス 4月13日 4月15日 4月16日
第1回 4月20日 4月22日 4月23日
第2回 4月27日 5月6日 5月7日
第3回 5月11日 5月13日 5月14日
第4回 5月18日 5月20日 5月21日
第5回 5月25日 5月27日 5月28日
第6回 6月1日 6月3日 6月4日
第7回 6月8日 6月10日 6月11日
第8回 6月15日 6月17日 6月18日

特典
電子書籍

教材7冊
＋CD3枚

※日程下記表にてご確認ください、いずれの曜日も20：00～21：30が受講時間となっております
また、欠席の場合、他の曜日への振替参加は可能となっております

＋

31,400 円

※パンフレットに表記されている金額は全て税込です。

オンライン
スタートアップ
ガイダンス
　

基礎力があり
レベルアップしたい方

医学部生は

次ページへ
　

オンライン
講座

TOEIC英語学習 P. ⅱTOEIC英語学習P. ⅰ

全8回
約2か月

※特典の電子書籍版は後日配信になります。
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CPU

CPU

※パンフレットに表記されている金額は全て税込です。 ※パンフレットに表記されている金額は全て税込です。

スコア800点以上を目指す人におすすめ
英語学習アカデミックパック TOEIC®スターターキット800

●TOEIC®受験経験者でスコア600点程度以上・英検2級以上を取得している
●英語学習が好きで苦にならない

　教材構成
【KIT0】だんだん英語を勉強したくなるBOOK
【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入門（ミニ模試収録）

【KIT5】TOEIC完全模試（CD付）＋解答・解説

【KIT7】7ステップ アクティブ・ラーニング（CD付）

【KIT6】カウンセリングシート×2

【KIT4】TOEICトレーニングブック800①（CD1枚付）②

注文番号
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英語学習アカデミックパック
TOEIC®スターターキット800

       ※提出者には、返信時に追加のブックレットを進呈教材8冊
＋CD3枚

オンラインガイダンス
(ZOOM開催)

教材への理解を深めて、
具体的な対応策や学習の進め方、
実践練習についてガイダンスで
お伝えいたします。
今後の継続学習の第一歩を踏み出して
いただきます。

　日程　　　
3/27(土)・4/3(土)
4/10(土)

　　　　10:00 ~11:30
　

メディカル・イングリッシュの基礎を身につける！！

※電子書籍はついておりません

充実した教材

 ※講座はついておりません
　ガイダンス日程は全3回同等内容の為、
　ご都合の良い時にご参加ください

スマホで視聴する
講義動画×40日分

スマホ学習管理＋
学習カウンセリング 24

ページへ
詳しくは

英語学習アカデミックパック TOEIC®スターターキット800　医学英語

医学部生

TOEIC®
スターター
キット800 ＋

これからの医学・医療分野では英語が公用語。

TOEIC®スターターキット800に加え、医学

英語が一から学ぶことができるトレーニング

キットを加えました。早い時期から専門英語

に触れる機会を作りましょう。

書籍『医者のたまごの英語40日間
　　　　　トレーニングキット』
　　　　　　　　　　　(4冊組)

20,800円

注文番号
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英語学習アカデミックパック
TOEIC®スターターキット800　医学英語

30,800円

医学部生は学ぶことがとにかく膨大！ 資料や専門書に「いつでも・どこでも」手軽にアクセス
できるタブレットと電子書籍を有効に活用して、効率の良い学びを極めましょう。

1アカウントで３端末まで閲覧可能！
場面によって使い分けよう

医学科３年生の机の上（イメージ）医学科３年生の机の上（イメージ）

持ち運び楽々！いつでもどこでも！

一つのアカウントで、タブレット・パソコン・スマートフォンなど同時に３台まで、

辞典や本のコンテンツをダウンロードできます。タブットに記入したマーカーやメ

モ等を、ほかの２台でも同期できるので、どれを見ても最新の書き込みから続けて

学習できます。

電子書籍 & タブレット

パソコンやiPadの重さだけ
その場で！帰り道で！
サッと確認して解決できる

医学部生のための

電子書籍を活用しよう

到底持ち運べる量ではない！
分からないことは
家に帰って急いで確認

タブレットを活用しよう

　～2020年秋　名市大医学部生アンケートより～

　　2年生以上の先輩の

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　がタブレットを使用

オンライン授業への出席、デジタルノート、講義資料整

理、実習、国試対策・・・と、タブレットの活用場面は

多岐にわたります。

在学中に多くの医学部生が使用する学習用アプリも

タブレットでの利用が便利であるなど、医学部生にとっ

てタブレットは学習に欠かせない存在となっています。

いつか買うならぜひ入学時に！！
1年生のうちに自分なりのタブレットの活用方法、デジ

タルでのノートの取り方などに慣れておき、本格的に専

門的学習が始まる2年生に備えましょう。

約90％

タブレットは医学部生の6年間を支える重要アイテム

1年生の間はタブレットを持っていなかった医学部生も、

2年生になると「講義資料がデータ配布！」「友だちとデ

ータ共有しよう」など学習実態が変化し、タブレットを

購入しています。

上級生の約9割がタブレット使用！

医学部 電子書籍 P. ⅰTOEIC英語学習P. ⅲ



●28●27 ※パンフレットに表記されている金額は全て税込です。 ※パンフレットに表記されている金額は全て税込です。

コンテンツを閲覧する大学生協の電子書籍アプリ「DECSアプリ」は
高等教育向け電子書籍ビューアとして全国約40大学の授業で活用されています。
アプリの詳しい情報は右のQRコードからご確認ください。アプリは無料でご利用になれます。

医学書基本セット

定番の医学英和・和英辞典。今や世界標準の医学

辞典として確固たる信頼を得ているStedman‘s 

Medical Dictionary。図も豊富で、カラー表記、

56,000語の発音音声付きです。

フルカラーの図解を中心に構成した紙面で、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。2年生の解剖実習でも活躍する教科書です。

定番の医学事典です。広く定評のある総合医学辞

典の最新第20版。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

解説を特長とする辞典です。

A B

※本商品は閲覧期限はありません

C

南山堂医学大辞典 第20版 
南山堂

人体の正常構造と機能
【全10巻縮刷版】第4版
日本医事新報社

ステッドマン医学大辞典 第6版
メジカルビュー社

6 年間レンタル

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。
この基本セットは、新版を買い換えず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。

たろう先生式医学部6年間ベストな過ごし方
羊土社

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。今の医学生に必要な情報で、1年生の

初めに読んでおきたたい必読本です。

※本商品は閲覧期限はありません

D

入学時購入者限定

先輩が教える！これからの名市大医学部生学び方講座
　電子書籍やタブレットを活用しよう！1年生のうちから慣れよう！と思

っても、実際自分ではどうやればいいか分からないもの。この講座で先輩

の「医学部生ならではのデジタル活用法」を聞いたり、やってみたことを

交流したりしながら、自分にとってよりよい方法を探していきましょう。

　取り扱う内容は、電子書籍の使い方だけにとどまりません。6年間どの

ように勉強をしていけばいいのか、先輩が試行錯誤している成果をたくさ

んお伝えします！

　2020年度は他大学の医学部生とも一緒になって、デジタルノートテイ
キングや医学英語の学び方等の交流も行いました！今年も電子書籍購入者

には年に数回、交流会のご案内をする予定です。

F

4月上旬  Zoomを使用して開催
日時や参加方法詳細については、メールでご連絡いたします。
購入申込み時に登録いただいたメールアドレスへの案内を必ずご確認ください。

3年次までに学ぶ基礎医学を網羅しており、各項目の記述が詳細なことからレ
ポートや課題にも大活躍のシリーズ。基礎医学百科事典を持ち歩ける感覚は、
上級生になってからも「基本の確認がすぐにできる」と喜ばれています。
6年レンタルにすることで低価格での提供を実現しています。
レンタル期間中（6年間）に改版した場合、無償で改訂版を提供保証！

E 標準シリーズ基礎セット(10冊)　
医学書院

6 年間レンタル

iPad WiFiモデル　128GB　シルバー　第8世代　MYLE2J /A
Apple　Pencil　第1世代　MK0C2J/A　
　

先輩医学部生の意見を参考に、おすすめの性能と画面サイズを検討しました！
先輩たち曰く、Apple Pencil は必須！ぜひぜひ使いこなしていきましょう。

税込組合員価格A E

G

今回掲載商品以外の医学書・語学辞書の電子書籍もキャンパス内の生協店舗で購入することができます。

分子生物学の定番の教科書であるニュートンプレスの「THE CELL 細胞の分子

生物学」や、中外医学社「イラスト解剖学」、朝倉書店「内科学」などが
大学生協の電子書籍に続々ラインナップしています。
また、医学書だけでなく語学辞書も電子書籍でありますので、組み合わせる
ととても便利です。学内の生協店舗にてお買い求めください。

〈ご購入にあたっての注意〉
・この電子書籍セットは、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端末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、お申し込み時の学生ご本人電子メールアドレスを使用して
　名古屋市立大学生協にて代行して行い、各コンテンツは当生協より配信いたします。
・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15GB以上を推奨します。

※ i Pad　画面サイズ10.2インチ、重量490ｇ、Smart Keyboard対応(別売り)

※ i Pad Pro・i Pad Air 等をお求めの場合、入学後に生協購買でご購入いただけます。

セット内容

B C D

注文No
33

G

医学書基本セット　
　

標準シリーズ追加プラン　
　
標準シリーズ追加プラン
　＋i Pad ＆ Apple Pencil　
　

医学書基本セット
　＋i Pad ＆ Apple Pencil　
　

i Pad ＆ Apple Pencil　
　

43,500円

101,300円

89,700円

147,500円

57,800円

注文No
32

注文No
31

注文No
30

注文No
29

iPad ＋ Apple Pencil

F

医学部 電子書籍 P. ⅲ医学部 電子書籍P. ⅱ



生協WEBでのお申込み後、確認メールが届いてから2日以内（土・日曜日除く）に生協よりご自
宅へローン支払いについてのご相談の電話をいたします。
電話口で受注番号をお伝えください。ローン申込の説明をいたします。



お問い合わせ

お申込みホームページ

名古屋市立大学生活協同組合

052-881-5906 TEL

名古屋市立大学生協ホームページ
https://www.univcoop-tokai.jp/ncucoop/

ご提案の講座・教材は、名古屋市立大学生協ホームページにてお申込みください。
教科書教材･学習用パソコン・講座のご注文は

https://www.univcoop-tokai.jp/ncucoop/

「※未定」の商品は、2020年12月時点で未発売・大学の選定が未だの物になります。生協ホームページにてご確認ください。
注文№ 提案内容 税込価格

【必須】地域参加型学習用品　医学部セット

【必須】地域参加型学習用品　薬学部薬学科セット

【必須】地域参加型学習用品　看護学部セット

【必須】看護学部必須教科書セット

大学生活ステップアップセミナー

富士通パソコン 安心フルセット　Office4年版

富士通パソコン 安心フルセット　Office6年版

富士通パソコン 安心フルセット（プリンタなし）　Office4年版

富士通パソコン 安心フルセット（プリンタなし）　Office6年版

富士通パソコン 基本セット　Office4年版

富士通パソコン 基本セット　Office6年版

富士通パソコン 基本セット（プリンタなし）　Office4年版

富士通パソコン 基本セット（プリンタなし）　Office6年版

富士通パソコン 単体セット　Office4年版

富士通パソコン 単体セットOffice6年版

富士通パソコン 単体セット（プリンタなし）　Office4年版

富士通パソコン 単体セット（プリンタなし）　Office6年版

Appleパソコン 安心フルセット

Appleパソコン 安心フルセット（プリンタなし）

Appleパソコン 基本セット

Appleパソコン 基本セット（プリンタなし）

Appleパソコン 単体セット　

Appleパソコン 単体セット（プリンタなし）

電子辞書（英語モデル）＋第2外国語コンテンツセット

看護医学電子辞書＋第2外国語コンテンツセット

TOEICスターターキット

TOEICスターターキット800

TOEICスターターキット800医学英語

医学書基本セット

医学書基本セット＋iPad＆ApplePencil

医学書基本セット＋標準シリーズ追加プラン

医学書基本セット＋標準シリーズ追加プラン＋iPad＆ApplePencil　

iPad＆ApplePencil　

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

　

※未定　　

※未定　　

※未定　　

※未定　　

9,800円

260,000円

266,100円

233,500円

239,600円

239,700円

245,800円

213,200円

219,300円

219,400円

225,500円

192,900円

199,000円

276,700円

250,200円

256,400円

229,900円

236,100円

209,600円

40,870円

※未定　　

31,400円

20,800円

30,800円

43,500円

101,300円

89,700円

147,500円

57,800円



▲

※下の専用払込用紙をご記入の上、合計金額をゆうちょ銀行にて払込ください。
※払込時に発生する手数料は、お客様負担となります。ご了承ください。

問

合 せ

黒のボールペンでていねいにご記入ください。

記 入 例

名古屋市立大学生活協同組合
 TEL：052-881-5906 　

裏面の注意事項をお読みください。（ゆうちょ銀行）（承認番号 名第10900 号）

この受領証は、大切に保管してください。

名古屋
振替払込請求書兼受領証

※金額欄には、ご購入される商品の合計金額
　　をご記入ください。（価格は税込です）

食堂
パス

フリガナ

学生
氏名

払込人氏名
( 保護者）

（　　　　　　　-　　　　　　　　-　　　　　　　）

受注
番号

所属学部（○をつけてください）

医学部

日中に連絡可能な
電話番号

払込人
住所

薬学部 経済学部 人文社会学部 芸術工学部 看護学部 総合生命理学部

必須教材・教科書、学習用パソコン、推薦教材
『専用払込用紙』

「必須教材・教科書、学習用パソコン、推薦教材のご案内」冊子をよくお読みいただき、
WEBでお申込み後3日以内をめどに、振込用紙にご記入・ゆうちょ銀行にて払込み手続をお願いいたします。

お問い合わせは…

ご
注
文
後
、お
早
め
の
払
込
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※「受領証」は控えとして保管ください。
　送っていただく必要はありません。

日 
 
 

附 
 
 

印

日   附   印

口　　座　　記　　号　　番　　号

備 

考

備 

考

口
座
記
号
番
号

ご　

依　

頼　

人　

・　

通　

信　

欄

裏面の注意事項をお読みください。（ゆうちょ銀行） （承認番号 名第10900号）

名古屋

※金額欄には、ご購入されるサービスの合計金額
　　をご記入ください。（価格は税込です）

フリガナ

学生
氏名

払込人氏名
（保護者）

（　　　　　　　-　　　　　　　　-　　　　　　　）

受注
番号

所属学部（○をつけてください）

医学部

日中に連絡可能な
電話番号

払込人
住所

薬学部 経済学部 人文社会学部 芸術工学部 看護学部 総合生命理学部

名古屋市立大学生活協同組合

0 0 8 7 0  9      1 2 4 4 6

日 
 
 

附 
 
 

印

口　　座　　記　　号　　番　　号

備 

考

ご　

依　

頼　

人　

・　

通　

信　

欄

１０８０００

０９０　　　　　ＸＸＸＸ　　　　ＸＸＸＸ

生協　花子

生協　一郎

名古屋市瑞穂区瑞穂町山の畑１

せいきょう　はなこ

名古屋市立大学生活協同組合

名古屋市立大学生活協同組合

0 0 8 7 0  9      1 2 4 4 6 0 0 8 7 0  9 

      1 2 4 4 6

現在、10万円以上の払込に
は窓口で免許証等の本人確
認書類の提示が必要です。
必ず保護者の方のご氏名の
記入をお願いいたします。

確認受注メールに記入されて
いる受注番号を記入下さい。

確認受注メールで表示されて
いる総金額を金額欄にご記入
ください。

１２３４５６７

2020新学期教材商品払込票

2020新学期教材商品払込票

（平日10:00～17:00）

〒467-0802
　愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町山の畑１
　名古屋市立大学生活協同組合
　　TEL ：052-881-5906　　FAX：052-881-5921
　　Mail：kyouzai2021@ncucoop.jp



▲

※下の専用払込用紙をご記入の上、合計金額をゆうちょ銀行にて払込ください。
※払込時に発生する手数料は、お客様負担となります。ご了承ください。

問

合 せ

黒のボールペンでていねいにご記入ください。

記 入 例

〒467-0802
　愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町山の畑１
　名古屋市立大学生活協同組合
　　TEL ：052-881-5906
　　FAX：052-881-5921
　　Mail：kyouzai2021@ncucoop.jp

裏面の注意事項をお読みください。（ゆうちょ銀行）（承認番号 名第10900 号）

この受領証は、大切に保管してください。

名古屋
振替払込請求書兼受領証

食堂
パス

フリガナ

学生
氏名

払込人氏名
( 保護者）

（　　　　　　　-　　　　　　　　-　　　　　　　）

所属学部（○をつけてください）

医学部

日中に連絡可能な
電話番号

払込人
住所

薬学部 薬学科 看護学部

「医薬看連携 地域参加型学習用品申込」 -専用払込用紙-
払込期限：3月31日(水)まで
別紙「医薬間連携 地域参加型学習用品のご案内」用紙をよくお読みいただき、振込記入例を参照のうえ振込用紙に記入後、
「3月31日(水)」までにゆうちょ銀行にて払込みをお願いいたします。※万が一期日を過ぎる場合は下記宛先までご連絡ください。

医
・
薬
・
看
護
学
部
の
方
は
必
須
購
入
で
す
。期
日
ま
で
に
払
込
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※「受領証」は控えとして保管ください。
　送っていただく必要はありません。

日 
 
 

附 
 
 

印

日   附   印

口　　座　　記　　号　　番　　号

備 

考

備 

考

口
座
記
号
番
号

ご　

依　

頼　

人　

・　

通　

信　

欄

裏面の注意事項をお読みください。（ゆうちょ銀行） （承認番号 名第10900号）

名古屋

フリガナ

学生
氏名

払込人氏名
（保護者）

（　　　　　　　-　　　　　　　　-　　　　　　　）

所属学部（○をつけてください）

医学部

日中に連絡可能な
電話番号

払込人
住所

薬学部　薬学科 看護学部

名古屋市立大学生活協同組合

0 0 8 7 0  9      1 2 4 4 6

日 
 
 

附 
 
 

印

口　　座　　記　　号　　番　　号

備 

考

ご　

依　

頼　

人　

・　

通　

信　

欄

●●●●●

０９０　　　　　ＸＸＸＸ　　　　ＸＸＸＸ

生協　花子

生協　一郎

名古屋市瑞穂区瑞穂町山の畑１

せいきょう　はなこ

名古屋市立大学生活協同組合

名古屋市立大学生活協同組合

0 0 8 7 0  9      1 2 4 4 6 0 0 8 7 0  9 

      1 2 4 4 6

ご自分の学部のセット価格を
ご確認いただき、税込金額を
ご記入ください。

医薬看連携 地域参加型学習　学習用品払込票

医薬看連携 地域参加型学習　学習用品払込票

□ 医学部セット
□ 薬学部　薬学科セット
□ 看護学部セット

●商品は、大学の健康診断の日に
　お渡しの予定です。

●一部商品(ユニフォーム類)は、学部別
　ガイダンスにて採寸後、商品のお渡し
　は4月末ごろとなります。

●薬学部の方は薬学科の方のみです。
　生命薬科学科の方は購入の必要は
　ありません。

※払込が確認できない場合、
　商品のお渡しが出来かねますので、
　ご注意ください。

名古屋市立大学生活協同組合
 TEL：052-881-5906

お問い合わせは…

（平日10:00～17:00）

□ 医学部セット
□ 薬学部　薬学科セット
□ 看護学部セット
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