
申込締切　3月２８日（月）

※スマートフォンでは一部対応しない機種もございますのでご注意ください。
※申込締切日以降は店舗へお問い合わせください。

【申し込み】

セミナー
教材関連の注文◆ ・・・の申し込み

右の二次元コードから静岡大学生協学生委員会 静岡キャンパスのTwitterにて
申し込み方法をご案内します。新入生歓迎企画　Hello! My Campus 2022だけ
でなく、ほかにも静岡大学学内イベントや新入生向け情報を発信しています。

新入生歓迎企画

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！
これからの大学生活を楽しみにしている方も多いことでしょう。
しかし大学生になるにあたって不安を抱いている方、いませんか？
「友達はできるのかな…」「大学の施設ってどうなっているのかな…？」
などなど、考えれば考えるほど不安が募ってしまいますよね。
そんなあなたに朗報です！
私たち学生委員会が主催する
Hello! My Campus 2022（通称ハロマイ）では
入学前に友達を作ったり先輩から話を聞いたりすることができます。
このチャンスを逃したら損ですよ。

新

な
そ
私
H
入

参加申し込み方法

※写真は2021年度の企画風景です。

下巻

静岡大学

パソコン 教材 教科書 自動車
学校

https://www.univcoop-tokai.jp/sucoop/fresh/
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「静岡大学生協」へ加入しよう！
パソコン・教材・教科書・自動車学校の申込みをする前に

生協の各店舗では、従業員の手洗い・消毒の実施や勤務時におけるマスクの着用を励行し、毎朝の検温や体調管理チェックを行うよう
に徹底しています。また、組合員の皆さんに安心してご利用いただけるように、毎時の換気や不特定多数の方の手が触れる場所の消毒
作業を多頻度で行うなど取り組みを進めてまいります。

コロナ対策 【全店舗での取り組み】

マスクの着用 来店時の手指消毒日々の検温 消毒液の設置 飛沫防止パネル 店舗の換気

学生の約96％が加入!!入学が決まったら
まずは静岡大学生協に加入しましょう！

大学生協の仕組み
学生・院生・教職員が、自分たちのよりよい大学生活のために支えあう…それが大学生協です。

大学生協は、組合員の学生生活をサポートするため、組合員の声をもとに
購買・書籍・旅行・住まい・学内講座などの事業運営を行っています。

事業運営は学生・院生・教職員の出資をもとに、利用と参加によって成り立っていますので、
皆さんのご加入と出資をお願い致します。

新
入
生

卒
業
生

2021年度新入生の

96％が加入
加入 脱退

利用 運営 参加
食べる・買う
学ぶ

意見・要望
アルバイト

仲間づくり
平和活動
環境活動

食品 書籍・教科書 文具 トラベル
カウンター

各種検定
自動車学校

出　資￥ 出資金
返還

￥

約

ひとり暮らしする方には
お部屋探しだけでなく、ひとり暮らしを始める準備の内容が載っている「お部屋探し GUIDEBOOK」を
ご確認ください。

・教科書準備
・自動車学校
・留学
・先輩から（公務員/教員になるために）

このパンフレットに掲載されていること

入学までに準備（P5～24）

・大学生活スタートアップ講座
「大学生活４年間を充実させるためには何をするの？」を先輩や同級生と一緒に考え行動して充実した４年間にするためのスタートを
切るための講座です。

・英語学習
静岡大学の1年生（夜間主除く）は全員、TOEIC　IP試験を受験します。必修単位を取得するために必要なスコアは500点以上。効果的
な学習方法を提案します。

・パソコン
オンライン授業、レポート、パソコンがないと大変！
静大生のためのおすすめパソコンを提案しています。
（一部の学部学科ではパソコンの推奨・指定機種がございます）
４年間安心してパソコンを使用できるように、もしも故障した時も学内にある生協で修理依頼ができて、4年間の保証・保険（標準装備）、
パソコンの使い方や学内での活用方法（パソコン講座）、日々のパソコンのトラブル対応します（プレミアムサポートパック）。

・学科指定の必修授業用教材・教科書
入学後に購入も可能ですが入学前に準備をしておくことをおすすめします。（WEBで申込いただくと店頭通常価格よりお安くなっています）

・WEB申し込み方法

入学してから始まること（P25～30）
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これが静大生の4年間

あっという間
の4年間！
１年生のうちから色んなことに
チャレンジして将来の可能性を
無限にひろげよう！

入学

卒業

1 年生

2 年生

3 年生

4 年生

●

●

●

●

●

●

●

短期語学研修

国内・海外旅行へ

ドライブ

サークルや部活の中心に！

ゼミの所属

専門科目が増えてくる…

資格取得

レポート

●

●

●

●

●

●

●

海外ボランティア

留学（P29）

サークル・部活引退

教育実習（P30）●

●

● 卒業旅行は国内から海外まで

卒業論文●

公務員

教員

企業

大学院

インターンシップ

公務員試験に向けて準備スタート（P30）

●

社会人基礎力を身につける
（P5-6 大学生活スタートアップ講座）

●

大学の授業開始（P25-26 教科書）

自動車学校　(P27-28)

TOEIC-IPテストで必修英語の成績に
（P7-8 大学生のための英語学習）

オンライン授業・レポート
（P9-18 パソコン・パソコン活用講座）

●



グループワークで仲間をつくる大学生活スタートアップ講座
進んで広げよう。新たな輪を！

5
第

章
オンラインだからこそ、全国の大学生とつながれます。

05 　06

１ 静大生が身につけるべき4つの力が得られるのは
スタートアップ講座だけ!！

コミュニケーション

2 学生生活・将来のビジョンを見つける

SEQで今の自分を知る
SEQとは…大学生のための自己発見ツール
IQ＝知能指数　　EQ＝心の知能指数

SEQでは自分のEQを測る
ことができます。
EQは、あなた自身があなた
の気持ち（感情や情動）を
上手に利用して、社会生活
におけるさまざまな問題
を解決し、活き活きとした
大学生活を送るための能
力として活かしていくもの
です。

先輩トークライブで
未来をイメージする

3年先を走る先輩の生トークライブ
自身が直面する就職活動、公務員試験への勉強の状況など、
多方面で頑張る先輩たちから生の声が聴けます。

自分の大学生活を具体的にイメージ！

社会人基礎力、今の自分の分析、
先輩からの話、実際にこれから
どのような大学生活を過ごすか、
ビジョンを立てられます。

新入生同士で「大学生活でやりたいこと」「できること」を交流しあいます。同じ新入生や1年間の大学生活を過ごしてきた先輩
の考えと経験を知ることは、視野が大きく広がる機会になります。目標に向かっていくにあたり、仲間の存在は非常に大きな力
になります。

講座日程 設定日からご都合のよい日程を選んで参加することができます。

定員
100名

お申し込みの際はオリジナル講座約款および個人情報に関する規定を
右記二次元バーコードよりご確認ください

社会人基礎力養成講座 15,800円（税込）
・講座＋グループワーク（全4回）
・SEQ2回受診
・形式：オンライン（ZOOM）＋対面

先輩の声 卒業生の声
人文社会科学部
K・Kさん

私は1年生でこの講座を受講し、２年生からは上級生スタッフとして
参加しました。パンフレットを見て「自分を変えたい」と思い、受講を
決意しました。この講座は、グループワークで同級生と交流でき、静
大の先輩の体験談を聞くことができるので、大学生活のスタートに
ぴったりの講座です。また、SEQを使った自己分析では、今の自分の
行動の特徴やなりたい自分に近づくためのヒントを学ぶことができ
ます。この講座で主体的に行動する力を身につけることができました。
受講後の大学生活では、ゼミのプレゼン等に意欲的に取り組み、社
会人になった今でも講座での経験を活かし、所内研修の講師等積
極的にチャレンジしています。少しでも迷っていたら、是非受講して
いただきたい講座です。

工学部
Y・Fさん

私がこの講座を受けた理由は、高校生活との違いをつかめておらず、
漠然としたまま大学生活が始まることに対して不安があったので、目
標を作って大学生としての時間を無駄にしたくないと思ったからです。
SEQを初めて受診した時、自分は新しいことに挑戦する時に不安にな
りやすいと結果が出ました。だから私はその結果を基に自分が今まで
やったことのないことができるサークルに入り、自分から同じ授業を
受けた学生に話かけることに取り組みました。そして二回目にSEQ を
受診した結果、数値が改善されていました。大学生活スタートアップ講
座ではこのようにSEQを受診して改善のために目標を立てるので、大
学生活で自分の成長のために取り組むことがはっきりと見えてき
ます。

・多様な人と「対話」するスキルを身につける

自己分析・目標設定
・自分の現状を知り、めざしたい自分を設定する

変化・成長
・経験を振り返り、成功・失敗どちらの経験からも
　学び成長する

静大生が身につけるべき

４つのこと

Ⅰ.関わる力
Ⅱ.挑戦する力
Ⅲ.聴く力
Ⅳ.伝える力

・全国の大学生と
　やってみたいことを交流

4/9　or 　4/10

ＤＡＹ
1

目標づくりのための
マインドセット！

・ＳＥＱの解説講座
・新入生同士で目標を決める

5/14　or 　5/15

ＤＡＹ
2

自分の現在地を
知ろう！ ・なりたい自分を伝える

・成功のためのステップアップ

ＤＡＹ
2.5

プレゼントレーニング

聴く力！
伝える力

・静大の先輩のトークライブ
ここでしか聞けない体験談が聞ける

ミライトーーーーク

関わる力！
聴く力

挑戦する力！
関わる力

・ＳＥＱの２回目の受診
・1回目との変化を見よう

ＤＡＹ
3

変化・成長した
「今」を伝える

伝える力！

8/8

注文番号

101

挑戦する力

EQGA公認EQトレーナー
静岡大学生協　中村祐樹

6/18

※日程が変更になる場合がございます。
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TOEIC は静⼤⽣の必須科⽬です!

大学生のための英語学習

英語の学習をすすめましょう

英語担当の先生より、新入生の皆さまへ

大学教育教育センター　　前センター長　　厨子　光政先生
今は小学校から英語が必修になる時代ですから、社会は英語能力を前提条件と考えていると言えます。そこで静岡大学では、
学生がTOEIC500点以上を取得することを目標とし、前期期末時には1年生全員に「英語力確認テスト（TOEIC IP）」の受験を課
しています。TOEICスコアが500点以上の学生は、2年後期の必修科目「英語演習」を受講しなくても単位認定されます。また、
1年次後期～3年次の選択英語科目は、TOEICスコアに応じて受講できる・できない科目が決まります。さらに、海外の協定校へ
の留学を希望するときに、TOEICスコアの提出が求められたり、本学の大学院の一部では、進学する際の英語力を示す資料と
して使われたりします。
このような実際的な目的だけでなく、自分の英語力を客観的なスコアで知り、次の目標設定のためにもTOEICは大変有効です。
英語が得意な学生だけでなく大嫌いな学生も、是非TOEICに挑戦し、さらなる英語力の向上を目指すステップとしてもらいたい
と思います。

※画像はイメージです

英語学習アカデミックパック
+英語学習セミナー（オンライン)

25,800円(税込)

注文番号

102

専門講師による英語学習セミナーでさらに英語力をつけよう!!

英語学習セミナー（オンライン）

日 時 4/13 水 6/　8 水～ 全８回

●プロの講師が英語学習アカデミックパックを使用して講義をします。

１

２

３

４

日 程 内 容時 間

18:00

19:30

～

18:00

19:30

～

18:00

19:30

～

18:00

19:30

～

日  程 内 容

５

６

７

８

4/13 水

4/20 水

5/11 水

4/27 水

5/18 水

5/25 水

6/ 8 水

6/　1 水

英語学習セミナースケジュール

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

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

●自己学習方法のアドバイスや効果的な勉強方法をセミナー内で
　お伝えします。

ht tps ://www.un i vcoop -toka i . j p/sucoop/ (詳しくはＰ21へ)ご注文はＷＥＢで! h t tps ://www.un i vcoop -toka i . j p/sucoop/ (詳しくはＰ21へ)ご注文はＷＥＢで!

時 間

18:00

19:30

～

18:00

19:30

～

18:00

19:30

～

18:00

19:30

～

®　
目標のTOEICスコア500点をクリア‼
私は、TOEICを始めて受験したときに、英語の勉強自体は行っていましたが、TOEICの形式や出題傾向については
全くもって事前情報を知らなかったので、340点程度しか取れませんでした。しかし、生協で販売している英語学習
アカデミックパックを購入した上で、英語セミナーにも参加し、問題を解くコツや傾向を知った上で勉強をして
TOEICを受験したところ、得点が540点まで伸びました。
英語学習アカデミックパックでは、TOEICの試験形式から触れ、実際の試験形式ではどのように出題されるのかの
学習が出来る上、早く正確に解くためのコツも載っており、普段の勉強から試験に役立つ豆知識が手に入り、試験で
もとても役に立ちました。また英語セミナーでは、実際の試験の時間から換算するとどのくらいの速さで解かなけ
ればならないのかなども同時に学習できました。

人文社会科学部　経済学科　新3年生

●都合が悪くて参加できなかった時でも収録動画を視聴できる
　から安心（次回講義までの期間のみ）
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おすすめのポイント!

静岡大学生協のオリジナルパソコンには、４年間ずっと安心して使える充実した保証や手厚いサポートが用意されています。

大学生が求めるものは卒業までの安心感

安心の保証が

ついていても
パソコンは大切に

使ってください

正しい使用法でも起きる
自然故障にも安心

4年間のメーカー保証付き

精密機器であるパソコンは､正しい使い方をしていても故障することがあり
ます。半数近くが記憶装置HDD・SSDの自然故障。キーボードや液晶ディスプ
レイなどが､それに続いています。これらの故障をカバーするメーカー保証
は通常1年間ですが､これを4年間に延長。一般的に購入後3年目以降にこれ
らの自然故障は増加するといわれていますので､特にパソコンの使用頻度が
高くなる高学年における安心感を大きなものにしています。

4年間の動産保険付き

メーカー保証の対象とならない修理や再購入を
低額な自己負担金でカバー
大切に扱っているつもりでも、不注意でパソコンを壊してしまうことがあります。キーボードの上に飲み物をこぼす、机から落としてしまう、
道路の段差で自転車のカゴからパソコンが飛んでしまった、という「うっかり」による破損があとを絶ちません。静岡大学の学生のうち、
16％（318名中51名）がパソコンを落としてしまったことがあると回答しています。4人に1人が落としたことになります。卒業までの4年間、
こうした故障や破損、さらには盗難をカバーするのが動産保険です。修理代金が保償限度額(学年ごとに異なります)を超えない場合は免
責金5000円で全ての修理が可能です。
保償限度額を超えた場合、超えた金額を負担して修理を行うか保償金額をパソコン買換えの再購入補助として使用することができます。

安心のセットアップ済みパソコンをお届けします

大学生協のパソコン 「プレミアムサポートパック（有料）」
    のご案内

生協で買ってよかった

人文社会科学部　法学科
I.Aさん

Student's VOICE

プレミアムサポートパックのサービス内容

２０,０００円 (税込）
プレミアムサポートパック

　私は当初大学生協推奨のパソコンを買うか迷っていました。パソコンは決して安いものではないし、
大切に使うだろうから壊すことなんてないと思っていたからです。しかし実際に大学生活がスタートし
てみるととても忙しく、特に私は委員会の仕事でパソコンでの作業とほかの作業を行ったり来たりし
ていたため、一回一回片づけることができませんでした。そこでパソコンを置いていた机にぶつかって
しまっていたようで、気づいた時には机からパソコンが落下し、角が割れてしまいました。まだ使い始
めて一年もたっていないパソコンが壊れたのはとてもショックでした。それだけでなく今は不具合がな
いが突然動かなくなるかもしれないという不安もあったため、生協ショップに持っていくと親切な対応
で修理の手続きをしてくださいました。また、私はプレミアムサポートパックに入っていなかったため自
己負担の免責金がかかってしまったので、迷っている人は加入をお勧めします！

パソコン購入時に一緒にお申し込みください。
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大学生協オリジナル

４年間の安心サポート

卒業までの４年間、トラブル対応・使い方などのご相談、何度
でも無料サポートを受けられます。パソコンの初期化やソフ
トウェアのトラブルなど技術的なサポートは通常有料ですが、
各種サポートを何度受けても料金はかかりません。
また、officeやその他ソフトの使い方のご質問にも対応します。

急な出費でピンチ！
にも安心

動産保険を利用した場合の免責金（5,000円／回）を生協が
負担します。破損や自損時の修理に動産保険を使用した際
に発生する自己負担金の5,000円が不要になります。
手元にお金がなくて修理に出せないといった状況がなくなる
ので安心です。

パソコンのトラブルは
生協へ！

メーカー保証・動産保険の対象とならないトラブル対応は静
大生協ショップPC担当がサポートします。ソフトウェアのイン
ストールや学内ネットワークの設定、Officeソフトの不具合や
Word ・Excel などの使い方など、パソコンに関する事ならな
んでも無料でご相談いただけます。

修理期間も安心！

パソコン修理期間中は無料代替機をご用意。パソコンの
修理にはおよそ10日～ 2週間かかります。その間、手元に
パソコンがない状況になってしまいますが加入者には
無料代替機を優先的に貸出いたします。

・初期セットアップ　・Windowsアップデート
・office365インストール　
・ウイルスバスターインストール（Macのみ）
・静岡大学 学務情報システムのショートカット作成

静大生のためのオリジナルセットアップは
右記の5点を行ってお届けします。

＜修理内容＞
　LCDパネル（液晶）破損により、
　同部品の交換。
＜修理見積金額＞
　税込101,200円（部品代、技術料）
＜動産保険適用＞
　自己負担金5,000円

＊プレミアムサポートパック加入されている
　場合は自己負担金０円となります。

私が生協で購入して良かったことは、何よりも補償です！
購入時は特に気にしていなかった補償ですが、これがと
ても役立ちます。今はコロナの影響で、在宅学習が増え
PCを使うことが多いです。課題はもちろん授業動画や
リアルタイムの授業でもPCを使います。そんな中、いき
なりPCが壊れたら焦りませんか？
私はイヤホンを挟んで画面を割ったり、原因不明のキー
ボード不具合で修理したことがありますが一度もお金を
払ったことはありません。そして、補償だけでなく対応し
てくださる方も丁寧で親切です！
PCを買うなら迷わず生協をオススメします！ 地域創造学環

H.Iさん
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Mac
以下の学科（専修）は指定または推奨のパソコンがあります。

Apple MacBook

台数
限  定

Fujitsu　FMV　UH08

※お早めに
お申し込みください。

台 数
限 定

Air

２３４,７００円 (税込）注文番号

３０１A 完全フルセット
大量印刷もおまかせ ！

EP S O NプリンタM a ｃパソコン

M a ｃパソコン

２４０,５００円 (税込）A 完全フルセット
大量印刷もおまかせ ！

EP S O NプリンタW i n d owsパソコン
USＢメモリ(１６ＧＢ)､ＰＣバッグ

仕　様

液晶サイズ

ＣＰＵ

メモリ

第 11世代　 I n te l  Co re i5（クアッドコア）

8GB

ＳＳＤ

バッテリ駆動時間

本体重量

２５６GB

約22 . 5時間

約875ｇ

１3 . 3インチディスプレイ　1 9 20×1 0 8 0ｐ

このパソコンには標準で４年間動産保険がついています。 ( 詳しくはP9へ )P O I N T

・ＰＣインナーバッグ

ピッタリサイズでリュックへの出し入れも
スムーズ！

付 属 品 O p t i o n

注文番号

２０１

ホワイト

このパソコンには標準で４年間動産保険がついています。 ( 詳しくはP9へ )P O I N T

仕　様

液晶サイズ

ＣＰＵ M１チップ　8コアCPU

メモリ 8GB

ＳＳＤ 512GB

バッテリ駆動時間

本体重量 1 . 29 kg

１3 . 3インチ ｒ ｅ ｔ ｉ ｎ ａディスプレイ

付 属 品 O p t i o n

最大1 8時間のApp l eTVアプリのムービー再生

●MGNA3J/A

Windows

・TREND MICROウイルスバスタークラウド4年版
（ウイルス対策ソフト）

・ＰＣインナーバッグ

ピッタリサイズでリュックへの出し入れも
スムーズ！

Ｐ Ｃ講座

ＰＣ
サポート
パック

Ａ・Ｂセット以外にもセットがございます。詳しくは注文サイトにてご確認ください。

Ｂ パソコンセット

W i n d owsパソコン
USＢメモリ(１６ＧＢ)､ＰＣバッグ

注文番号

２１３ １８９,８００円 (税込）ＰＣ
サポート
パック

Ｂ パソコンセット
注文番号

３１３ １８４,０００円 (税込）ＰＣ
サポート
パック

Ｐ Ｃ講座

ＰＣ
サポート
パック

初心者にも安心 。生協のおすすめセット

Ａ・Ｂセット以外にもセットがございます。詳しくは注文サイトにてご確認ください。

初心者にも安心 。生協のおすすめセット

ご注文はＷＥＢで! h t tps ://www.un i vcoop -toka i . j p/sucoop/f re s h/(詳しくはＰ21へ)ご注文はＷＥＢで! ご注文はＷＥＢで! h t tps ://www.un i vcoop -toka i . j p/sucoop/f re s h/(詳しくはＰ21へ)ご注文はＷＥＢで!

◎理学部　生物科学科
◎理学部　創造理学コース
◎教育学部　学校教員養成課程　技術教育専修
◎教育学部　学校教員養成課程　美術教育専修
◎地域創造学環　アート＆マネージメントコース

・静大生協オリジナルセットアップサポート

・静大生協オリジナルセットアップサポート

Microsoft365（Word、Excel、PowerPoint）をインストールしてお渡しします。
静岡大学が無償提供するofficeは入学後に配布されるマイクロソフトアカウントでログインが必要です。

Microsoft365（Word、Excel、PowerPoint）をインストールしてお渡しします。
静岡大学が無償提供するofficeは入学後に配布されるマイクロソフトアカウントでログインが必要です。

セットアップサポート

4 年間のメーカー保証

4 年間の動産保険

セットアップサポート

4 年間のメーカー保証

4 年間の動産保険
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学部・学科別
指定      推奨パソコンまたは 

各学科の先生から、学科別に指定または推奨されたパソコンがございます。詳しくは大学からのご案内を同封しております書類にてご確認
ください。該当学部学科の方はP11－12でご案内しているパソコンではなく、該当するパソコンをお申し込みください。

Panasonic　Let’s　note

おすすめコメント

202,500円(税込)

注文番号

413

教育学部 技術教育専修

おすすめコメント

184,000円(税込)

注文番号

313

教育学部　美術教育専修・地域創造学環アート＆
マネジメントコースおすすめパソコンセット

Apple　MacBookAir

＊地域創造学環の方でコースを検討されている方は生協へご相談ください。

＊こちらに掲載されているパソコンは数量限定となっております。

◎４年間のメーカー保険と動産保険付
通常は1年のメーカー保証にプラスして同内容の保証を３年間延長し４年間のメーカー保証が受けられます。保証期間中は故障をしても
メーカー保証対象内容であれば無償修理となります。落下や水濡れなどメーカー保証外の修理についても動産保険が４年間ついています。

◎サポートパック
パソコンの修理以外についても生協で対応します。パソコンの使い方やリカバリなどの技術サポートについてもサポートパックをお申し
込みの方は追加費用なしでサポートします。初めてパソコンを購入される方は是非お申し込みください。

理学部生物科学科

ご注文はＷＥＢで! h t tps ://www.un i vcoop -toka i . j p/sucoop/f re s h/(詳しくはＰ21へ)ご注文はＷＥＢで! ご注文はＷＥＢで! h t tps ://www.un i vcoop -toka i . j p/sucoop/f re s h/(詳しくはＰ21へ)ご注文はＷＥＢで!

インク大容量プリンター

おすすめポイント

「挿すだけ満タン」インク方式

「挿すだけ満タン」インク方式を採用。スクリュー式のキャップを開けて挿すだけで、カンタンにインク補充が開始。満タンになる
と自動的に補充が完了するので、手も汚れにくく、手間がかかりません。

＼    インクコストを気にせず印刷できる！   ／
EW-M630TW

対応インク：ＹＡＤ-ＢＫ・ＨＡＲ-Ｃ/Ｍ/Ｙ

4色独立Ａ4(1枚あたり)

カラー

約０.９円 約０.４円

モノクロ ブラック顔料インク

カラー染料インク

カラープリント約15枚/分 モノクロプリント約33枚/分

.

大学生約4年分のインクがセットになってコストを気にせずバンバン印刷！
初期インクだけで約6000枚のカラー印刷が可能です。

◎インクも安いから4年間のトータルコストを抑えられる

◎自動両面印刷やスキャナなどの基本機能を搭載

EW-M634T

対応インク：ＹＡＤ-ＢＫ・ＨＡＲ-Ｃ/Ｍ/Ｙ

4色独立Ａ4(1枚あたり)

カラー

約０.９円 約０.４円

モノクロ ブラック顔料インク

カラー染料インク

カラープリント約15枚/分 モノクロプリント約33枚/分

.

2年保証

4年保証

189,800円(税込)

注文番号

213
安心サポートパック（富士通）

創造理学コース

Microsoft　Surface
おすすめコメント

204,100円(税込)

注文番号

513

理学部生物科学科
安心サポートパック（Surface)

184,000円(税込)

注文番号

313
安心サポートパック（Mac）

安心サポートパック（Panasonic） 安心サポートパック（Mac）

薄くて軽量だけどハイスペックな静大生協推
奨機種。875gと軽量でありながら22.5時間の
バッテリー駆動なのでACアダプタを道歩く必
要はありません。静大生協オリジナルのセット
アップを行ってお届けします。

おすすめコメント
FMV

Mac
おすすめコメント
理学部の先生方のユーザーも多いMac、マウ
スを使わなくても自由自在に操作ができるト
ラックパッドとiPhoneなどのiOSデバイスとの
連携は大学生活でも活躍してくれます。
Word・Excel・PawerPointなども問題なく使
用できますよ。
※新モデルが発売された場合は新モデルに変更する場合がございます。

12.3インチタッチスクリーンでタブレットしても活躍してく
れる 2-in-1 パソコン。Surface Pro7＋は、より高速な処
理と終日使用できるバッテリー駆動時間を備えたPCです。
入学後に授業の中でセットアップを行うので安心です。

なんと言っても国内生産で安心の堅牢
製！HDMIやVGAなどの端子も備えて
おり大学生活で困ることはありません。
パソコンの仕組みなども学んでいく皆
さんにベストな1台と言えます。入学後
に授業の中でメーカースタッフと一緒
にセットアップを行うので安心です。

1年後期の授業から Adobe Illustratorを使
用する皆さんはデザイン系ユーザーの多い
Macを先生よりお勧めしていただいきまし
た。クリエイティブな学びにピッタリな1台
です。静大はMacユーザーもたくさんいま
すし、サポートも静大生協で受けられるか
ら安心です。静大生協オリジナルのセット
アップを行ってお届けします。

教育技術 教育美術・学館アート
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パソコン活用講座
２ 日間

定員
20０名

新入生パソコン購入者限定

ご注文はＷＥＢで! h t tps ://www.un i vcoop -toka i . j p/sucoop/f re s h/(詳しくはＰ21へ)ご注文はＷＥＢで! ご注文はＷＥＢで! h t tps ://www.un i vcoop -toka i . j p/sucoop/f re s h/（詳しくはＰ21へ)ご注文はＷＥＢで!

もともとパソコン講座は対面で行われる予定でしたが、オンラインに代わりました。そのため、どのような講座になるのか不安で
したが、満足のいく講座でした。オンラインであるからこその利点は、何度も見返すことができることと、自分のペースでできるこ
とでした。自分が分からないところや苦手なところを何度も見返すことで、理解し、使いこなせるようになりました。また、LINEで
質問を受け付けていて、悩みをすぐに解消することも可能でした。私の入学前のパソコンスキルは、基本的なことはできる程度で
した。そのため、この講座は、確認のためにとりました。しかし、知らなかったことを知ることもできました。例えば、画面を二つに
分けて使うことができることや、ショートカットキーの存在を知ることができました。この講座を通して、大学のオンライン授業
を受けたり、レポートを書いたりするときによく役に立つことを学べました。ある程度できると思っている人にも、この講座は価値
のあるものであると感じました。

教育学部　新2年生　T・Mさん

静大生協のパソコン講座

そもそもパソコン講座受けた方がいい？

講 座 内 容

これから必要になるＥｘｃｅｌ
●表計算
●データ集計
●高度な関数の演算
●データのグラフ化
レポート作成に困らないためのWo r d
●ページの設定
●データや表の挿入
●レポートを吟味しよう
※内容は一部変更となる場合がございます。

基本を押さえよう!
Windows１0､Macの基本操作とoffice365の説明など
●オリエンテーション
●基本操作
●メールマナー
●タイピング　など
プレゼン力は必ず役立つ！Pow e r P o i n t
●テーマ変更、フォントの変更
●パンフレット作成実践
●プレゼンの方法と実践
オンライン授業を受けるために
●基本の使い方（ZOOM・Teamsなど）
●配布資料の受け取り方
●課題の提出方法
＊オンライン授業に関する講座内容は状況により変更になる場合がございます。

大学生活で使えるパソコンスキルを身に付けよう！

教　材

大学生協オリジナルテキストをお届けします。パソコンの基本的な使い方やOfficeの
使用方法を大学生に必要な内容に特化したテキストです。パソコン講座でしか手に
はいりません。

のご紹介

Student's VOICE

僕たちで講座プランを
作ってきました
ご入学おめでとうございます。
この講座は私たち静大生が学生の立場で作り上げたものです。学生生活を送る
うえで役に立つコンテンツが盛りだくさんです。初心者の方やパソコンの苦手な
方でも私たちがしっかりサポートしますので､ご安心ください。多くの方のご参加
をお待ちしております。

日　程

A 4/　9（土）～10（日）

B 4/16（土）～17（日）

C 4/23（土）～24（日）

コロナ禍で「対面授業ができない！」「新しい生活様式」「友達が作れない」「学校へ行けない」
「パソコンで授業？」「課題提出はメールに添付？」「データをダウンロード？保存先？」
そんな２年間になりました。2022年、大学生活を始めるために必要なアイテムは「パソコン」です。
スマホで代用できる？いえいえ、スマホでは対応できないことがたくさんあります。

◆パソコンの電源をスマホと同じように電源ボタン長押しで消してしまう大学生…
◆キーボードで打つよりも、スマホのフリック入力の方が早いとスマホでレポートを書く大学生…
◆教授へのメールの送り方がわからず、マナーを無視した失礼なメールを送って注意・減点される大学生…
◆Excelで統計のグラフを作る課題がでたけれど、グラフの作り方がわからない大学生…
◆提出するファイルのPDFへの変換方法が分からず単位を落とす大学生…　などなど。

Wordはなんとなく使えるけれど、ExcelやPowerPointは少し不安という新入生は多いはず。
パソコン講座では大学で使えるOfficeの便利な機能について、大学での活用事例を交えて紹介します。

例えば
Word：大学でのレポートを題材に、作成に必要な機能を学びます。
Excel：基本的な操作から、表・関数・グラフ作成など大学生活で役立つ内容を学びます。
PowerPoint：スライド作成機能を中心にパワーポイントの基本を身につけます。

2022年度は（対面で）実施！
先輩たちの大学生活に基づいたパソコンスキルを学ぶことができます。
講座中は先輩学生がきっちりサポートするので安心です。
講座後も使えるテキストも配布します。

意外と多い！？パソコンの正しい使い方を知らない大学生

D 4/29（金）～30（土）
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オンライン授業

語学辞書コンテンツ
アドバンスセット

29,000円(税込)

注文番号

201

＜購入にあたっての注意事項＞
・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「univ DECSアプリ」（無料）上で使用するコンテンツです。
・ご利用にあ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。
・「univ DECSアプリ」は、GoogleChrome、Safari、MicrosoftEdgeなどのWebブラウザ上で使用するブラウザビューアです。
・「univ DECSアプリ」のご使用には、大学生協の電子書籍販売サイト「VarsityWave eBooks」への会員登録が必要です。
→会員登録は、お申込時のご購入者様情報を使用して静岡大学生協にて代行し、各コンテンツは静岡大学生協より
     配信いたします。
・会員登録およびコンテンツの配信は4月上旬を予定しています。

～パソコンで辞書を使いたい人必見～
辞書コンテンツをパソコンで活用しよう

大学生協の語学辞書コンテンツセットは
ここが便利！

 思いついたら、いつでもどこでも検索が可能
Webが見られる環境なら、すぐに知りたい語句の検索が可能。最初にブックマークしておけば、どこでもすぐに、
ネット上のフリー百科事典に頼らず、大学生向けの信頼のおける10種の辞典で調べることができます。

2021年
1年生の時こんな授業を受けました

・「化学実験」対面実験は３つのグループに分かれて隔週で
　行い、在宅の回は実験動画(10分程度)を視聴し実験レポ
　ートを書いた。（農学部　新2年生）

・「健康体育演習」対面とオンラインが半々であり、どちらも
　動画を見て、レポートやコメントペーパーの課題があった。
　（人文社会科学部　新2年生）

先輩からのアドバイス

・「後でやろう」はやめた方が良い。すっかり忘れて提出期限
　を過ぎる人を何人も見ました。提出様式は説明をしっかり
　見て必ず守ってください。（教育学部　新4年生）

・授業ごとに課題の提出方法が異なるのでしっかり確認して
　おくように。学情か、メールか、フォーマットか。など。
　（理学部　新3年生）

Student's VOICE オンライン授業であって便利な道具

理学部生物科学科
新4年生　H・M

　ここでは、私がオンライン授業を受けるにあたって、あって便利だなと思ったアイテムを紹介します。
１つ目はイヤホンです。授業動画を見る際にイヤホンがあると、周囲の音を気にせず授業に集中するこ
とが出来るので、授業内容の理解を深めることが出来ます。２つ目はiPadです。オンライン授業では、
先生から授業資料として、動画内で使用したスライドなどを配布されることがあります。私は、配布さ
れた資料をiPadでダウンロードして、直接授業で話していたことをメモしたり、資料に書き込んだりし
て使用していました。昨年度は、対面授業が増えてきましたが、その際にもノート替わりとしてiPadを
使用していました。３つ目は電気スタンドです。Zoomなどを用いたリアルタイム授業をする先生もい
らっしゃいます。その際には基本的カメラをオンにすることを求められるのですが、この際に電球スタ
ンドを持っていると顔が明るく表示されるのでグループワークなどをする際にコミュニケーションが
とりやすいのでお勧めです。

空き容量を気にせず、パソコン、タブレット、スマホでも
1つのIDでパソコンだけではなくスマホやタブレットでも辞書が引けます。
インストールやダウンロードが不要なので、容量を気にする必要はありません。
同時には1台のデバイスのみでの動作となります。利用期間は6年間です。

｢英文読解アシスト」機能で英論文も読みこなせる！
英文を専用Windowにペーストして読み進め、意味や活用例を調べたい単語のみをすぐに辞書で引ける機能です。
翻訳機能とはひと味違う、英文読解力を身につけながら学ぶことができます。
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学部・学科必要教材のご案内
大学生には
大学生のための電子辞書を！

高校と大学では必要とされる辞書が違う！

CASIO AZ-SX9800
大学生協オリジナル文系モデル

4つのオススメポイントで、しっかりサポート

4年間保証 190コンテンツ収録 タッチパネル搭載
カラ―液晶

電池寿命
約130時間

文系

モデル おススメ学部
◎人文社会科学部　◎地域創造学環
◎教育学部

CASIO AZ-SX9850
大学生協オリジナル理系モデル理系

モデル おススメ学部
◎理学部　◎農学部

大型英語辞典を充実収録！

新英和大辞典

新和英大辞典

オックスフォード
新英英辞典

理系用語・英語辞典を充実収録！

岩波理化学辞書

理化学英和辞典

高校数学解法事典

37,000円(税込)

注文番号

206
電子辞書　文系モデル

オンライン授業でも安心！電子辞書のメリット

動画は
こちら

必見！
オンライン授業のお悩みを電子辞書で解決 ！

オンライン授業に役立つ電子辞書！
電子辞書でおうち学習！？

留学しなくても英語を聞き取れるようになるコツ！

第二外国語追加コンテンツ割引券セット

ダウンロードの方法などわからないことがあれば気軽に静岡ショップへお問い合わせください。

第二外国語の勉強を始める時にその言語辞書が必要になります。例えばドイツ語を選択したら、「独和辞典」「和独辞典」２冊必要に
なります。電子辞書なら、ドイツ語コンテンツを追加するだけでどちらの辞書も利用できます。さらに、音声機能もついているので、
読むだけでなく聞く勉強もできます。

コンテンツの

受け取り方法
電子辞書

WEBで注文

希望配送先へ電子辞書と
第二外国語コンテンツ割引
券が届きます

入学してから、
各学部のガイダンス

終了後に
第二外国語が決まったら、第二外
国語コンテンツ割引券を持って
静岡ショップ（第一食堂下）へ
ご来店ください。第二外国語

クラス発表

受け取ったら

ダウンロード

37,000円(税込)

注文番号

207
電子辞書　理系モデル

https://youtu.be/XYzothpTK2Q https://www.youtu.be/qHOxK9zvEwA

▶ 農学部生対象 必修セット

定価27,870円

26,000円(税込)

注文番号

202
予約特価

定価34,674円

32,000円(税込)

注文番号

203
予約特価

●生物資源科学科 ●応用生命科学科

（※） （※）

※…2021年度の価格です。

下記セット内容は2021年度に販売した教材です。2022年度版のセット内容と価格については変更となる場合がございますのでWEBにてご確認ください。

実験セット 報告書セット
実験終了後に提出するレポートを書くためのセットです。
レポート用紙､報告書の表紙､グラフ用紙､ノート、野帳、
関数電卓が入っています。

●｢入門微分積分｣（サイエンス社）
●｢基礎物理学｣（学術図書）
●｢マクマリー一般化学(上)｣（東京化学同人）
●｢マクマリー一般化学(下)｣（東京化学同人）
●｢ライフサイエンスのための生物学｣（培風館）
●｢サイエンスビュー生物総合資料｣(実教出版)
●「アカデミック・スキルズ」（慶應義塾大学出版会）
●「らくらく統計学」（ムイスリ出版）
応用生命科学科のみ､一点追加
●｢アトキンス　生命科学のための物理化学)｣(東京化学同人)

必修授業教科書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
保護メガネ

白衣はサイズが選択できます。
白衣

くわしくは
下の表をご覧ください

入学直後から使用するアイテムが多数採用されています。必須アイテムが全て揃っている今、ぜひお買い求めください。

▶ 理学部 地球化学科必修セット
必修の授業で使用する教科書となります。

28,500円(税込)

注文番号

204

▶ 理学部 生物科学科

6,300円(税込)

注文番号

205
教科書

レーヴン・ジョンソン
生物学〈上〉

＊生物科学科新入生全員と創造理学コース新入生のうち
　生物科学科１年生向けの講義「生物学I」「生物学II」を履
　修する学生は、教科書「レーヴン・ジョンソン生物学(上)」
　の購入が必須ですので、履修予定者はお申し込みください。
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お申込み方法

代金のお支払い

申 込 〆 切

申込み方法

静岡大学生協ホームページよりお申し込みください。

静岡大学生協　新入生

スマートフォンでは一部対応しない機種もございますのでご注意ください。

月2022年 3 28月 日

ＷＥＢからお申込みください。

お問い合わせ

商品の数量は十分に確保しておりますが､万が一品切れのためご用意できなかった場合には､ご連絡の上､返金させて
いただきます。お申込みの際にいただいた個人情報は､生協が責任を持って管理し､商品手配や関連情報の案内の目的
にのみ使用いたします。当生協の個人情報に関して適用される法令､規範を遵守するとともに､情報の適正な管理･保護
に努めています。詳しくは静岡大学生協ホームページ｢個人情報保護方針｣ をご覧ください。

静岡大学生活協同組合　静岡ショップ
〒422-8017 静岡県静岡市駿河区大谷836　TEL　054-238-0333  FAX 054-237-7138

お支払い方法 支払期日 備   考

ローン審査には
数日かかります大学生協ローン

コンビニ支払

郵便払込

※ひとり暮らしをされる予定で､まだ住まいが決まっていない場合でも商品をご注文いただけますが､配達先住所
が登録されないとお支払いが済んでも商品は発送されません。住まいが決まったら忘れずに配達先住所を登録
してください。

冊子に同封した振込用紙に金額を記入の上、振込をお願いします。

WEB注文完了後の画面で手順を確認いただき、コンビニでお支払
いください。商品は入金確認後の発送となります。

払込用紙は送付されませんのでご注意ください。

取扱可能店舗：ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、セイコーマート

大学生協ローンは3回から36回の分割払いができます。

金利手数料など詳しくは生協店舗へお問い合わせください。

3月30日（水）

3月28日（月）

https://www.univcoop-tokai.jp/sucoop/fresh/

1
STEP 商品選択～買い物かごへ

2

1

オプションがある場合は
必ず選択してください。3

4

5

まずは注文サイトへアクセス!

①「カタログからの注文｣をクリック。
②ご希望の商品カタログをお選びください。
③注文する商品の数量を入力してください。
　講座の日程など､オプション選択のある商品をご注文の場合は､
　必ずオプションを選択してください。
④数量入力後､「お買い物かごへ｣をクリック。
⑤注文商品の確認をしてください。間違いがなければ｢会計に進む｣
　をクリックして､｢WEＢ会員のご登録｣画面に進みます。

注文数量を間違えた場合､このページでの数量変更はできません。
一度商品を削除いただき、①の手順から再度注文をしてください。

スマートフォンでは一部対応しない機種もございますのでご注意ください。

https://www.univcoop-tokai.jp/sucoop/fresh/

※1度のご注文につき、送料500円をいただきます。

8
第

章
（Webからお申込みください）
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2
STEP WEＢ会員登録～注文完了

メールアドレスはＷＥＢ会員の Ｉ Ｄとなります。間違えて入力すると､次回以降ログインで
きなくなります。

携帯･スマートフォンのメールアドレスを登録される方は､予めｕn i vcoop -to ka i . o r . j p  

からのメールを受信できるように設定をお願いします。設定方法が分からない場合は
Gma i l等パソコンでも見られるメールアドレスでご登録ください。

●保護者氏名(漢字／カナ)について

⑥WEＢ会員のご登録（情報登録）
必要情報を入力後､ＷＥＢサービス利用規約に同意いただき｢次へ｣をクリックしてください。

お支払い方法､お届け先､ご注文内容､合計金額をご確認いただき､間違いがなければ｢注文を確定する｣をクリックしてください。

注文完了後､ご登録いただいたメールアドレスに注文確認メールが届きます。

ご注文を完了するためには､大学生協ＷＥＢ会員に登録していただく必要があります。
ＷＥＢサービスで初めてご注文をいただく方は、｢ＷＥＢ会員に未登録の方｣になりますので､
「必要情報入力画面へ｣をクリックして､WEＢ会員に登録してください。

●メールアドレスの入力は正確に!

保護者氏名の入力は必須ではありませんが､未成年の方はご入力ください。

P27の｢代金のお支払い｣をご覧いただき､コンビニ支払､郵便払込み､大学生協ローン
からお選びください。

ＷＥＢ会員登録の際にご入力いただいた｢自宅住所｣か｢下宿先｣をお選びください。

どちらでもない場合は｢その他｣をお選びいただき､下部に配達先住所を入力してください。

配達先がまだ決まっていない場合は｢お届け先未定｣にチェックしていただき､配達先
が決まり次第､注文履歴より住所を入力してください。配達先住所が入力されるまで
商品は発送されません。

●お支払い方法について

●お届け先について

⑦お支払い方法とお届け先
必要情報を入力後｢以下の内容に同意する｣にチェックを入れて｢注文内容を確認する｣をクリックしてください。

⑧注文内容確認

郵便払込

3
STEP

代金の支払方法

1　WEBにてご注文いただいてから払込をお願いします。

2　注文確定後に表示される受注番号と注文合計金額（送料込）を控えます。

3　巻末にある払い込み用紙をもれなく記入してください。

＊WEBにてご注文後に受注番号が表示されます。控え忘れた場合はP30の注文履歴の確認方法①～③を参照いただきご確認ください。

＊配送に関しては日付指定ができませんのでご了承ください。クロネコヤマトでの配送となりますので、事前に「クロネコメンバーズ」へご登録いただくことを
　お勧めします。

●コンビニ支払いの手続き方法
注文完了画面､または注文履歴より手続き方法を確認いただき､各コンビニでお支払いください。商品は入金確認後の発送となります。払込用紙は送付
されませんのでご注意ください。　　　　＜取り扱い可能店舗＞ローソン､ミニストップ､ファミリーマート､セイコーマート
①注文完了画面に表示される｢オンライン決済番号｣と｢確認番号｣をメモまたは印刷してください。

②「端末操作方法｣から支払いをされる店舗をお選びください。

③各店舗での端末操作方法が表示されますので､ご確認の上､店頭で代金をお支払いください。

注文履歴からの手続き確認方法

2

3

①ＷＥＢ注文サイト左側の｢ログイン｣をクリック。
②大学生協ＷＥＢサービスのサイトに移動するので､P29の会員登録時に
　入力したメールアドレスとパスワードを入力して｢ログイン｣をクリック。
③ＷＥＢ注文サイト左側の｢注文履歴｣をクリック。
④｢コンビニ払い手続きはこちら｣をクリック。
⑤支払いをされる店舗をクリックすると各店舗での端末操作方法が表示
　されますので､ご確認の上､コンビニ店頭で代金をお支払いください。

コンビニ支払手続きの確認方法

4

ご注意ください!
●お支払い期限について
注文履歴から手続き方法を確認した場合､お支払期限が長く表示され
ますが､入金確認がとれるまで商品は発送されませんので､ご注文完了
後１週間以内を目安にお支払いをお願いします。
ご注文完了後２週間を経過し、または3月28日（日）までに入金確認が
取れない場合､ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。

キャンセル･返品について

●サイズの交換、教材の返品は事前にご連絡の上、4月28日（木）までに静岡」ショップにお持ちください。
＊開封品や汚損品の返品はご遠慮ください。
●各種講座・セミナーのキャセルについて以下の期日までにご連絡ください。
 「大学生スタートアップ講座（注文番号101）」→4月6日(水)まで
 「英語セミナー（注文番号102）」→4月11日(月)16:00まで
 「パソコン活用講座」→4月7日（木）まで
●受講開始日以降のキャンセルについては講座約款をご確認ください。

※営業時間については予め静岡大学生協ホームページなどでご確認ください。

商品の交換･返品､講座のキャンセルはこちらまで

静岡キャンパス：静岡ショップ（第1食堂下）

講座約款
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教科書
講義で使用する教科書の購入の流れ

教科書を購入する前に

授業の組み方を確認しよう
まず所属する学部学科のガイダンスで授業の組み方、履修の方法の説明があります（状況によっては配布資料になる場合もあります）。
学部学科によっては必ず受けないといけない授業がありますので、大学からの案内をしっかりチェックしましょう！

生協加入をお願いします。
静岡大学生協へ加入いただいてから教科書の申し込みをお願いします。生協の組合員は組合員割引

履修が決まったら、シラバスで教科書をチェック! !
履修が決まったら必要な教科書を確認します。（確認方法は大学からの案内で確認してください）シラバスには講義内容や、教科書の内容
が記載されていますので、初回授業前には必ずチェックをしておきましょう！

チェックしておきたいポイントはこちら

１. 講義名（担当教官名）　２. 開講曜日コマ　３. 教科書名
購入する教科書を確認できたら、生協の教科書サイトへ！！

静岡大学生協ホームページよりお申し込みください。

静岡大学生協　教科書

＊キャンパスごとに登録されている書籍が違うため、必ず所属しているキャンパスのサイトへログインをしてください。

静岡
人文社会科学部
教育学部・理学部
農学部・地域創造学環

https://kyoukasho.univ.coop/shizuoka/html/
最新情報はTwitterで⇒

下記の金額を目安にご用意ください。
大判の教科書や複数冊の教科書をまとめて購入する際はリュックサックや大きめのカバンをお持ちください。

購入金額の目安 

理学部　化学科　S.Oさん 農学部　応用生物学科 　R.Hさん

人文社会科学部　人文社会科学部 社会学科　 A.Sさん 教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻
数学教育専修　Y.Hさん

困ったこと

メッセージ

困ったこと 困ったこと

メッセージ メッセージ

困ったこと

メッセージ

8冊  20,000円
＼  約  

／

9冊  24,000円
＼  約  

／

12冊  30,000円
＼  約  

／

9冊  20,000円
＼  約  

／

●人文社会科学部は週に2回初修
外国語の授業があり、初修外国語
の辞書は生協で販売している、先
生が推薦する辞書の購入が求め
られます。
辞書は必ず用意しましょう。

●教科書リストに教科書が羅列され
ていてその中から探して買いますが、
講義にいき先生から紹介されるまで
合っているか不安でした。

●必要な金額を自分で計算しておくのがよいと思います。 ●10人以上まとめて買うと共同購入となり10%OFFとより安く
なるので専修で使うとわかっている教科書は話し合って買うと
いいと思います！

●複数の教科書をまとめて購入し
たので、重たくて持って帰るのが大変でした。教科書リストを
しっかり確認しないと、教科書を誤って買ってしまいそうだと
思いました。

●教科書は早めに買うことをおすすめします。学科の専門の
授業では初回から内容に入ったので、教科書を用意しておい
た方が良いと思いました。

●厚い教科書が多いので、持ち帰る
のが大変です。
計画的に少しずつ買うのがおススメ
です。

●専門科目の教科書は高価なので、事前に代金を確認してく
ださい。分からない時は初回授業で説明されるのでよく聞き
ましょう。

第1食堂下　静岡ショップ場 所4/1 金 4/22 金～
教科書販売

上記期間内に教科書サイトにて、教科書の申し込みをお願いします。店頭渡しをご希望の場合は4月22日（金）までにご来店いただけます
ようお願いします。それ以降はサイト申込済の場合でも受け渡しができない可能性があります。
なお、日程等は変更になる場合もございますので、ご了承ください。

＊店頭・コンビニ支払い（宅配）ともにお支払い完了後にキャンセル・返品は承れませんので、事前に必要な教科書かどうか
　をご確認のうえお申し込みをお願いします。

注意事項

２.教科書サイトへユーザー登録
　（後期も使用するので、ご自分のアドレスで登録ください）
＊迷惑メールに振り分けをされる場合があり、会員（仮）登録メールが未着の方はお手数ですが、静岡大学生協
　教科書販売（静岡ショップ）へご連絡ください。

３必要な教科書をかごに入れて、申し込みを確定する前にお渡し方法を選択。

店舗渡し WEBで申し込み完了後にできる申込書を持って店舗へご来店ください。

宅　配 WEB申し込み完了した際に、コンビニ支払いに必要な情報が掲載されていますので、
そちらを確認してお支払いください。お支払い完了後、生協にて発送準備を始めます。

１.教科書サイトでお申込み

静岡ショップ連絡先
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教科書の悩みや不安を先輩が解決します！

実際に1年生の時に困ったこと、例えば「シラバス検索の仕方 シラバスの見方 」「教科書はいつまでにあればいいの？（焦らずに買おう、ガイ
ダンスを聞いてからでも○） 」「教科書の購入方法（サイトで申し込んでから買ってね！） 」「自分が必要な教科書を選ぼう（同じ授業の名前で
も違う教科書の時があるから気をつけよう）」など先輩が教えます！

学生委員会Twi t te rで発信！フォローしてね。
生協学生委員会（GI）…
生協ショップや食堂などの生協施設を使いやすくすために意見を積極的に出したりすることで
より良い大学生活を送れるように活動する委員会です。新歓企画「Hello! My Campus2022」など
も企画運営しています。



自動車学校
運転免許取得のご案内

昨年は１０００名以上の静大生の方に、
生協で自動車学校の入校申込みをいただいています。

車校は１年生の前期に入校しましょう!
●１年生の前期は講義や課題が比較的楽な時期だから
●４～６月は車校がオフシーズンなので教習スケジュールが思い通りになりやすく､比較的早く卒業できるから
●早めに免許をとっておくと､サークルやアルバイト､語学留学やインターンシップなどに時間を割く事が
できるから

２年生までに
約89.8％の方が取得しています

この時期に免許をとった先輩は・・・

静大生協提携自動車学校

静岡市 浜松市

愛知県豊橋市

愛知県豊川市

沼津市

藤枝市

磐田市

静岡県自動車学校静岡校 静岡県自動車学校浜松校

上池自動車学校

遠鉄自動車学校浜松校

ユタカ自動車学校

豊橋綜合自動車学校

ユタカ豊川自動車学校

古庄自動車学校

静鉄自動車学校

静岡県自動車学校沼津校

マジオドライバーズスクール藤枝校

遠鉄自動車学校磐田校

静岡大学生協には、上記の自動車学校も含め、静岡・愛知・岐阜・三重県内39校の提携自動車学校があります。

詳しくは、同封している自動車学校の専用パンフレットをご覧ください。

3
理  由 便利だから!

2
理  由 安心だから!

1
理  由 （組合員割引適用）

別冊パンフレット

生協の自動車学校料金やお申込み方法については

お得だから!
大学生協料金は自動車学校の入校から卒業までの
費用を全てセット

静岡大学生協の提携自動車学校は､生協組合員割引料金が
設定されており､生協で入校申込みされると、コンビニや車校
に直接申込むよりも安く入校する事ができます。また､静岡市
･浜松市内の車校は､教習オーバーしても追加料金不要のフル
パック料金でとってもお得です。

※一部学校除く（証紙代は別途必要）

大学生協料金は修了検定・卒業検定が不合格にな
っても追加検定料は不要です

もちろん生協の自動車学校は､すべて公安委員会公認の自動
車学校です。静岡県内の提携自動車学校には､静大生担当の
係員が配置されていて､教習に困ったりした際に相談に乗っ
てくれます。料金は一部を除いて追加教習料無料のフルパッ
ク料金なので､入校した後追加料金に悩まされる事もなく､
とても安心です。

静岡市､浜松市内の車校には大学から自動車学校までのスクールバスがでていて､放課後や講義の空き時間に教習を受け
られるところがあります。また､教習スケジュールを入校前に組んでくれる学校や､ネットで簡単に教習予約できる学校､静大
生だけの特別入校日を設定してくれる学校があります。静大生にとって通いやすい､便利な学校がたくさんあるのです。

生協では学生のみなさんにできる限り１年生のうちに免許を
取ることをおすすめしています。右のグラフによると１年生ま
でに約75.4％の方が、２年生までに約89.8％の方が運転免許
を取得しています。
これは上級生になるほど忙しくなり、免許取得のために費や
せる時間の確保が難しくなるためです。

同封の をご覧ください
生協のホームページからもお申込みできます。

人文社会科学部２年　Ｓさん

私は５月半ばから静岡県自動車学校に通い、夏休みのはじめに卒業することができま
した。授業が午後からはじまる日が多かったので、午前中を中心に通いました。平日と
いうこともありとても空いていて、しかも同じ学科の友人も多くいたので、みんなで楽
しく通うことができました。県自のインストラクターのみなさんは、私の運転に対して
よい点も改善点も沢山みつけて的確なアドバイスをしてくださり、疑問点も親身に相
談できたのでとても心強かったです。また、急なスケジュールの変更にも丁寧に対応し
てくださり、バイトやサークルとの両立も無理なくできました。免許は比較的時間のあ
る１年生のうちに取得しておくべきです！！

農学部３年　Ｈ君

２年になると授業の内容が専門的になったり実験に
時間がかかったりして忙しくなります。平日でも暇な
時間ができる１年生の間に免許を取っておくと２年
からの授業をしっかり勉強する時間を作ることがで
きます。

教育学部２年　Ｆさん

教育学部は２年から実習が始まり忙しくなると聞いたので、１年の間に
とろうと思い、５月に入校しました。私は授業終りに通っていたので、普
段一緒に授業をしている同じ学部学科の仲間や知り合いがたくさんい
て、困ったことや不安があれば気軽に話すことができて心強かったです。
また、自動車学校内で新たに友達ができたので、入校から卒業まで安
心して楽しく通うことができました。

工学部３年　Ｋ君

講義内容も比較的簡単な１年生の前期がオススメです。１年生の前期
は大学生活が始まったばかりで勉学以外の面でも覚えることが多く
大変ですが、後期になると学科によっては専門科目が増え、より講義の
内容が難しくなりレポートも増えて忙しくなります。時間がある前期の
うちに自動車学校に通って、夏休みを満喫し、余裕のある後期を過ご
せるようにしましょう。
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私は４月に静鉄自動車学校に入校しました。キャンペーン
入校で早く入校しても、通い始めるのはあとになってもゆ
っくりでいいと思います！
私がキャンペーン入校をおすすめするのは、仮免試験や卒
検の再試験、追加授業料金が０円だからです。私は運転
がポンコツだったので、追加料金が発生していたら親を
泣かせていたと思います・・・。
なのでキャンペーン入校にしてよかったなと思っています！

地域創造学環３年　Ｈさん

理学部３年　Ｏ君

理学部は実験が１年後期からありました(皆さんが後期
にあるかは確認してみてください)。そのため、頑張って前
期のうちに通い、夏休み中に卒業検定を受けました。大学
内のブースで、スケジュールについてスタッフの方が親身
に話してくださるので、多忙な中でも安心して通うことが
できました。運転することに不安を感じる人もいるとは
思いますが、安心して受講することができるのがおすす
めです。

４月～6月の入校をおススメします

お申込みは各キャンパス内の生協窓口まで（静岡：054-237-1160／浜松：053-412-5251）

2022

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

入学前取得
　16.6％

１年生
前期取得
46.6％

1年生
後期取得
  12.2％

未取得
2.5％

3年生次取得　4.9％

2年生までに89.8％の方が取得

（2020年東海地区大学生協運転免許取得WEBアンケート結果より）

4年生次取得　2.8％

2年生
次取得
  14.4％
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大学生協の海外体験プログラム
のご案内

公務員試験対策講座
教員採用試験対策講座
（入学後にご案内します）

公務員試験対策講座 本講座は入学後に時期が近づいたらご案内します。

公務員を目指す静大生のための本格的オリジナル講座

教員採用試験対策講座 本講座は入学後に時期が近づいたらご案内します。

教員を目指す静大生のための学内講座です

課外の時間を有効活用して
社会への出発につながる充実した大学生活を送ろう

人文社会科学部　S・Aさん　公務員採用

可能性が大きく広がる講座

教育学部　H・Yさん　教員採用

大学生協組合員限定プログラム
ディズニー・ユース・プログラム
大学生協組合員だけが体験できる独創的で豊かなプログラムです。本場フロリダ ウォルト・ディズニ
ー・ワールド・リゾートで学ぶワークショップとアトラクション体験。ディズニーのファシリテーターに
よる実践的な学習は、あなたの創造性に火をつけ、眠っていた潜在能力を引き出します。

安心の大学生プラン
◎1年生から安心して参加いただける「語学留学アクティブコース」を含む生協専用パンフレットを夏休み向け（4月発行）・春休み向け
　（10月発行）年2回発行しています。
◎オンラインにて留学説明会、相談会を行っています。
◎大学生協企画実施プランには「安心サポート24」が付帯。国内・海外にかかわらず日本語で対応、海外旅行保険も付いています。
◎「語学留学アクティブコース」、「テーマのある旅」では出発前オリエンテーションを実施、簡単な現地での生活、渡航手続き、お金や
　保険の注意点などご案内します。

掲載のパンフレットは過去の表紙となります。最新号は店舗へお問い合わせください。

上記は過去に提案しているプランとなります。留学を希望される時に最適なプランを提案いたします。

留学は早期情報収集が重要です。「留学したい」という人だけではなく、「少しだけ興味ある」人も『留学
のオンライン相談会』などに参加して情報収集することをお勧めします。静岡大学生協のTwitterとLINE
にて『留学の相談会』に関して情報発信中！フォロー・友達登録をお願いします。

修了者にはディズニーよりCertificate（修了証）を発行

講座を受けて効率よく勉強

マジック・ユア・ウェイ
パークホッパーチケット付き!
全力で学んで、遊んでパークを満喫!

大学生活は長いですが自由に使える長期休みは限られています！大学生協では海外が初めての方でも安心してご参加いただける
海外体験プログラムをご用意しています。以下、過去に実施したプログラムのご案内です。

海外で語学を学ぶ! 文化を学ぶ!
短期・長期海外語学留学

個人語学留学なら
パッケージ型にないコースや
日程など オリジナルの
留学プランが設定可能!

大学生協がオススメする短期語学留学のスタンダードコースがアクティブ英語研修。自分の行きたい国
や学びたいこと・通いたい学校など、目的に合ったプランを選んで海外語学研修やホームステイができ
ます。出発前から緊急時まできめ細やかなサービス付きで海外が初めての方でも安心です。

自宅から世界と繋がる！
WEBによる海外オンライン・スタディ企画
インターンシップ型から異文化体験・スタディワークショップなど面白い企画がたくさんあります！
コロナ禍で海外に行けない時でも自宅から世界と繋がり、様々な体験ができます！
オンラインでも英語で「学ぶ」「交流する」「考える」ことを体験し、多様性への理解や
国際コミュニケーション能力を養うことができる企画がたくさんあります！

2021年度　オンライン・スタディ体験者の声
「フィリピンSDGsスタディ
+学生交流4日間」体験者

・現地の方と話す機会が多く、オンラインでは
　あるけれど、まるで外国に触れたような感覚
　を得ることができてとても良い経験でした。
　また、様々な学部の方や、進路・考えを持つ
　同世代の人たちと自分の大学の枠を越えて
　考えを共有することができ、とても刺激を
　もらいました。

「オックスフォード・アカデミック
・プログラム10日間」体験者
・プログラムで得た学びを通して、英語力は勿
　論のこと、プレゼンテーションで得た気づき
　や知識を活かして自分の専門分野の勉強を
　より深めるこができました。
・日本の大学ではあまりないようなオックスフォ
　ード大学のメソッドを体験できたことが貴
　重な経験になりました。メンバーから多くの
　刺激を受けた１０日間になりました

「オンラインdeホームステイ
+学生交流2日間」体験者
・オンラインならではの手軽さがとてもよかっ
　たです。日々の課題に追われ、留学するため
　の時間が取れず諦めていたので、とてもあり
　がたいプログラムでした。
・日本にいながら海外の学生と話し、文化を学
　べたことが留学経験の全くない私にとって
　貴重な体験でした。

　私は大学入学前から漠然と公務員になりたいと思っていました。大学2年
の時に生協公務員講座の説明会に行き、生協の公務員講座にはメリットが
沢山あると思ったため受講を決めました。受講生全員が静大生で同じ進路
を希望する友達を作りやすいので、友達と情報共有をしながら勉強できま
した。さらに、講座スタッフさんだけではなくOBOGの方からもサポートを
頂けます。
　公務員試験では、面接試験の比重が筆記試験と同等かそれ以上に大きい
です。面接で「話すことがない！」とならないよう、様々なことに挑戦し、振り
返りをするのが大事だと思います。私は大学生スタートアップ講座を受講し
たことで、「色々なことに挑戦しよう」「やったことを振り返ろう」と考えられ
るようになりました。
ぜひ生協の講座などを利用して、自分の将来の可能性を広げてください。

　私は教員採用試験に向け勉強を始めようと思ってもどの参考書を買えば
いいのか、何から勉強を始めるべきなのかよくわからない状態でした。特に
教職教養は参考書を買ったものの範囲が広くどこからやればいいのかわか
らなかったため、しばらく手付かずの状態が続いてしまいました。講座で用
いるテキストは要点や解説がわかりやすくまとめられているため、効率よく
点数につながる勉強ができました。そのおかげで教科科目や面接練習など
にも余裕を持って取り組むことができました。
勉強を始めるキッカケが欲しい方、勉強のやり方が分からない方はぜひ講
座を活用して効率よく勉強をしてください。試験当日はとても緊張するかも
しれませんが、自分が勉強してきた時間を思い出し、自信を持って臨んでく
ださい。応援しています！

このチラシは冊子に
はさんでありますので
ぜひご覧ください。
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