
国際社会学科  学科長  森田　均

　長崎県立大学へのご入学を、心からお慶び申し上げます。国際社会学科では、第七期生となる皆さまが
最良の環境で学べるよう、基礎知識から専門知識の修得まで一貫した修学態勢を構築してまいりました。
　講義を受講するにあたって、入学者全員にノート型パソコンの準備をお願いしています。レポートや論
文の作成、授業に関わる情報の収集、学内の連絡、就職活動など、パソコンは必要不可欠なものです。
　大学生協では、市販より安く価格設定された（同スペックで比較）生協オリジナルを準備しています。
大学で使用するためのユーザー登録やネットワーク環境設定、ウィルス対策ソフトのインストール等を行
ない、すぐに使える状態にしてお渡しします。また、購入者に対しては、Windows 10 home OSの基本的
な使い方についての講習を無料で行います。（別途、有料PC講座もあります。）ノート型パソコンをお持
ちでない場合は、生協オリジナルモデルのご購入をご検討ください。
　既にノート型パソコンをお持ちの場合や生協オリジナル以外の購入をお考えの場合、本学で使用可能
なパソコンの基本仕様は下記の通りです。

　　　１、OS：Windows 10 Home 64ビット 以降
　　　　　　（生協モデルWindows 11 Home）
　　　２、無線LAN対応
　　　　　　（生協モデル　有線LAN：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、無線LAN：
　　　　　　　IEEE802.11ac/a/b/g/n対応)
　　　３、大容量記憶装置SSD256GB以上
　　　　　　（生協モデル256GB）
　　　４、使用ソフトウェア：マイクロソフトWord、Excel、PowerPoint
　　　　　　（Office365は大学から貸し出されます）

　生協モデル以外は、大学情報ネットワークでインターネットを使用する場合、本学情報システム
室に利用申請してください。事前にウィルス対策ソフトがインストールされていることが必要とな
ります。なお、ウィルス対策ソフトは大学から貸し出されます。

　上記の件でご質問がありましたら、長崎県立大学シーボルト校生協（担当・末光）までご連絡く
ださい。
　皆さまとキャンパスでお会い出来る日を楽しみにしています。

社会
2022

全学部共通（主に、「国際社会学部」・「情報システム学部」向け）
大学生協がおすすめする大学生のためのモデルです。

183,330円

 OS Windows 11 Professional
 CPU Core i7 11世代
 メモリ 16GB×1・増設不可
 ストレージ SSD 256GB
 ドライブ 無し（別途ご購入下さい）
 画面サイズ 14.0型（非タッチ）
 本体重量 約1,099g
 バッテリー駆動時間 約21時間
 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax
 映像出力 HDMI端子、RGB端子内臓
 USBポート USB-3.2×2（うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き）、USB-C×2
 Webカメラ フロント207万画素

【スペック詳細】※同封のチラシもご参照ください。

パソコンセット価格

＋9,280円で「プリンターセット①」に、＋35,100円で「プリンターセット②」にできます。
※配送（お届け）の場合は3月20日以降となります。

※ご注意ください※
パソコン本体及び、プリンターセットとも予定数量に達した場合、締切日前でも販売を終了する場合があります。

※現在お持ちのパソコンが大学様推奨のスペックに合うかどうかわからない場合は生協にご相談ください。
（購入を強制するものではありません。）

★パソコンセット　パソコン本体＋USBフラッシュメモリー（16GB）＋セットアップ講習会（有料講習会とは別です。）

★パソコン・プリンターセット　（プリンターは①または②からお選びください。）
　パソコン本体＋USBフラッシュメモリー（16GB）＋プリンター＋セットアップ講習会（有料講習会とは別です。）

４年間
動産補償
つき

や など

や など または

※メモリが16GBで高度な処理にも向いています。
※Microsoft Officeソフト（Word,Excel等）は入っていません。
（大学様より、在学期間中は貸与されます。）

【パソコンセット内容】

※色は「シルバー」のみとなります。



（※数量限定商品のため予定数に達した場合、締切日前でも販売を終了します。）

全学部共通（主に、「看護栄養学部」向け）
大学生協がおすすめする大学生のためのモデルです。

181,890円

 OS Windows 11 Home
 CPU Core i7 1165G7
 メモリ 8GB×1・増設不可
 ストレージ SSD 256GB（PCIe)
 ドライブ 無し（別途ご購入下さい）
 画面サイズ 13.3型（非タッチ）
 本体重量 875g～
 バッテリー駆動時間 約22時間
 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ax
 映像出力 HDMI端子（HDMI-RGB変換ケーブル同梱）
 USBポート USB-3.2×2（うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き）、USB-C×2
 Webカメラ フロント92万画素

【スペック詳細】※同封のチラシもご参照ください

パソコンセット価格

＋9,280円で「プリンターセット①」に、＋35,100円で「プリンターセット②」にできます。
※配送（お届け）の場合は3月20日以降となります。

※ご注意ください※
パソコン本体及び、プリンターセットとも予定数量に達した場合、締切日前でも販売を終了する場合があります。

※現在お持ちのパソコンが大学様推奨のスペックに合うかどうかわからない場合は生協にご相談ください。
　（購入を強制するものではありません。）

★パソコンセット　パソコン本体＋USBフラッシュメモリー（16GB）＋セットアップ講習会（有料講習会とは別です。）

★パソコン・プリンターセット　（プリンターは①または②からお選びください。）
　パソコン本体＋USBフラッシュメモリー（16GB）＋プリンター＋セットアップ講習会（有料講習会とは別です。）

４年間
動産補償
つき

や など

や など または

※超軽量で持ち運びもとても楽です。
※Microsoft Officeソフト（Word,Excel等）は入っていません。
（大学様より、在学期間中は貸与されます。）

※色は「黒」のみとなります。

【パソコンセット内容】
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プリンター

サプライ品

エプソン 初期費用を抑えたい方には
最適のモデル。
・ ４色独立インク採用
・ コンパクト＆基本機能を備えたモデル
・ 自動両面印刷もできます
・ カラーインクが少なくなった時にブラックインク
だけでモノクロ印刷する「黒だけモード」

・ ブラックインクが少なくなったときにカラーイン
クでモノクロ印刷する「黒インクセーブモード」

エプソン ランニングコストを抑えたい方には
最適のモデル。
・ 約6,000ページ相当印刷可能なインクを初回
同梱

・ 大学4年間平均印刷枚数をインク交換約１回で
済んでしまいます

・ １枚あたりの印刷コストは
Ａ４モノクロ：約0.4円
Ａ４カラー　：約0.9円

外付けＤＶＤドライブ（書き込みソフト付き）

生協特別価格 2,980円（税込）

無線型マウス

生協特別価格 1,628円（税込）

※パソコンセットにはＤＶＤ
ドライブがついていない
ため、ご希望の方はご購
入ください。

･ 省電力の赤外線LEDを
使用

・ PCに差し込んだまま持ち
歩ける超小型レシーバー

・ 3ボタン

インナーバッグ

生協特別価格 1,958円（税込）

パソコンバッグ

生協特別価格 2,676円（税込）

･ 外部からの衝撃吸収性能
の厚みがありながらも軽
量なインナーバッグ
･ ケース表面は撥水性に優
れた素材を使用

･ すっきり薄型コンパクトな
バッグ

・ 肩にもかけられる伸縮する
ハンドル

（※詳細は同封のチラシをご参照下さい）

※画像と商品詳細は変更される場合があります。
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大学の学内LANに接続するためには、①「コンピュータの登録」と②「大学が指定しているウィルス対策ソフトをパソコンに

インストールする」必要があります。ウィルス対策ソフト、Officeソフトは大学より貸与されていますので、①②の初

期設定作業を生協で行いお渡しします。その為一度開封をいたしますので、ご了承ください。

※注：初期設定作業は個人名の登録などがあることから、お支払いの確認が取れてからの作業となります。

です。

※詳細は8ページ以降をご参照下さい。

生協パソコンは大学生活を送るうえで必要な機能がたくさん入って
いて、とても重宝しています！ウイルスソフトもあって安心。トラブルが
起きてもすぐに対処してもらえます！定期的に点検会も開かれてい
るので、パソコンのスピードも常に速くてイライラしません！コンパクト
なサイズなので授業にも楽に持って行けて、とても気に入ってます！

生協パソコンは学内LANへの接続も含めた最初の設定が全て
終わった状態で貰えるので、面倒な設定をすることなく、すぐに使
えたのでとても助かりました。また、学校の近くは住宅地なので電
化製品を扱うお店がなく、市販のパソコンだと壊れた時にわざわ
ざ街の方まで行かないと修理できませんが、生協パソコンは壊れ
た時や困ったときは学校内の生協店舗へ行くだけなのでとっても
便利です。しかも4年間保証で在学中ずっと安心です。

授業の演習でつかう機能がきちん
と入ったものが販売されていてい
るので授業でその機能がなくて困
ることや、演習で自分だけおそいこ
とがなくて助かっています。コンパ
クトでバッテリーが持つので長い
演習時間でも充電せずに最後ま
でもつので充電器を持ち運ばなく
てよくて鞄もすっきり収まって便利
です。スマホの充電をすることので
きるUSBポートがあるのでパソコン
で充電できて夜、充電し忘れたとき
に本当に助かります。

落として画面が割れたり、電源が入らなくなったと
きに大学内の店舗に渡すと修理されて帰ってく
るので、わざわざ遠くの家電量販店に持っていく
必要がなくて助かります。学内のwifiに最初から
つながっていてアップデートもされていて、きちん
とメンテナンスがされているのでいつも快適に使
うことができています。

私は機械が苦手なので、学内のWi-Fiが初めか
ら繋がっている点や、大学生協でしか受けられな
いサポートがたくさんあるのでとても助かりました。
中でも、大学に実際にメーカーの方がいらっ
しゃって、その場でのサポートや修理を受けること
ができるので調子悪いときにすごく助かります。

マザーボードの

パソコン講習会は大学生協におまかせ！

20,000円（教材費込み）
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第一回 mail

知らないと単位を落とす
学内メールの基本4月7日（木）

第五回 Word

Wordを使ってレポートを作成5月12日（木）

第二回 学内LAN

学校でもwifi使える4月14日（木）

第六回 Excel（表の作り方）

・簡単な表の作り方
・表をもとにグラフを作る5月19日（木）

第三回 Word

Wordの基本的な使い方ができる4月21日（木）

第七回 Excel（計算の仕方）

・Excelでの計算の仕方6月2日（木）

第四回 Word

図やグラフなどの挿入4月28日（木）

第八回 PowerPoint

・スライドの作り方
・PowerPointを使ったプレゼンの仕方6月9日（木）

各学科で必要とされるスキルを身につけ、
将来（授業・就職活動）に活かそう！

パソコンについて基本操作を学び、日常生活
の中にパソコンを活用する時間を持とう！

開催予定スケジュール（全八回）

【パソコン講座について】講座形式、もしくはグループ形式
※開講時間は6時限（18：00～19：30）です。
※講座を行う会場（教室）は学内の教室もしくは生協の喫茶室を予定しています。

※講座日程、講座内容は上記から変更する場合があります。
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