
「総合申込書」のご注文方法
受付期間：２０１8年12月22日（金）～４月16日（月）
※受付期間以降は各店舗までお問い合わせください。

【ご注文】下記の２つのいずれかの方法でご注文ください。

「総合申込書」に必要事項をご記入の上、
上記番号までFAXしてください。

◆インターネットで　PCから　https://www.knu.jp/store/
◆FAXで ０７８-４５１-８６４７

新入生サポートセンター・住まいの何でも相談コーナーでも、
お申込・お支払いいただけます。

～みなさんの新生活STARTを全力でサポートします～

入学関連
商　品

新入生サポートセンター
期　　間：1月15日（月）～1月31日（水）
場　　所：学友会館北館2階
連　絡　先：078-441-7910
営業時間：平日　10：00～16：00
　　　　　土・日・祝 休み
期　　間：2月13日（火）～3月31日（土）
場　　所：学友会館北館2階
連　絡　先：078-441-7910
営業時間：平日　10：00～16：00　
　　　　　土曜　10：00～13：00　
　　　　　日・祝 休み

（上記期間以外は 078-451-1371）

下宿生活なんでも相談コーナー
場　　所：iCommons4階
　　　　　ブックカフェ サービスカウンター内
期　　間：2017年12月18日（月）～３月31日（土）
営業時間：平日　11：00～16：00　
臨時営業：2018年2/17・18・24・25・
　　　　　3/3・4・10・11・17・18・21・24・25・31・4/1
　　　　　（但し、10：00～16：00）
連　絡　先：078-441-7903
メールにてのお問い合わせは info@knu.jp まで

住まい探し/新生活用品/新学期用品/PC/
電子辞書/ミール＆テキストカード

各種
ご相談

甲 南 大 学

入学準備
Guide BOOK 2018

全キャンパス共通版

ご入学までに必要な手続きのご案内です。
よくお読みいただき、

お早めにお手続きください。

新入生の方・保護者の方へ

甲南大学生活協同組合は、甲南大学内の福利厚生の運営を委託された生活協同組合です。

甲南大学生活協同組合
お
問
い
合
わ
せ

■新入生サポートセンター
１/15（月）～１/31（水）

２/13（火）～３/31（土）

上記期間以外は　TEL：078-451-1371

平日 10：00～16：00　TEL：078-441-7910
場所：学友会館北館２階　土・日・祝 休み
平日 10：00～16：00　TEL：078-441-7910
場所：学友会館北館２階　土曜 10：00～13：00　日・祝 休み

必ず生協加入登録が必要です。同封の「生協加入登録用紙」にご記入いただき
返送いただくか、WEBからご登録ください。手続き締め切りまでに
WEBにて登録いただいた方には、学生証に300円チャージいたします。

重要
※ご注意　加入登録を怠ると、教科書購入時に組合員割引が出来なくなったり、大学生活に必要な生協からのご案内が届かない恐れがあります。

加入登録は
こちらから→
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はじめまして、
甲南大学生協です。
合格が決まったら入学準備は「新入生サポートセンター」から始まります。
甲南大学入学にあたって必要な住まいや教材などすべてを揃えることができる、

「合格者・保護者説明会」or「新入生サポートセンター」へご来場ください。

甲南大学生協は、
甲南大学から●住まい探し●新生活準備（入学準備）●学生食堂●教科書販売など
学生の福利厚生充実のための業務委託を受けています。
毎年「新入生サポートセンター」を開設し、入学準備のお手伝いをしています。
ぜひご活用ください。

学長から新入生・保護者の皆様へ
甲南生協理事長から新入生・保護者の皆様へ

大学生活の準備
●スケジュール
●入学準備費用
●合格者・保護者説明会
●よくあるご質問にお答えします
●新入生サポートセンターご案内

CONTENTS

1

共済・保険への加入
●学生総合共済とは
●給付事例・実績
●加入方法

CONTENTS

3

食生活の準備
●大学生の食生活について
●「KoCoCa」ミール＆テキストカード機能について

CONTENTS

4

学びの準備
●教科書購入のご案内
●生協お勧めパソコン＆電子辞書のご案内
●パソコン講座のご案内

CONTENTS

5

大学生協への加入
●甲南大学生協とは
●組合員になるとできること　
●学生証・KoCoCa（Konan Coop Card）について

CONTENTS

2

甲南大学への入学準備は
「合格者・保護者説明会」or

「新入生サポートセンター」から始まります。

「合格者・保護者説明会2018」生協主催
９：30～14：00　参加費無料
・推薦合格者対象　１月20日（土）・21日（日）
　甲友会館大ホール
　iCommons １F Hirao Dining Hall （学食体験）
・一般合格者対象　３月17日（土）・18日（日）
　１号館142教室 
　iCommons １F Hirao Dining Hall （学食体験）
※マネジメント創造学部の方は、
　大学主催のオープンディーにご説明させていただきます。

合格者・保護者説明会のお申し込みは…

合格者・保護者説明会
来場予約QRコード▶

お申し込みはこちらまで。ご来場は、ご予約の上お越しください。
右のQRコードからご予約ください。
先着300名様にて締め切らせていただきます。

昨年度合格者保護者説明会参加者数
1,440名

◆ミニ合格者・保護者説明会（上記にご参加いただけなかった方）
　開催時間：10：00～13：00 （学食体験含む）
　１月22日（月）文学部・法学部　　　１月23日（火）経済学部・経営学部　　　１月24日（水）文学部・法学部
　１月25日（木）経済学部・経営学部　１月26日（金）理工学部・知能情報学部
　※１月ミニ合格者・保護者説明会開催場所：iCommons４F Book Café（予定）

　３月12日（月）文学部・法学部　　　３月13日（火）経済学部・経営学部　　　３月14日（水）文学部・法学部
　３月15日（木）経済学部・経営学部　３月16日（金）理工学部・知能情報学部
　※３月ミニ合格者・保護者説明会開催場所：iCommons４F Book Café（予定）

◆新入生対象：甲南大学自治会中央委員会新入生勧誘対策委員会主催
　新入生歓迎オリエンテーション（予定）
　３月17日（土）・18日（日）　14：00～16：00　iCommons１F Hirao Dining Hall South（予定）

先輩からの一言アドバイス！ 先輩から新入生へのメッセージ
学校は狭いけど、友達がいっぱいできるいい学校です！ 経済学部（女）
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「授業とサークルは両立するの？」
「アルバイトはみんなやってるの？」
など甲南大学の先輩が自らの経験
からお話しします。

大学生活の疑問や
不安に先輩サポーターが
お答えします。

「一度、相談してから入学準備を」とお考えの皆さまは、
新入生サポートセンターへご来場ください。ご入学が決まったら…

学生総合共済への加入手続きの際に必要です。
ミール＆テキストカードの定期オンラインチャー
ジの手続きに必要です。

★ご注意
《お車でのご来場について》
大学には駐車場がありません。申し訳ござ
いませんが大学周辺のコインパーキングを
ご利用ください。

ご来場時に
ご持参いただく物

●保護者の方の
　銀行口座番号が確認できるもの
　（預金通帳、キャッシュカード）
●銀行印

◎加入手続（生協と共済） 詳細→P20～35
甲南大学生協の店舗等をご利用頂くにあたり、生協へ加入していただく必要があります。
未加入の場合、各種のサービスをご利用いただけません。
大学生活２４時間をサポートする「学生総合共済」へご加入ください。
生協斡旋のアパート、下宿をご希望される方は、共済への加入をお願いしています。

◎住まいの斡旋 詳細→別冊「住まい探しは大学生協だよね！！」へ
甲南大学生協の管理アパートは約2,000室（150棟）、食事付き学生会館もご紹介しております。
ご希望条件に合うお部屋を、アドバイザーが同行してお車でご案内いたします。契約も当日中にできます。

◎新生活用品の申込
◎オススメ教材・教科書購入方法の説明
教科書購入の説明 詳細→P51
授業開始から使用する教科書の購入方法について、ご説明いたします。

パソコンのご紹介 詳細→P52～61
大学生活には必需品です。大学生協オリジナルモデルをご提案いたします。

電子辞書のご紹介 詳細→P68～72
第二外国語（独語・仏語・中国語・韓国語）と大学の専門の授業に対応した、
大学生協オリジナルの電子辞書をご用意いたします。

◎ミール&テキストカードのお申込み 詳細→P26～27、P44～P49
一日当たり一定額の食事利用が出来るミール&テキストカードをご紹介いたします。
生活費の中で削られがちなのが食費、でも健康に過ごすためには、確実に食べることが大切です。

◎講座申込み
社会人になるために
大学生活4年間はあっという間です。今から卒業時に求められる能力を身につけましょう。
そのスタートとなる各種ご提案をさせていただきます。

●パソコン講座  詳細→P62～63
●自動車運転免許詳細 詳細→P75

◎その他
疑問・不安にお答えします。
まずはご来場のうえ、お問い合わせください。先輩学生のアドバイザーが経験を踏まえて、
また各種の情報をもとに、お答えいたします。

■安全安心の住まいの提案

■甲南大オリジナルパソコン

■電子辞書

■食生活をサポート「ミール＆テキストカード」

■パソコン講座

■自動車運転免許

合格が決まってから入学式
まであっという間、忙しい中
で準備は大変です。甲南大
学生協では、必要なモノ全て
を揃えることができる「新入
生サポートセンター」を大学
構内に開設しています。

揃えられるもの

生協&共済 インターネット住まい 大学推薦
パソコン

食事
（ミール＆テキストカード）

生活用品
（家具・家電）

講座
（パソコン・英語）

電子辞書

ひとり暮らし

住まい
インターネット
生活用品

生協＆共済
大学生協推薦パソコン
食事（ミール＆テキストカード）
講座（パソコン・英語）
電子辞書

通学

自宅生

新入生サポートセンター 合格者・保護者説明会
ここが
ポイント！！

入学後すぐにパソコンで履修登録
するのをご存知ですか？教科書は
どうやって買うんでしょう？これも
心配ですよね。多くの新入生が
KoCoCa※を利用しています。

教科書・教材の
購入方法をご案内します。

※学生証に生協電子マネー機能がついています

「甲南大生はどの辺に住んでいる
の？」「平均的なお家賃は？」「周辺の環
境は？」ネットではわからない生活情
報も先輩サポーターは知っています。

住まい探しのご相談を
先輩サポーターが
お手伝いします。

ひとり暮らしされる方は家具・家電
など生活用品もサポートセンター
で注文できます。

保護者の方にお願いしたい
生協共済加入や
教科書費用事前入金など
必要なモノが
すべて準備できます。

ご来場は必ずインターネット、スマホよりご
予約のうえ、ご来場ください。ご説明に最大
２時間は必要ですのでお時間に余裕をもっ
てご来場ください。
https://www.knu.jp/start/center/

新入生サポートセンターへのご来場は…

重要！

大学生活アドバイザー

◎「新入生サポートセンター」でできること一覧

◎新入生サポートセンター営業日程
【期 間】１月15日（月）～１月31日（水）
【時 間】平日10：00～16：00

土・日・祝休み
【場 所】学友会館北館 ２F

【期 間】２月13日（火）～３月31日（土）
【時 間】平日10：00～16：00　土曜10：00～13：00　

日・祝休み
【場 所】学友会館北館 2F

●学友会館北館2F●学友会館北館2F

●5号館1FCaféパンセ●5号館1FCaféパンセ

新入生サポートセンターへ
ご来場ください！ 大

学
生
活
の
準
備

1年生のうちにしておいたら良かったと思うこと
もっといろんなサークルとか入っとけばよかった！ 文学部（女）

先輩から新入生へのメッセージ
やろうという気持があれば何にでもチャレンジできる機会があります。 経済学部（女）
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m e s s a g e  f o r  y o u

　みなさん、ご入学おめでとうございます。甲南大学はみなさんを心から歓迎いたします。
甲南大学のキャンパスは、国際都市神戸の地にあり、本物の文化に触れることができるめぐ
まれた教育環境で、自由と自立の精神、品格があり、明るくさわやかな学生気質が育ってい
ると自負しております。2017年９月に新しい複合施設iCommons（KONAN　INFINITY 
COMMONS）が竣工しました。iCommonsには、甲南大学生協が提供している学食、コンビ
ニ、ブックカフェ等があり、学生生活を豊かにしてくれる機能がたくさんあります。
iCommonsを結節点とした岡本キャンパスは、学生同士がつどい、語らい、刺激し合い、融
合する場としてちょうどいい大きさになっています。また、ポートアイランドと西宮北口に
広げた両ウィングは更なる広がりの場を提供しています。
　学内には、多くの研究・教育関連センターがあり、みなさんの個性を力にして確かな知力
と人間力を伸ばす支援を行っていますが、甲南大学生協にも、みなさんの大学生活をきめ細
かくサポートいただいております。
　2019年には学校法人甲南学園が創立100周年を迎えます。甲南教育の新たな100年に向かっ
て、甲南大学は教育の質のさらなる向上を図っていきます。みなさんには、つながる力・創
造力を発揮し、融合力を磨き、個性を力にできる人になってほしいと思います。
　甲南学園の創立者平生釟三郎は、「正志く 強く 朗らかに」行動することの大切さを言
い、「世界に通用する紳士・淑女たれ」と説きました。皆さんが、毎日の講義やゼミ、実験
というような正課の学習だけでなく、サークルや体育会、文化会の課外活動、等々でも甲南
大生らしく、品格をもって伸びやかに躍動し、甲南大学の4年間で大きく成長されることを
願っています。

甲南大学で
個性を力にできる人に！

甲南大学長　長坂　悦敬

m e s s a g e  f o r  y o u

　新しく甲南大学の学生となられるみなさん、御入学おめでとうございます。
　入学式の式辞など、これから何度も甲南学園創設者・平生釟三郎という名を耳にされるこ
とと思います。また、平生釟三郎のことばも学内いたるところで目にします。「正志しく　
強く　朗らかに」は、最も大きく描かれたもので、入学後、すぐ目にするひとが多いのでは
ないでしょうか。また、正門からまっすぐ進んだ道が左に曲がるあたり、１号館の前には
「常に備へよ」という碑があります。それぞれがどのようなことを意図したものなのか、こ
れからの甲南大学の学びの中で、自ずと理解していただけるものと思います。
　このような、文字になった、人のことばは、簡単なもの・こととして受け止められがちで
す。しかし、これらを実際に、自分の日常生活に当てはめて実現させることは、案外難しい
ことでしょう。甲南大学で学ぶ誰もが実現させる、となればなおさらのこと。
　日常生活をいかに充実したものにするかは、毎日の些細なことの積み重ねです。すべての
甲南大学生を対象に、入学から卒業まで、日ごろの学生生活のお手伝いをさせていただくの
が甲南大学生協です。住まい探しから始まって、学生生活に不可欠な教科書・参考書を始め
とする書籍・文具、そして何よりも食事。さらに、保険・旅行・運転免許・資格取得など、
学生生活全般にわたることを扱っています。
　食堂の使い方、教科書の買い方、授業の空き時間を過ごす場所、過ごし方など、入学直後
は、学内のどこに何があり、何をどのように使うのか、迷うことが多いと思います。遠慮せ
ずに、一人で、また、仲間を作ってあちこち「冒険」してみてください。
　すべての新入生が、一日も早く甲南大学での生活に慣れ、充実した学生生活が送れるよう
願っています。

甲南大学合格、
おめでとうございます。

文学部教授　都染　直也
甲南大学生活協同組合　理事長

大
学
生
活
の
準
備

1年生のうちにしておいたら良かったと思うこと
時間割についてもっと理解しておけばよかった。/留学計画。 文学部（女）

1年生のうちにしておいたら良かったと思うこと
もっと検定などの勉強をするべきだった。 経済学部（女）

6 7



人との
つながりが
出来る

自分の力に
なる

様々な
経験をする
（積極的に
行動する）

《新入生の方へ》入学準備、その前に。
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大学生活を豊かにできるかは、これからの皆さんの行動次第
先輩が4年間歩んできた道。
その中での気づきは、きっとあなたに充実した大学生活を送るためのヒントを教えてくれるはずです。
入学したいまだからこそ、先輩の声に耳を傾けてみてください。

「自分の体験をもとにした、新入生へのアドバイスと自分語り」
　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。新しい生活
に胸をふくらませつつも、期待や緊張、不安といった様々な感
情がひしめき合っていることと思います。今思い返してみれば
自分も、入学当時は上手くやっていけるのか不安でしかたな
かったです。ですが、終わってみれば私の大学生活はとても充
実していて楽しいものでした。
　大学生活を充実させるうえで私が大切だと思うことは、簡単
に言えば、「積極的に様々な事に取り組む」ことだと思います。
私の場合、入学したての頃は、履修登録の方法や授業のことな
ど、わからないことだらけで“不安”でした。なので、同じ学部の
人や、クラブでの仲間、先輩にたくさん相談し、助けてもらいま
した。私は、“不安”というものは見方を変えれば、人とつながる
ことが出来るチャンスでもあると思います。自分から積極的に
話しかけていく一歩を踏み出すことができれば、そこに繋がり
が生まれ、大学生活だけでなく、卒業した後もつき合いが続く、
大切な友達になります。皆さんも、わからないこと、不安なこと
があれば積極的に話しかけ、つながりの輪を大きくしてほしい
です。きっと力になります。

　さて、私は教師になって3年目ですが、大学生活での経験が
今の生活に大いに役立っています。大学時代、私は様々な事に
取り組んでいました。教員資格を取るという事もあり、勉強面
では、同じ学部の生徒の倍近い単位を修得する必要もありま
した。勉強だけでもかなり大変でしたが、クラブとして歌舞伎
部にも所属し、自分の出来る範囲で活動に参加していました。
さらに、アルバイトもしたかったのですが、学外でするのは大変
だったので、学内の生協で随分とお世話になりました。なぜそ
こまで頑張れたのかと問われると、様々な経験がしたかったか
らだと答えます。「人生の夏休み」と言われる大学生活。いろん
な経験をしなきゃもったいない。その思いで頑張ることが出
来、そこで得た経験が、人生の宝物となり、今の生活で生きて
きています。
　皆さんには、大学生活はもちろん勉強が大切ですが、遊ぶと
きには遊んでほしいです。（もちろんけじめをつけることは大
切ですよ）私も友達とよく遊んでいました。遊ぶことで得られ
た経験も含め、すべてのことが社会に出てから必ず役に立ち
ます。大学での4年間は過ぎてしまえば本当にあっという間で
す。大学生活が充実した楽しいものになるかどうかは皆さん自
身にかかっています。ぜひ楽しんでください。

　私は現在、関西の地方銀行である池田泉州銀行で働いてい
ます。
　大学へ入学した頃は就職について全く考えていませんでし
た。４年間という長いような短いような大学生活での出会いと
経験は私を成長させてくれました。
　入学式、大きな期待と少しの不安を持ち、甲南大学へ向かい
ました。サークルや部活の勧誘をしている先輩方に授業のアド
バイスや施設の案内をしていただきました。大学生活1日目か
らとても温かい雰囲気を感じることができ、大学生活が楽しみ
になりました。サークルにも入り、アルバイトに励み、毎日充実
した時間を過ごしていました。
　大学２年、ゼミの活動が始まりました。私は発表したり考えた
りすることが苦手で、なんでも人任せにしてしまう性格を変え
ようと思い、仲間と一緒に学習し悩んで発表する力を身につけ
ることのできるＩＴとコストマネジメントのゼミに入りました。私
たちは「大学生にコーヒーブームをおこす」というテーマのも
と企業との共同研究を行いました。その中でアイディアを生む
難しさと理想と現実のギャップに悩まされました。そこで、市場
のニーズを把握するため約４００人の大学生からアンケートを
とり、関西の大学１０校を訪問したり、実際にカフェを調査しま
した。それらをもとに課題を見つけ話し合い、「大学生にコー
ヒーブームをおこすには図書館で勉強している時である」とい
う提案をしました。研究の発表を甲南大学経営学部研究報告
会においてプレゼンテーションを行い、上位に入賞することが
できました。そして、いま私たちの提案が実現し、甲南大学の図

書館にはコーヒーを楽しむことができるスペースが設けられて
います。
　このような経験から、仲間と一緒に協力し合うことの大切さ、
人に伝えることの難しさを学びました。私は課題について考え
て提案していくことにやりがいを感じ、将来は自ら何が必要か
を考え、お客様に提案をしていけるような仕事がしたいと思い
ました。
　就職活動では、大学3年の夏には金融機関のインターンシッ
プに参加し、銀行業がどのようなことをしているのか知ること
ができました。幅広い世代のお客様と関わることができ、大切
なお金を扱うことでお客様のライフプランに提案ができる仕
事だと感じました。学生時代に培った経験を活かし、お客様か
らの相談に乗り様々な提案をして喜んでいただけるような銀
行員になりたいと思いました。関西で生まれ育った私は仕事を
通じて地元の人々のため、地域の発展のために貢献したいと
思い、幼い頃から親しみのある池田泉州銀行を志望しました。
これから私は、お客様の立場に立って考え、笑顔になっていた
だけるよう、知識習得に励んで、信頼される銀行員を目指して
いきます。
　これから大学生活を経験する新入生のみなさん、４年間は
あっという間に過ぎていきます。出会いは大切にし、何事にも
興味を持ち、少しでも気になったら積極的にすぐに行動をして
みてください。たくさんの経験を重ねて、充実した大学生活を
送ってください。

歌舞伎部旅行 in 沖縄

歌舞伎部の公演 歌舞伎部の公演

甲南大学 経営学部 経営学科 Ｈ２７年卒
谷口　由佳（たにぐち　ゆか）

近藤　稔晃（こんどう　としあき）
仁川学院高等学校卒
2008年甲南大学入学
2012年卒業
2014年大学院卒業
豊能地区内中学校　数学教師

大
学
生
活
の
準
備

生協の好きなところ
基本、何か忘れても、何でも買える。 経営学部（女）

生協の好きなところ
若干安いこと、コンビニなどよりも（お湯など）自由な雰囲気。 文学部（男）
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支
え
る
四
年
間
。

見
守
る
四
年
間
。

「自立」支援を
応援してください。

本人と卒業後について話し合っていますか？

卒業生の就職状況　知っていますか？

いろいろな経験をさせようとしていますか？

本人が何をしたいか知っていますか？

　大学生活の第一の目的は自ら考え
学ぶことですが、それにくわえて社会
に出るための準備を４年間でするこ
とが必要です。４年間をどう過ごすか
は基本は本人次第ですが、保護者の
関わり方でその中身は大きく変わっ
てもきます。

チャレンジを応援してください。
　活動範囲や交友範囲が広がることで、いろいろな情報や
人に触れることになり、そんな中で自分がやってみたいこ
とや、目指すものが具体的になってきます。ボランティア活
動や留学、大学院への進学を考えることもあるでしょう。
また、いろいろな資格取得を目指すこともあるでしょう。
　たしかに最初から目標をもっている学生も数多くいま
すが、いろいろな関わりの中で良い意味で目標は変わって
いくこともいっぱいあります。そういったときこそ、チャレ
ンジすることを応援してください。

卒業後に向けて
　１年生の時から、卒業後の進路について一緒に
考えてください。ただし、まずは本人が何をしたい
のか、どういった仕事を目指しているのかきちん
と聞いた上で、アドバイスしてあげてください。本
人にとって一番身近な社会人は保護者の方です。
　また、どこ（土地）に就職するかについても、
保護者がいる「地元」で就職して欲しいとの希望
をお持ちの保護者の方が増えています。しかし、
地域によっては就職状況が厳しいところもある
ので、単に「地元」にこだわることがないように、
まずは本人の希望、目指していることについて
話し合うことが大切です。

最初は簡単なことから始めましょう。
　近年、生協への保護者の方々から電話が増えています。
　例えば…

「生協から購入した商品が壊れたので、子どものところに行って修理して欲しい」
「○○を申し込んだが、本人が利用しないと言っているのでキャンセルしたい」「子どもから、
いつもはバイトが終わるとメールがあるのに今日は連絡がない。どうしたらいいか？」等。
　初めての一人暮らしですから、保護者の方が心配されることはもっともだと思いますが、
まずは自分でやらせてください。そして、少しの間、待ってみてください。大学生ともなれば
高校時代とは違って、自然と交友範囲、活動範囲も広がります。確かに心配なこともあるで
しょうが、多少のトラブルも自分自身で解決し、いろいろな人と関わることでコミュニケー
ションする力が高まり、人は成長していきます。

入学準備、その前に。《保護者の方へ》 大
学
生
活
の
準
備

生協の好きなところ
内田さん（質問したらおもしろい答を返してくれる生協のスタッフさん） 文学部（女）

生協の好きなところ
週刊誌が10％ＯＦＦで売っている。 理工学部（男）
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入学準備の概要を理解しましょう
入学準備には、大きく4つに分けられます。全体像を押さえて準備内容を理解しましょう。

チェックリストもれなく準備！
　合格試験種ごとに行うべき時期も違ってきます。締切日が設定された手続きのほか、おすすめの
時期もあります。大学や生協の案内物をよく読んで、もれなく準備しましょう。

上手な入学準備のポイント

１ 情報入手と入学手続き
　大学や生協からの書類をしっかりご覧になり、
期日までに手続きをすすめてください。不備など
があると入学できないことがあります。

■　入学金や授業料等の納付
■　宣誓書や調査書類の提出
■　学部によっては課題の提出　など

２ 大学生活の準備関係
　学内での食事や勉学の準備など、大学での生
活に関わる準備です。購入・手配することが多
く、すべて大学生協で手続きができます。

■　共済やミール＆テキストカードの申込
■　教科書やパソコン等の準備
■　各種講座やセミナーへの申込　など

３ 住まい関係（一人暮らしの方のみ）
　一人暮らしをする方は、住まい（マンション）と
その環境を整備しなければなりません。これらも
大学生協にて手続きができます。

　大学や生協からの資料をよくご覧になり、準備の内
容をきちんと把握することが大切です。ご兄弟やご近
所にいる甲南大生に聞くのもよいですが、従来とは
違っている場合もありますので、「今年の正しい情報」
を入手しましょう。

合格通知のほか手続きや講義に関わる調査書類な
ど、大学からは複数にわたり書類が届くことになり
ます。見おとしのないよう、注意が必要です。

■　住まいの契約
■　家具・家電など、生活用品を購入
■　インターネットの手配　など

４ 各種行事・ガイダンス関係
　入学前後には、入学式のほか、新入生歓迎行事
や大学の授業を受けるためのガイダンスなど、
様々な行事があり出席が必要です。

■　合格者・保護者説明会に参加
■　新入生歓迎オリエンテーションに参加
■　大学の各種ガイダンスに出席　など

❶準備の情報をきちんと把握する！
　一番の不安は学費や準備に必要な費用です。どんな
費用が必要かを大まかに押さえ、資金を確保しなけれ
ばなりません。大学への入学金・授業料と生協で手続
きできる費用の明細はP12をご覧ください。

❷費用の段取りをしっかりと！

　入学準備は多岐にわたり、いつ、何が必要か、どんな
ものを揃えるべきか、など不安はつきません。また短
期間で準備しなければならず大変。
　「入学準備Guide BOOK」には、毎年、新入生をお
迎えしている大学生協のノウハウ、先輩の体験がいっ
ぱい詰めこまれております。しっかりお読みいただき
ご準備ください。

❸「入学準備Guide BOOK」を
　活用する！

１）大学の入学手続き書類

生協からも入学準備のご案内をしています。
２）生協からの郵送物

種別

情
報
入
手
と

入
学
手
続
き

大
学
生
活
準
備

一
人
暮
ら
し
準
備

行
事
や
ガ
イ
ダ
ン
ス

推　薦

１月

12月 ー ー

1月 ー ー

1月 ー ー

２～３月 ２～３月 ー

２～３月 ２～３月 ー

２～３月 ２～３月 ー

２～３月 ２～３月 ー

12月

３月 ３月 ３月

２～３月 ３月 ３月

３月 ３月 ３月

1月～3月 1月～3月 合格後すぐ

ー ー

1月30日まで

1～3月 1～3月 3月～4月

4月1日まで

２月～３月

3月19日まで

締切日等の詳細は大学からの資料をご覧ください

随時ご確認ください

４月

４月２日

４月

４月２日～4日

４月初旬

４月初旬を予定（ハガキにてご案内します）

４月４日～

４月３日～

３月

一般・
センター前期 センター後期準 備 の 内 容自宅

通学

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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■

■
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■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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ー
ー
ー
■
■
■
■
■
■
■
■
■

甲南大学生協からの資料をしっかり読む

甲南大学の入学手続きを行う

生協の共済に加入する

組合員登録申込書兼共済契約申込書を送付する

ミール＆テキストカード（KoCoCa）を申し込む

預金口座振替依頼書を送付する

学生生活110番を申し込む

大学生向け電子辞書を申し込む

甲南大学オリジナルパソコンを申し込む

【西宮CUBE】新入生パソコンを申し込む

電卓・甲南スポーツウェア・英語学習パック等を申し込む

生協メールマガジンに登録する

【推薦合格者向け】お部屋の予約会に申し込む（お急ぎの方のみ）

【推薦合格者向け】お部屋の予約会で住まいを決める（お急ぎの方のみ）

下宿生活なんでも相談コーナーへ来場予約を行う

生協のホームページで予め、どんなお部屋があるか確認する

下宿生活なんでも相談コーナーで安心の住まいを決める

下宿生活なんでも相談コーナーでインターネットを申し込む

「大学生協のお部屋づくりカタログ」で生活用品を選んで注文する

下宿生オリエンテーション参加申込ハガキを返信する（生協でお部屋を決めた方対象）

転居に伴う諸手続（住民票の転出入・遠隔地健康保険・銀行口座開設等）

引越日を決め、お引越（電気・水道・ガスの開通手続きも必要）WEBで出来ます

行事の開催や日程の最新情報を大学や生協のホームページ等で確認する

【推薦合格者向け】合格者・保護者説明会の来場予約を行う

【推薦合格者向け】合格者・保護者説明会に参加する（1月21・22日）

合格者・保護者説明会の来場予約を行う

自治会主催　新入生歓迎オリエンテーションの来場予約を行う

合格者・保護者説明会に参加する（3月18・19日）

自治会主催　新入生歓迎オリエンテーションに参加する（3月18・19日）

生協オリジナルパソコン無料セットアップ講座に参加する（２月11日・3月28日・29日・30日）

入学式・大学の諸行事に参加する

ミール＆テキストカードを受け取る（学生証と一体型です。入学式の後、学生部よりお渡しします）

電子辞書・電卓・甲南スポーツウエア等を受け取る

ミール＆テキストカードにチャージする

「MY PAGE」に登録する（ミール＆テキストカードの利用履歴が見れます）

下宿生オリエンテーションに参加する（生協でお部屋を決めた方対象４月初旬）

「My時間割システム」に登録して教科書申込書を印刷する

ミール＆テキストカードで教科書を購入する

一人
暮らし

CONTENTS

1 Point ! ［入学準備の概要について］ 大
学
生
活
の
準
備

友達ができたきっかけ
ゼミ・体育の授業・サークル・自治会が同じだった。 経済学部（女）

友達ができたきっかけ
入学式オリエンテーション、同じ授業の子と友達になった。 文学部（女）
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A 将来に必要な資格は、学内講座を活用するのが
よいでしょう。自動車学校は１年生のうちに生協で
申し込みましょう。
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A
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A

A

甲南大学 学生証
学籍番号　11111111

KONAN UNIVERSITY STUDENT IDENTIFICATION CARD
フロンティアサイエンス学部

1987年　4月21日生2013年　3月31日まで有効

生  協  花  子

神戸市東灘区岡本8丁目9番1号西 宮 市 高 松 町 8 番 3 3 号神戸市中央区港島南町7丁目1番20

甲南大学長

大学生活を始めるにあたり、
　共通の不安や疑問をご紹介します。

手続きのこと
入学に必要な手続きは
いつ、どこで行うの？

入学するためには、大学が定めた方法により、「入学金」の納
入、「前期分学費」の納入を完了する必要があります。合格通
知書に同封される『入学手続要項』を熟読し、所定の手続期間
内に手続きを完了するようにしてください。（期間内に手続き
を完了しない場合は、入学を辞退したものとみなされます）

また、入学手続書類等の提出についても求められますので、
大学が定められた期限までに行うようにしてください。

入学手続きは締切日に注意！
間違うと取り返しがつきません。
大学からの資料をしっかり確認を。

手続きに関する詳細は、大学より送付される資料をお確かめください。

病気・ケガ
病気・ケガなど万一の備えはどうしたらよいの？

大学生の病気や事故は想像以上に多いもの。特に最近は自
宅通学の方のバイクや自転車事故が増加しています。学生
の24時間をカバーし、大学と連携した活動を行う生協の共
済にご加入ください。

「学生総合共済」等への加入を
強くおすすめしています。
万一の時は、生協へご相談ください。

いつ、どうやって
住まいを探したらいいの？

下宿生活なんでも相談コーナーで
安心・安全なピッタリの住まいを
選びましょう！

おすすめの学生専用物件をご紹介します！生協管理の物件や
提携する不動産業者物件をご紹介します。退去時のトラブル
等も含め、生協が卒業まで、学生の皆様の立場に立ってご支
援させていただきます。

住まい探し
教科書はどのように準備するの？
費用はどれくらい必要なの？

教科書

詳細は、別冊の「だから、住まい探しは大学生協だよね！」へ

必要なパソコン活用スキルとは、単にWordやExcelなどを操
作できることではなく、情報収集や表現、相手に理解させるプ
レゼンテーションなど幅広く活用できる力です。生協ではコ
ミュニケーションを含め総合的に活用できるスキルを身につ
けるため「パソコン講座」を実施しています。また、故障・修理
時の代替機貸出など、卒業までのサポートが受けられます。

教材のこと・
パソコンは必要ですか？

子供の食生活が心配。
きちんと食べる良い方法は？

ミール＆テキストカード（定期オン
ラインチャージ）を活用し健康な
食生活を送りましょう！

大学生の食生活は、食費節約のための欠食やインスタント食
品の過剰摂取など、心配なことばかり。ミール＆テキストカー
ドは食費を確保すると同時に、生協と保護者の双方がお子様
の食育を行うツールです。ご利用の方には、ホームページで、
お子様の食事や教科書購入の履歴が確
認できます。

お金のこと

詳細はP38～49へ 詳細はP30～37へ

大学では、入学後に履修登録（※）を行い、その授業で指定さ
れた教科書を生協で購入します。ですから、学生１人１人必要
な教科書が違います。つい買いそびれてしまい、授業や試験
に間に合わず大変な思いをすることも…。
購入期間は長いですが、授業に間に合うよう購入されること
をお薦めいたします。混雑緩和のため「ミール＆テキストカー
ド」にて購入をお願いします。

●生協がおすすめする２つの補償制度
１.

２.

学生総合共済（病気やケガに備えた生命共済と
下宿生向けの火災共済の２つがあります）
学生賠償責任保険

（他人への賠償責任を保障）

自宅から通学の方で、約110万円
一人暮らしの方で、約187万円

入学時にかかる費用は大きく分けて次の３つです。

※各種奨学金の手続きは、入学後のガイダンス等で申請方法などの詳細が案内されます。

1.大学への納付金（法学部）……… 約81万円

2.大学生活費用（自宅生）………… 約27万円

3.一人暮らしの準備費用 ………… 約73万円

入学準備の費用は
どれくらいかかるの？

※大学の納付金については、学部、学科、コースにより異なりますので、大学からの資料を確認してください。
※ミール＆テキストカードで教科書・昼食・文具を購入するので教科書等として合計から45,000円分控除しています。
※大学生活費用・一人暮らし準備費用は、全国大学生協連合会「2012年新入生調査報告」のデータから算出

入学準備に必要な費用の目安を一覧表にしました。
（法学部の場合）

区分

区分

一人暮らし
準備

生協出資金

合計

諸費（例：法学部）
施設設備費（例：法学部）
前期授業料（例：法学部）
入学金 300,000 

373,000 
90,000 
48,500 
30,000 

161,000 

36,800 
18,600 
55,000 
36,500 
－
－
－

1,104,400 

300,000 
373,000 
90,000 
48,500 
30,000 

161,000 

36,800 
20,600 
55,000 
73,300 

302,100 
345,200 
82,700 

1,873,200

生協オリジナルパソコン
教科書（例：法学部）
電子辞書（例：法学部）
共済加入
ミール＆テキストカード
４月の生活費
住まい探しの費用
生活用品購入費用
引越等

大学生活費用

費用 自宅生 下宿生

勉学に必要なものは何ですか？
パソコンは必要ですか？

生協オリジナルパソコン・電子辞書などです。
卒業までサポートが受けられる生協が便利です。

入学後、電子マネー「ミール＆テキストカード」で
ご利用いただけます。費用は学部によって違いま
すが約３万円程度です。

どんな資格を取るといいの？
運転免許はいつ取ればいいの？

資格・免許

甲南大学ではキャリアセンターが主催する簿記、宅建、MOS、マスコミ、公務
員など、様々な学内講座が実施されています。３回生になってから、あわてる
のではなく時間的余裕のある１～２回生で取得しましょう。学内講座は大学か
ら委託を受け、甲南大生協が運営しています。
また、自動車学校は大学の近くの学校か自宅の近くで選ぶのが便利です。生
協が案内する大学近くの学校を選ぶと授業の空きコマや放課後を活用でき
ます。取得時期は時間的余裕のある1～2回生のうちをおすすめします。

詳細はキャリアセンターから配布される
「キャリアアップ講座」・同封の「通学で免許を取ろう」へ

生協では、
電子マネー「ミール＆テキストカード」を
使用するってホント？
教科書のほか、すべての生協のお店、自動販売機で
「ミール＆テキストカード」がご利用になれます。

電子マネー

生協の全てのお店で利用できる「ミール＆テキ
ストカード」は、大学内の勉学用のお財布です。
生協内でしか利用できませんので、教科書代や
食費として渡したお金が目的以外のモノに使っ
てしまった！ということがないので安心です。
また、ホームページから利用履歴も確認できま
すから、お子様の日々の生活も確認できます。

※カードを紛失した場合でも、翌営業日から、利用をストップし残高を再
チャージ出来るので安心です。（カード発行手数料は必要）

※卒業時には残高をご返金いた
します。 詳細はP26～27、P44～49へ

詳細はP52～73へ 詳細はP51へ

友達ができるかどうか
とても心配です。

自治会中央委員会主催「新入生歓迎オリエンテー
ション」に参加しましょう！

友達のこと

まずは生協の「合格者・保護者説明会」の後に行われる自治会中央委員会
主催「新入生歓迎オリエンテーション」に参加しましょう。「入学前に友達
が出来る」「頼れる先輩が出来る」と好評です。
また、生協で住まいをお申込みの方は「下宿生オリエンテーション」が
4月初旬に開催されます。「同じ建物で助けあえる友達が出来た」等、
好評です。

新入生歓迎オリエンテーション→3月17・18日
下宿生オリエンテーション→4月初旬

（住まいを決められた方にハガキでお知らせします）

詳細はP3へ

どんな服装で出席するの？
保護者も出席できるの？

新入生のほとんどがスーツです。最近は、保護者も
参加される方が増えてきています。

入学式

入学宣誓式は、4月２日（月）に岡本キャンパス
の講堂兼体育館で行われます。その後、学部
別に分かれて学生証や学生生活を送るための
大切な資料などが交付されます。なお、入学直
後は奨学金の説明会や履修ガイダンスなど大
切なイベントが目白押しですので、忘れない
ように参加してください。

「入学式用スーツは大学生協割引が最安値！！」冊子へ

スーツの購入は、同封の「スーツカタログ」割引クーポンで生
協割引がご利用になれます。就職活動も考えて選びましょう。

食事のこと

（単位：円）

（※）履修登録…履修を希望する授業を登録すること

ご質問にお答えします！
大
学
生
活
の
準
備

友達ができたきっかけ
自治会に入ってから行事を手伝っている内に。 経済学部（女）

友達ができたきっかけ
となりに座った子に話しかけられ、そっから広がった。 経済学部（女）
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21 22 23 2524

１月15日（月）～１月31日（水）新入生サポートセンターオープン

2月13日（火）～3月31日（土）新入生サポートセンターオープン

合格者・保護者説明会
申し込みはお早めに！

推薦合格者の方は本を読むこと、（文字の多
さに慣れる）語学の学習をすることを今のう
ちに心がけましょう。

大学生活準備のポイント
１. 入学前から、甲南大学及び甲南大学生協からの情報を集め、早めに行動しましょう。
２. このページのスケジュール等を参考に準備を始めましょう。
３. 甲南大学生協が開設する「新入生センター」を活用しましょう。

準備の流れを確認しましょう！
合格から入学までの流れは推薦合格でも前後期での合格でも大きく変わりません。

１ 早期に情報収集する （大学：募集要項　生協：この冊子を含む資料）

２ 費用を準備する （大学納付金　生活準備費用　勉学用品費用　教科書代金）

３ 大学への手続きを行う （入学手続き）

５ 入学式への出席準備をする

４ 生協関係の手続きを行う
●出資金払い込み　●組合員登録　●ミール＆テキストカード申し込み　●学生総合共済加入
●パソコン、電子辞書を買う　●自動車学校を申し込む　（●住まいを決める）

●スーツ、靴、カバンの準備（生協の割引クーポンをご利用ください）

★１月のスケジュール（推薦合格者の方）
1月 月

15 16 17 18 19 20 21

22 23

29 30 31

24 25 26 27 28

火 水 木 金 土 日

ご注意！！！
入学までの時間
を有効に使いま
しょう。
一 般 入 試 合 格
者 はこ の 間 も
しっかり勉強を
しています。

入学したらCHECK！
・各種ガイダンスの日程を確認しましょう。
・ミール＆テキストカードに申し込みをしていない人は、
　教科書販売前に生協店舗で学生証にチャージをしておきましょう。
※学生証にはお金が入っています。落とさない、失くさないように注意しましょう。

入学前にCHECK！
□ 組合員登録証の送付　□ 学生総合共済の加入　□ ミール＆テキストカード申し込み
□ スーツ＆鞄・靴の準備　□ パソコン準備　□ 電子辞書準備　□ 通学ルート確認

※入学手続き期限は大学から発行される入学手続き用の資料が最新のものです。
　必ずご確認ください。

推薦入試合格者・保護者説明会

1月22日～26日はミニ合格者・保護者説明会があります。20日・21日に来られなかった方はこちらへどうぞ
22日：文学部・法学部　23日：経済学部・経営学部　24日：文学部・法学部　25日：経済学部・経営学部　26日：理工学部・知能情報学部

一般入学試験　前期日程（～５日）

推薦合格者の方は、各種手続きを早めに済ませ
ましょう。特に組合員登録、ミール＆テキスト
カードお申込み、パソコン、電子辞書の購入は
確実に、お早めに！！ ★４月のスケジュール

4月 月
1

2 3

9 10 11 12 13 14 15

4 5 6 7 8

火 水 木 金 土 日

入 学 後 の 各 種
手 続 き は 生 協
サービスカウンター

（iCommons4階）
までお越しくだ
さい。

★２月のスケジュール
２月 月

1 2 3 4

5 6

12 13

19
26 27 28

20

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

火 水 木 金 土 日

新入生サポート
センター

1/15～1/31
【平日】
10：00～16：00
土日祝休み
学友会館北館2階

2/13～3/31
【平日】
10：00～16：00

【土曜】
10：00～13：00
日祝休み
学友会館北館２階

21 22 23 2524

★３月のスケジュール
３月 月

1 2 3 4

6

12

3月14日（水）～3月23日（金）　一般入試後期日程一括手続き期間

3月14日（水）～3月20日（火）　AO、帰国生、スポーツ、編入学、公募制　第２次手続き期間

3月14日（水）～3月23日（金）　一般入試前期日程　第２次手続き期間

13

19

26 27 28 29 30 31

20

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

火 水 木 金 土 日

１９日以降に入
学準備を始める
方 は 新 入 生 サ
ポートセンター
にお越しくださ
い。
準 備 内 容 を 必
要なものからひ
とつひとつ丁寧
に ご 説 明 し ま
す。

教科書販売（予定） 授業開始（予定）

一般入学試験
後期日程

前期日程
合格発表

後期日程
合格発表

入学式

一般入学試験
前期日程

パソコン無料セットアップ講座

一度相談してから入学準備をとお考えの方は、新入生サポートセンターへご来場ください。

5

3月12日～16日はミニ合格者・保護者説明会があります。17日・18日に来られなかった方はこちらへどうぞ
12日：文学部・法学部　13日：経済学部・経営学部　14日：文学部・法学部　15日：経済学部・経営学部　16日：理工学部・知能情報学部 

2月15日（木）～2月20日（火）　一般入試前期日程　第１次手続き期間

ご来場は必ずインターネット、スマホよりご予約のうえ、ご来場ください。
ご説明に最大２時間は必要ですのでお時間に余裕をもってご来場ください。
https://www.knu.jp/start/center/

大学生活の準備を始めましょう！
大
学
生
活
の
準
備

授業の空き時間は何してる
郊外をウロウロ、図書館で映画。 文学部（男）

授業の空き時間は何してる
部屋で作業したり、パンセでカフェ。 経済学部（女）
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入学準備の概要をQ＆A形式でご紹介いたします。

生活用品

Q 生活用品は、どこでどんなものを準備すればいいの？

　「大学生協のお部屋づくりカタログ」でお申込ください。先輩学生が選び、
開発に関わった大学生活にぴったりの家具・家電が掲載されています。
※家具家電が指定日時にいっしょに配達されます。
※数量利用金額にかかわらず配達料は無料です。
　「大学生協のお部屋づくりカタログ2018」をご希望の方は、お手数ですが
QRコードより入力いただきご請求ください。ホームページからもご注文いた
だけます。サポートセンターでもお渡しいたします。

大学生協の　
お部屋づくりカタログ

▲

A「大学生協のお部屋づくりカタログ」で準備できます。

教材準備

Q 学業に必要なものは何々ですか？
また、それはいつどこで購入できますか？

A 教科書はもちろん、パソコン、電子辞書などが必要です。
新入生サポートセンターや生協各店舗で購入できます。
生協では、教科書の割引販売を行っています。

食　事

Q 食生活が心配、きちんと食べる良い方法は？

　一人暮らしに限らず、学生は食生活が乱れがちです。しっかりとした食事よりも、お金を節約しよう
と、安くて簡単な食事を選びがちです。
　また部活やサークル活動、試験、実習等で忙しくなると食べずに過ごす学生もいるようです。ぜひ
ミール＆テキストカードでお金を気にせず、しっかり食べて充実した大学生活を送ってください。

A ミール＆テキストカード（KoCoCa）で学生食堂をご利用ください。

詳細→P38～49

ケガ・病気

Q ケガ・病気など、万が一への備えは必要？

　大学生活中の病気・ケガ等の何かあったときのために経済的な負担を軽減してくれるのが「学生ど
うしのたすけあい」の気持ちから生まれた学生総合共済です。

A「学生総合共済」等へのご加入をおすすめしています。
詳細→P30～37

新入生サポートセンターにてご相談ください 新入生サポートセンターにてご相談ください

お金のこと・住まいのこと・毎日の食事のこと・などなど
新入生サポートセンターで、先輩学生や生協職員がお答えします。

　教科書・参考書は先生方の依頼を受けて、甲南大
生協が販売しています。自分で受講する授業を決め
たら、10％Offになるミール＆テキストカード（現金
は5％Offです）教科書販売会場にて購入してくだ
さい。

（組合員割引）購入は
生協電子マネーKoCoCaでご利用ください。

詳細→P26～27、P44～49

　甲南大学生のほとんどが自分専用のパソコンを
もって、レポートやデータ処理、情報収集や動画鑑
賞に使っています。新入生も、５割以上の方が入学
までにパソコンを準備しています。

パソコンは持ち運べる自分専用が必要です。

詳細→P52

免許・資格

Q 在学中に取得すべき免許や資格は何ですか？
自動車学校には、いつから通えばいい？

A 英語力を身に付け、パソコンの資格も取りましょう。
運転免許は１年生での取得をお薦めしています。

　英語が不得意・嫌いの方がいますが、それを変え
る大きなチャンスが大学生活の４年間です。卒業の
進路選択の幅をひろげるために、出来るだけ早くか
ら英語力を高める事をしましょう。
　決して留学は「夢」ではありません。

学生のうちに身につけよう、英語力。

詳細→P66～67

　大学生活で一番時間に余裕のある１年生で取得
しましょう。２年生以上は勉強や実習、就活が忙しく
時間が取れなくなります。１年生の前期が一番オス
スメです。

運転免許は１年生のうちに！

詳細→P75

資格受験の
お申込みは生協へ

各種資格は生協店舗にて受験申込が出来ます。「こんな事ができる資格は？」など、
疑問がありましたら生協サービスカウンターにご相談ください。

サポートセンターでのQ&A
大
学
生
活
の
準
備
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POINT！ お伝えしたいこと

大学生協の仕組み

◎甲南大学生協について  ◎組合員が受けられるサービス
◎甲南大学生協への加入方法 ◎学生証・KoCoCaについて

みんなが“協同”して支え合う それが大学生協です
甲南大学生協は、大学生協の中から生まれる様々な「ねがい」を
組合員が力を合わせることで実現しています。

甲南大学生協は皆様から出資金をお預かりし、それをもとに様々な商品やサービスを提供し
ています。また組合員の皆様の意見や要望を生協運営に反映させて、組合員の代がウ生活
をサポートしています。

◎教科書の購入

「大学生協って学内のコンビニや書店みたいなものでしょう？」そう思われている方も少なくないと思います。
ではなぜ「生活協同組合」という名前なのでしょうか。それは本当に必要なものを組合員である学生が選び、
作り、利用していて、ほかのお店とは全く異なる運営組織だからです。常に学生が主体となって考えられた商
品やサービスを扱っているので、大学生活を送るうえで欠かせないものやサービスを受けられるのです。み
なさんの大学生協ですので、より良い大学生活が送れるように積極的に生協活動にご参加ください。

甲南大学生協は組合員の出資金で運営されています。
生協の店舗やサービスを利用するためには、組合員になることが法律で求められています。生協の加入手続
きをしたうえでご利用ください。全キャンパスで学内にある店舗は全て甲南大学生協が運営をしています。

大学生協は　ただのコンビニ、ただの本屋ではありません

甲南大学生協

※全キャンパス内で「お
店」は全て甲南大学生協
が運営をしています。
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授業指定の教科書が
割引価格で購入できます。
（特設会場での
販売です）

◎各種講座の申し込み・受講
専門学校を割引価格で申し込みが
できるだけでなく、学内のスキルアップ講座に
組合員価格で申し込めます。

◎すまい探し
甲南大学から移管を
受けています。
4年間安心して住める
お部屋のみを
ご案内いたします。

◎教習所・旅行の申し込み

自動車教習所、旅行、
レンタカーまで
組合員価格でご利用できます。
クラブ合宿やゼミ旅行なども
相談できます。

◎アルバイト探し
アルバイト探しも生協で！！
近隣の安心なアルバイトが探せます。
もちろん生協でもアルバイトを募集しています。

◎学生証での買い物
学生証にお金を
チャージして買い物ができ、
ポイントがチャージ金額に
変換されます。

◎学生総合共済への加入
クラブ活動、サークル活動、ゼミ活動、
一人暮らしの強い味方。
甲南の学生が一番多く加入している
補償制度です。

◎ひとことカードへ意見を出す
お店への要請から
悩み相談まで
幅広く受付をして
います。

◎店舗の利用
4キャンパス15店舗
どこでも学生証で
利用できるのは、
全ての店舗を生協が
運営しているからこそです。

◎企画への参加
生協が企画する
様々なイベントへ
参加可能です。
※写真は工場見学会

★甲南大学生協からのお願い

甲南大学生協に加入しましょう 組合員になるとできること
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甲南大学生協の正式名称は甲南大学生活協同組合です。大学生協は自分たちの生活を自
分たちで良くしていく組織です。入学準備から卒業までのキャンパスライフを甲南大学生協
がサポートします。また甲南大学生協は業務委託によって大学からの期待に応えながら信頼
関係を築いています。

甲南大学生協は、甲南大学と業務委託契約を結んでいます。
甲南大学から●住まい探し●新生活準備●学生食堂●教科書販売等
学生・教職員の福利厚生をはじめ教育支援や研究支援等の教務委託を
受けています。

◆甲南大学生協の概要（2017年2月末）

　組合員数　　10,173人 （甲南大学生の99％以上が組合員加入をしています）
　出資金額　　279,926千円
　年間供給高　1,044,776千円　　子会社売上187,942千円

入学前の不安は「合格者保護者説明
会」で楽しみに変えましょう。

大学生活に必要なパソコンや電子辞
書等は入学前にご購入できます。

（詳しくは生協のサイトへ）

新しい住まい探しも、住まいの不安も
生協にお任せください。

（下宿生オリエンテーション）

入学後の教科書はもちろん参考書、
様々な本を取り揃えています。教科書
はミール＆テキストカードで！！

教習所、レンタカー、旅行、留学、専門
学校入溝、合宿も組合員価格で利用
できるサービスカウンターへ。

文具・日用品だけでなく、甲南生に人
気のお弁当やお菓子もそろってい
ます。

食堂での昼食はミール＆テキストカー
ドで便利にしっかり食べられます。1年
間安心コースが先輩たちのおススメ
です。

ランチ、夜ごはんやちょっとした休憩、
成人になったらお酒も楽しめます。人
気スポットのPRONTOも学生証で利
用できます。

生協に対するご意見、要望はこの「ひとことカード」へ。
甲南大学生協のこの取り組みは、読売新聞、神戸新聞にも掲
載されました。コミュニケーションツールとして多くの投稿が
あります。
今後も組合員の皆さまと共に運営を進めます。

人気スポットのCaféパンセは甲南
生自慢の場所です。オリジナルの
KoCoCaféNo.836をご賞味くだ
さい。

大学生活に必要なもの、必要なこと、
入学から卒業まで全面的にサポートしています

旧学友会館（2015年12月まで） KONAN INFINITY COMMONS（2017年9月～）

　甲南大学生協は、設立から48年を迎えます。
　甲南大学生活協同組合は1970年1月21日（水）300名以上の賛同者をもって設立されました。
1968年から旧協同組合の状況に対し、学生の需要にこたえきれていないことからの「生活協同組合」の立ち
上げに至りました。
　生活協同組合の必要性を説明するために学生自らが書籍の販売をしたり、「民主的な」「自分たちで作る」
「自分たちで変えてゆける」生活協同組合の立ち上げを多くの学生が賛同しました。当初は利用高が数千万で
したが、あれから47年を経て13億もの利用がある生協に成長しました。また事業内容に関しても幅を広げ、
学生の生活に必要なものは生協ですべて賄えるだけではなく、学びと成長活動など今後を担う学生の未来へ
の投資に関しても生協で提案をできるようになりました。
　23年前には大きな震災があり、学生、近隣の方と共に支援活動に取り組み、店舗の再開の明かりをいち早く
灯すことができました。
　今後も甲南大学生協は、組合員と共に成長する組織であらねばなりません。10年前、20年前ではない「今
の学生」の視点に応えるために組合員の生活を第一に生協活動の発展を続けていきます。

岡本キャンパスでは旧学友会館・学生会館エリアが新しく生まれ変わりました

甲南大学生協とは？ 生協の利用シーン
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必ず郵送してください

生協への加入方法・学生総合共済加入・
組合員登録手続き

甲南大学生協
について

【生協加入方法】

【学生総合共済】

【生協加入方法】

学生総合共済ならびに
学生賠償責任保険の加入方法 学生生活110番の加入方法

【ご加入方法】
『生協加入
　手続きのご案内』
をご覧いただき
手続きをお願いいたします。

甲南大学生協は甲南大学の学生・教職員が自ら出資金を出し合って組合員となり利用・運営し、
大学の中で福利厚生を担っている組織です。
甲南大学生活協同組合定款については、ホームページをご確認ください。
http://www.knu.jp/coop/teikan.html

生協への出資金のお支払いは「合格通知」に添
えられている振込用紙をご使用いただき、学費
等の納付手続きと併せて手続をします。改め
て、生協に出資金をお支払いいただく必要はあ
りません。

出資
●出資金はご卒業など甲南大学に在籍されなく
なった場合、全額返還させていただきます。
※組合員証は登録が必須です！（詳しくは隣の
ページをご覧ください）

生協への出資金のお支払いは大学からの「合格通
知」に添えられている振込用紙をご使用いただき、学
費等の納付手続きと併せて手続きをお願いします。
そして期日までに「生協に加入する」という意思を示
していただくために、「加入登録」が必要です。
加入登録を怠ると、テキストの組合員割引ができな
くなったり、大学生活に必要な生協からのご案内が
届かない恐れがあります。
必ず、組合員登録をお願いいたします。

甲南大学生協では、約99％の学生・教職員が加入いただいています。
皆さん一人ひとりの出資と運営への参加で成り立っておりますので、ご入学の際にご加入ください。

甲南大学内にある店舗は全て生協店舗となり、全てご利用いただけます。教科書販売も生協書籍部で
行っております。
その他、学生総合共済への加入・生協が主催するイベントへの参加などができます。利用

甲南大学生協は組合員自らが運営しています。
総代になる・生協の理事になる・「ひとことカー
ド」に投書するなどの方法で運営にご参加いた
だけます。

運営
●「ひとことカード」は生協店舗内に設置されて
いる投書箱・コミュニケーションツールです。
組合の意見がメニュー・品揃えの改善にも活
かされています。近年では、たくさんの要望や
ご相談の「ひとこと」をいただいております。

生協加入登録用紙

※生協の組合員手続は全員必要です!!

学生総合共済ならびに学
生賠償責任保険・扶養者死
亡保障保険の詳しい内容
についてはこちらのパン
フレットをご覧ください。

【ご加入方法】
『生協加入
　手続きのご案内』
をご覧いただき
手続きをお願いいたします。

学生生活110番の詳し
い内容についてはこちら
のパンフレットをご覧くだ
さい。 【組合員登録・共済手続きお申込み・生協メルマガ登録の期日】

第一次お申込み期日（年内合格の方）…1月31日（水）必着

第二次お申込み期日（一般合格の方）…3月23日（金）必着

左のお申込み期日に
限らず、ご登録・お申
込を忘れない様、ご
入学が決まったらお
早目のお手続きをお
願いいたします。3月23日以降（ ）『生協・共済加入手続きのご案内』の

P16をご覧ください。

生協加入 口座依頼書 Tuoカード加入申込書

ミール＆テキストカード
口座引落タイプお申込みの方
１年間安心コース

学生総合共済（生命・火災）
学生賠償責任保険
扶養者死亡保障保険
お申込みの方

「甲南大学生限定」オリジナル
デザインVISAカードお申込みの方

返信用封筒

甲南大学生協加入手続きのご案内
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甲南大学の学生証はICカードで、甲南大学生協の組合員証と電子マネー機能の
ミール&テキストカード（通称KoCoCa：甲南コープカードの略）として使用でき
ます。学生証と一体型になったミール&テキストカード（KoCoCa）に事前チャー
ジ（入金）することで甲南大生協の店舗で代金支払いの際に現金でやりとりせず
に、教科書、参考書、教材、文具や食品・食堂メニュー等に利用ができる、

学生証はお財布

保護者の皆さまへ

入学時チャージのお願い

　学ぶために必要な教科書・参考書・文具を含む教材をきちんと購入し「学ぶこと・食べる
ことの準備」をしていただくために、甲南大生協では事前に保護者の方からお預かりした
55,000円をミール&テキストカードとして学生証にチャージした状態で新入生ご本人に
お渡しするサービスをしております。チャージ済みの学生証を入学時から持つことで、手
持ちの現金を気にすることなく必要な教科書や参考書、教材など確実に購入できます。

大学生活スタートに際して、教科書・文具・食事の購入費用として
入学時にミール&テキストカードに

55,000円のチャージ（入金）をお願いしています。

■チャージしたミール&テキストカードで大学生活がスタート
　できるととっても便利！

　期日までにお申込み・ご入金の方は、入学式に学生証に事前にチャージされてお渡しできま
すが、期日を過ぎてお申込みの場合は事前チャージされずに学生証をお渡しする場合もござ
います。その場合は生協サービスカウンター（iCommons4階）にて学生証へチャージいたし
ます。
　CUBE・FIRSTの学生様には各キャンパスにて対応いたします。
　期日を過ぎた場合は「生協・共済加入手続きのご案内」Ｐ16をご覧ください。

■勉学と食生活が充実した大学生活を送っていただくために甲南大生協では
【１年間安心コース】事前チャージ＋定期オンラインチャージ（口座引落し）

　をおすすめしています。

■甲南大生協からのお願い

ミール&テキストカード（KoCoCa）とは？

甲南大学 学生証
学籍番号　11111111

KONAN UNIVERSITY STUDENT IDENTIFICATION CARD

フロンティアサイエンス学部

1999年　4月21日生
2022年　3月31日まで有効

生  協  花  子

神戸市東灘区岡本8丁目9番1号
西 宮 市 高 松 町 8 番 3 3 号
神戸市中央区港島南町7丁目1番20

甲南大学長

◎キャッシュレスで生協を利用できます。
◎ポイントがつきます。
事前にチャージ（入金）したミール&テキストカードで書籍や食べ物等の対象商品の代金を支払う
ことで100円に付き1ポイント付与されます。100ポイント貯まると自動的にカードに100円
チャージされます。

◎レジの混雑が緩和されます。
お昼など、みんなが一斉に店舗を利用するので、レジは長い行列ができることもあります。そんな
時もミール&テキストカードの利用で、レジの通過がスムーズになり、混雑の緩和にとても役立ち
ます。

◎My Page（マイページ）で利用履歴を見ることができます。
ミール&テキストカードを使って購入利用した商品の利用履歴を利用した翌日に見ることができ
ます。また、チャージ（入金）履歴や残高、ミール&テキストカードを利用して獲得したポイントの確
認もできます。（保護者の方も見ることができます）

《ミール&テキストカードの利用でこんなメリットが！》

昨年の新入生の
約73%が
利用しました！

55,000円学部の目安については、後日送付の教
科書購入のご案内をご覧ください。どの
授業をとるかで金額が変わります。

前期教科書代の目安
約30,000円 文具など

約5,000円

食事代
1ヵ月1万円×2ヵ月分

＝約20,000円

重要

昨年も新入生の半数以上の方が１年間安心コースをお申込みいただきました！

本人の学生証にチャージしてお渡し
する電子マネーの金額。

学生証と甲南大生協のIC電子マネーの機能が
一体型になっています。

学生証を
受け取ったら（入学後）

マイページを
登録しよう！！

（P48）

甲南大学内だけで使用可能な「生協電子マネー」です。

ミール＆テキストカード（KoCoCa）の利用について
甲南大学生協電子マネー
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甲南大学生限定
オリジナルデザインのVISAカードです！

年会費無料！
※初年度年会費（1,250円+税）無料。

次年度以降は前年度に1回以上の利用で年会費無料。

TuoカードVISAとは？
●生協組合員のためのクレジットカードです。
●学内の生協店舗や国内外の全てのVISA加盟店で
　ご利用できます。

「甲南大学Tuoカード」は、日々のキャンパスライフはもちろん、海外留学や国際学会への参加
など、世界に飛び立つ学生の飛躍を支えるために甲南大学生協が発行しているクレジットカー
ドです。このカードの収益の一部が甲南大学生協から大学基金に寄付され、学生の皆さんの奨
学支援と学習環境の改善などに活用されます。甲南大学生の無限の可能性を支える「甲南大学Tuoカード」。
皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

学長のお言葉

IC定期券としてPiTaPaカードを追加発行できる！

1,000円あたり1ポイントが貯まるの
で現金を使うよりお得です。
ネットショッピングなら最大20倍もの
ポイントもつきます！

ポイントがたまる！
紛失・盗難にあっても、お届け日から
60日前迄さかのぼりそれ以降の不正
使用についてはカード会社が補償。
国内外ともに、紛失・盗難のご連絡は
24時間年中無休で承ります。

安心の保障制度！
使い過ぎが心配なクレジットカードで
すが、Tuoカードなら、5万円・10万円・
30万円からカード利用枠を選択でき
ます。必要に応じて上限金額の変更も
可能です！

利用枠がえらべる！

事前に旅費等をカードでお支払いいた
だくと、海外旅行中の病気やけが等の
アクシデントに備え、最高2,000万円
の海外旅行傷害保険をご用意してい
ます。

海外留学・旅行に！
希望者はカード裏面に顔写真を入れら
れます。顔写真による本人照合が行え
るため、カードの紛失、盗難時に心配な
不正利用を未然に防げて安心です。

写真入りで安心！
全国のコンビニ等で使える、便利な
電子マネー「ID」を搭載したり、有料
高速道路をキャッシュレスで通行でき
る「ETCカード」も追加カードで発行
できます。

電子マネー・ETCも！

IC定期券なら、磁気定期券と異なり、紛失しても再発行できて安心！
●PiTaPaカードとは、改札をタッチするだけで、電車・バスを利用できる通学に便利なポストペイ式ICカードです。
●PiTaPaカードは発行後、各交通機関の窓口でお手続きすると、IC定期券として利用できます。
●PiTaPaカードの利用額は、後日、Tuoカード利用分としてご本人様の指定金融機関の預金口座から引き落とされます。
※PiTaPa定期サービスを提供していない交通機関もあります。
※PiTaPaカードをご希望の場合は、Tuoカードの利用枠は30万円をご選択いただく必要があります。

＜PiTaPaカードお申込み方法＞　Tuoカード発行後に、会員サイト「Vpass」から、追加カードとして簡単にお申込みできます!

「Vpass」については検索！ はじめてのVpass 検索

磁気定期券だと、落とした時再発行で
きず、再度定期代を支払って購入しな
おす必要があります…！
万が一の備えとして、再発行できると
安心です★

保護者のみなさまへ

「大学生にはクレジットカードはまだ早い！」と思っていても、最近ではネットショッピングの普及や、海外旅行や
留学など、クレジットカードが必要な場面は非常に多くなっています。
大学卒業後、社会人となってカード社会の仲間入りをする学生にとって、学生時代にカードの仕組みを知って
金銭の自己管理を身に付けておくことは大切な事です。
Tuoカードは、大学生が持つなら「この1枚」と大学生協が自信を持っておすすめするカードです。

◆大学生がはじめて持つカードとしておすすめしております。

2019年には、学校法人甲南学園は創立100周年を迎えます。
甲南学園の新たな100年に向かって、教育を始めとする研究や学生支援等に注力しております。
甲南大学生協では、この取組みに協力するために、皆様の「甲南大学TuoカードVISA」ご加入に伴う収益の一
部を、甲南大学に寄付させていただきます。是非、 「甲南大学TuoカードVISA」にご加入ください。

◆甲南大学生協は、「甲南大学TuoカードVISA」加入に伴う収益の一部を
　甲南大学に寄付致します。

●学校法人甲南学園は、2019年に創立100周年を迎えます。これに向けて卒業生さまや教職員さま等、甲南
大学に関る方々の大学への帰属意識の向上と甲南大学の更なるブランド力向上を目指し、この度2016年
10月より「甲南大学カード」の発行に至りました。

●「甲南大学カード」は、甲南大学の卒業生、教職員、元教職員、そのご家族の皆様が持つことができる、「甲南
大学ファミリー」の証です。

●カードホルダーの皆様が「甲南大学カード」をご利用になると、その利用金額に応じた提携手数料が三井住
友カード(株)から甲南大学に還元され、教育・研究・学生支援等に活用されます。

◆甲南大学TuoカードVISAは、卒業時に「甲南大学カード」へ切替わります。

＜学生＞ ＜卒業後＞

Tuoカードお申込み方法
生協加入登録手続きのご案内に同封されている『Tuoカード VISA 入会申込書』を
ご準備ください。

【STEP１】　Tuoカード申込書を記入例を参考にご記入ください。
＜お申込みにあたって必要なもの ＞　
下記、本人確認書類のいずれか１つの「氏名・住所・生年月日」の
記載箇所をコピーしてください。
運転免許証（経歴証明証）、健康保険証、パスポート、住民票写し、在留カード　等

【STEP２】　「Tuoカード申込書」と「本人確認書類のコピー」を
　　　　　同封の返信用封筒でご返送ください。

TuoカードVISA

大
学
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扶養者の
もしもに備える

●扶養者が病気や事故により亡くなられた後に発生し、
　負担された学資費用を保障します。
　（詳しくはパンフレットをご覧ください）

扶養者死亡保障保険

　大学生活は、行動範囲や環境が大きく変化し、バイク事故をはじめとする大学生ならではの危険が潜んでいます。このた
め大学入学の時期に、大学生活に合わせた保障制度を選ぶ必要があります。
　生協の学生総合共済は、みなさんが少しづつ掛金を出し合う「保障制度」とすることで、充実した保障によるたすけあいを
実現しています。すべての皆さんが加入しこの制度を活用することで、様々な病気やケガ防止の取り組みにもつながります。学生総合共済学生総合共済 生命共済生命共済

火災共済火災共済

学生賠償責任保険学生賠償責任保険

扶養者死亡保障保険扶養者死亡保障保険

大学に入学したら、大学生向けの保障が必要です。
「学生総合共済」と「学生賠償責任保険」「扶養者死亡保障保険」にご加入することで、

大学生活と日常生活の多くがカバーできます。
学生組合員が加入している共済と保険にご加入ください。

学生総合共済の３つのおすすめポイント
１ 学生にぴったり合った保障内容

1日目から200日までの入院は日額10,000円を保障
勉学研究・サークル活動・アルバイト中など学生生活を国内・海外を
問わず24時間保障します。（生命共済）
詳しくはパンフレット「大学生協の学生総合共済」をご覧ください。

２ 学内の生協窓口（学生会館北館2F総務部）
でサポートいたします。

３ 学生の健康と安全を守る活動
食生活相談会や骨密度測定会を毎年実施しています。

リスク
学生を取り巻く
様々な

学生本人の
病気・ケガに備える

●急性虫垂炎で手術した。
●ケガで100日間入院した。
●旅行中に急病で入院した。

入院・手術・事故通院
など 生命共済

一人暮らしの
危険に備える

●電気ストーブからソファーに引火し、使えなくなってしまった。
●外出中に下宿で盗難にあった。
●洗濯機で水もれを起こしてしまった。

●自転車で通学中に通行人と衝突、
　相手の人には後遺障害が残ってしまった。
●示談交渉サービス付（国内のみ。詳しくは
　パンフレットをご覧ください）

家財の保障・盗難家財保障
借家人賠償責任保障

火災共済

あわせておすすめする保険

他人への
賠償に備える

学生賠償責任保険

他人に対する
賠償

生協の学生総合共済は任意加入の制度ではありますが…

すべての新入生に加入して欲しいのです！

大学生の保障内容を決めるにあたってのポイント！

共済に加入された保護者様の声

共済の窓口では、何らかの事由で加入さ
れなかった方から、加入確認等のお問い
合わせをいただくこともあります。だから
こそすべての方に学生総合共済にご加入
いただき、生協のお店と共済の両面から、
学生生活を総合的にサポートしたいと
願っております。

　保障内容には一長一短があ
り、大学生の生活に合ったものか
どうか確認が必要です。保障金額
の大きさだけでなく、必要な保障
内容が備わっていないと心配で
す。ほんの一例ですが、以下の保
障の内容をお確かめください。

他の保険の保障内容を
確認してください

ご確認

くださ
い

　「親が加入する保険に付帯された保障」や「こども
向け保険」には、お子様が19～20歳を迎えると満期
となるものが少なくありません。他の保障制度への
加入がなければ、何の保障も適用されず危険な「無保
障」の状態になってしまいます。これまでに加入にな
られていたお子様の保障制度について、再度満期日
等をご確認になられることを、強くおすすめします。

こども向け保険などの
満期を確認してください

ご確認

くださ
い

□入院で、200日まで保障されるか
□スポーツの種類について制約がないか
□うつ病などの精神疾患による入院も
　保障対象か
□アルバイト中や海外での病気・ケガも
　保障されるか

学生や父母の声をもとに、病気・事故の実
態を分析しながら保障内容を改善し、学
生組合員や保護者
様の期待に応えられ
る制度を作りあげて
いきます。

学
生

学
生

事故・病気
防止活動

共済制度

学生総合共済

仲間
経験

仲間
経験

加入加入

給付給付

共済金だけでなく、加入者の病気や事故の経験が、
他の人の事故・病気の防止に役立ちます。

学生時代は、いろいろな活動をしたり行動
範囲も広く、どの行動にも危険が伴うこと
が多いです。親としては１つ１つの行動を
把握することはできないので、せめていろ
いろな場合に保障のある学生総合共済に
加入いたしました。　〔1回生の母〕

大学生のための保障制度について

共
済
・
保
険
へ
の
加
入
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加入のパターン

加入方法・お支払い方法

●共済と保険加入おすすめパターンと払込金額（学部生４年用）

重要事項

※甲南大学生協は、学生の生活パターン別に上記のように、生命共済・火災共済・学生賠償責任保険への加入をおすすめします。
※生命共済・火災共済は年払い、２年目以降は契約時に登録いただいた金融機関口座から毎年１回卒業予定年まで振替えます。
※学生賠償責任保険は卒業までの一括払いの保険料です。
※年齢が35歳以上の方・在学中に35歳になる方・留学生・扶養を受けていない方は保障の内容・掛金が異なりますので生協本部事務所までお問合せください。
※扶養者死亡保障保険に関するご質問は大学生協共済・保険サポートダイヤル（通話無料） 0120-335-770 へお問合せください。

※火災共済について
　・生協の学生総合共済加入申込書のコピーを提出すれば不動産業者指定の火災保険に加入する必要がない場合があります。
　　住まいを決めた不動産業者に確認をしてください。「火災共済加入確認書」は生協でいつでも発行します。
　・すでに、アパート・マンションの指定火災保険に加入済みの方は二重に火災共済に加入する必要はありません。「自宅生用」の払込用紙でご加入ください。
　・水もれによる階下の人の家財への賠償は火災共済では保障されないので「学生賠償責任保険」とあわせてご加入ください。
　・自宅生の方で入学後に一人暮らしを始めた場合は、途中から火災共済に加入できます。

●共済証書・学生賠償責任保険加入者証は、別途ご扶養者住所に郵送します。
●証書発行にお時間をいただく場合がございます。証書は未着でも給付申請はできますのでご連絡ください。

加入手続きをおすませください。
※期日が過ぎてしまった場合は下記までご連絡ください。

年内合格者の方
一般入試合格者の方

1月31日（水）までに
3月23日（金）までに

………
… 電話：078-441-7910

同封の「生協加入登録の手続きのご案内」の中に共済の加入方法が記載されています。ご覧ください。

個人情報の取扱い・定款の全文はホームページ http://www.knu.jp/ に掲載されています。

Q&A

実際に給付を受けた方からは、「まさか自
分が…」という声が寄せられています。 
本当に健康が一番です。大学生活は、高校
までと違い、実験や実習、サークルやアルバ
イトと行動範囲がぐんと広がります。生活も
不規則になりがちです。学生総合共済では、
病気、ケガの時の給付だけではなく、病気や
事故を防ぐための健康や安全に関する活動
を行っています。 

Q1
健康に自信があります！
自宅生ですし、 
共済への加入は
考えていないのですが… 

より多くの学生の皆さんに加入し
てもらえるよう、掛け捨て方式によ
り掛金を少なくしています。
学生総合共済には満期返戻金はありま
せん。掛金をできる限り低く抑え、多く
の学生に加入していただきたいと考え
ているからです。共済の掛金はご卒業ま
で給付を受けることがなくても、病気や
ケガにあいながらも、頑張る学生の一
助となっています。

Q4
共済の掛金は
掛け捨てですか？

新入生の新規契約者の火災共済加入者を対象に、
4月入学の場合、2018年3月1日～31日までの
火災・水もれ・風水害・盗難等の事故について共済期
間中の事故とみなして共済金をお支払いする場合
があります。詳しくは全国大学生協共済生活協同組
合連合会のＨＰをご覧ください。

（３月中に払込の場合は、払込
日翌日～3/31まで）

※詳しくは、大学生協窓口まで
お問い合わせください。

Q6
入学５日前にマンションに入居します。
その間の保障はどうなりますか？

必ず他の大学に入学される
場合は生協までご連絡くだ
さい。契約を取消しして、掛
金をお返しいたします。

Q5
共済加入後、
他の大学が
合格したら
解約できますか？

病気やケガも保障する学生総合共
済、ぜひあわせてご加入ください。 
加入されている保険の保障内容をご
確認ください。学生総合共済は、病気
もケガも入院1日目から保障があり
ます。他の保険から保険金が支払わ
れた場合でも共済の給付を減額する
ことはありません。（生命共済の場
合）

Q2
親の保険に
入っているので、 
共済に加入しなくて
いいですか？ 

学研災は、学校行事や大学の認めた課
外活動中の事故が補償対象のようです。
学研災の内容をご確認ください。しかし
大学生になると行動範囲も広くなり、給
付事例をみても日常生活中が多いよう
です。生協の共済＆学賠にも加入するこ
とで、学生生活24時間や第三者への賠
償責任保障そして病気入院保障もあり
安心です。

Q3
大学の“学生教育研究
災害傷害保険”（学研災）
に加入しているので
重複するのでは？

詳しい内容は同封のパンフレットをご覧ください。

学 生 総 合 共 済 普 及 活 動 に あ たって
　当組合では、学生総合共済の普及活動にあたり、かねてから大切にしてきた
次の事項を遵守し、組合員の立場に立った活動に努めます。
１．消費生活協同組合法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、その

他関連法令等および定款を遵守し、適正な普及活動に努めます。
２．保障の内容、重要事項等を組合員の皆さまにご理解いただけるように努め

ます。
３．組合員にご迷惑をおかけする時間帯や場所での普及活動は行いません。
４．万が一共済金の支払事由が発生した場合におきましては、迅速かつ的確な

共済金のお支払ができるよう努めます。

５．組合員の要望・質問などに適切に対応できるよう、担当者の教育・研修に
努めます。

６．プライバシー保護の重要性を認識し、ご契約に関する情報等については適
正かつ厳正に管理いたします。

７．組合員の皆さまのご意見等の収集に努め、今後の制度改善や普及活動に反
映していくよう努めます。

※以上の方針は、「金融商品の販売等に関する法律」（平成12年法律第10号）
に基づく当組合の「勧誘方針」です。

承認番号 １8-６７７５-０１-２０１71130

個人情報保護に関する甲南大学生協の基本方針
私たちは、個人の尊厳と権利を承認することが、自由と正義、民主主義、公正、平和の基礎であり、
協同組合が果たすべき最も基本的な社会的責任であることを認識し、この権利の構成部分であ
るプライバシーに関する権利は、人間にとって最も基本的な人間関係を維持構築するうえで不
可欠であり、人格的生存を支える根底に位置する権利であると考えます。 私たちは、個人情報の
収集、管理、利用、開示、提供のすべてについて、本人の意思がプライバ シーに関する権利として
尊重されることが必要であると考え、個人情報の保護に関する私たちの基本方針とします。

１．私たちは、個人の人格尊重の理念のもとに、個人情報を慎重かつ適正に取り扱います。
２．私たちは、私たちの事業目的の遂行のために必要な範囲で、個人情報を収集・利用します。
３．私たちは、個人情報を保護するために、技術面・組織面において合理的な対策を講じます。
４．私たちは、個人情報を、本人の意思を尊重する適切な措置を講じたうえでなければ、第三者に

は提供しません。
５．私たちは、個人情報について、本人から開示、訂正の依頼があった場合は、本人であることを

確認した上で、開示、訂正します。
６．私たちは、個人情報の取り扱いにあたっては細心の注意をもってあたり、万一事故が発生し

た場合には、迅速かつ誠実に対応します。
７．私たちは、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報保護の意識の向上につとめます。

個人情報の取り扱いに関する事項
■個人情報保護に関する甲南大学生協の基本方針
　私たちは、個人の尊厳と権利を承認することが、自由
と正義、民主主義、公正、平和の基礎であり、協同組合が
果たすべき最も基本的な社会的責任であることを認識
し、この権利の構成部分であるプライバシーに関する権
利は、人間にとって最も基本的な人間関係を維持構築す
るうえで不可欠であり、人格的生存を支える根底に位置
する権利であると考えます。
　私たちは、個人情報の収集、管理、利用、開示、提供のす
べてについて、本人の意思がプライバシーに関する権利
として尊重されることが必要であると考え、個人情報の
保護に関する私たちの基本方針とします。

●

●

●

－

自宅外生（ひとり暮らし）

基本プラン 安心プラン

20,600円 33,600円

75,600円 97,850円

●

●

●

● ●

●

－ ●

充実した大学生活を
過ごすためにも

安心プランを
ご検討ください！

基本プラン
「扶養者死亡保障保険」と「学生生活110番」が
含まれない、大学生活をおくるうえで加入して
おきたい必要最小限の基本プラン。

安心プラン
大学生活や日常での生活を安心して過ごして
いただくための「充実」プラン。扶養者に万が一
があった時の学資費用も保障します。

1

2

学生総合共済 生命共済AF
病気やケガによる手術・入院・事故通院等、
学生本人の病気やケガを保障。こころの病による入院も保障します。

学生総合共済 火災共済KW
火災・風水害・盗難などによる加入者の家財損害や盗難、
借家人賠償責任保障などがあります。

学生賠償責任保険16H
他人への賠償責任を保障。兵庫県・大阪府・京都府・滋賀県の
自転車条例（自転車保険加入義務化）にも対応しています。

扶養者死亡保障保険16W（１口）
扶養者の方が病気や事故により亡くなられた後に発生し
負担された「学資費用」を保障します。

（1年間の共済掛金）12,800円
※2年目からは口座振替

（1年間の共済掛金）2,000円
※2年目からは口座振替

（4年間一括払い）5,800円
※卒業予定年まで一括払い

（4年間一括払い）13,000円
※卒業予定年まで一括払い

１年間の
共済掛金

生協電子マネー
教科書購入等や食堂など生協のお店で使える電子マネー
貯まったポイントは電子マネーとして還元され使えます。

（事前チャージ）55,000円

●

－

●

－

3

4

学生生活110番
大学生活の「困った」時に頼りになる、24時間365日のコールセンター
水まわりや鍵、自転車トラブルには緊急で駆けつけます。
※「自宅外生」向けの安心プラン以外で「学生生活110番」のお申込みをご希望の方は「その他プラン」をお選びいただきお申込みを行ってください。

（4年間一括払い）9,250円
※卒業予定年まで一括払い

卒業予定年
までの会費

4～5月に、教科書購入等や
食堂・購買で使うための電子マネー

卒業予定年
までの
保険料

学生総合共済 ＋1 保険 ＋2 学生生活110番 ＋3 生協電子マネー　の合計払込金額4

同封の「加入申込書＋ゆうちょ銀行（郵便局）払込み」で申込まれる場合は所定の払込手数料が必要です。

保険　の合計金額2学生総合共済 ＋1

自宅生

基本プラン 安心プラン

18,600円 31,600円

73,600円 86,600円

●

－

●

● ●

●

－ －

同封の「加入申込書＋ゆうちょ銀行（郵便局）払込み」で申込まれる場合は所定の払込手数料が必要です。

そ
の
他
プ
ラ
ン
　基
本
プ
ラ
ン・安
心
プ
ラ
ン
以
外
の
お
申
込
み
の
方

※院生の方は別紙添付の
　院生用2年をご覧ください。

商品番号 110 商品番号 111 商品番号 112 商品番号 113
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給付件数
998件

給付金額
57,297,720円

病気入院
189件

病気手術
88件

事故入院
73件

事故手術
64件事故通院・固定具使用

548件

扶養者事故死亡（第１回） 1件
扶養者事故死亡（第２回） 2件

後遺障害 1件
父母扶養者死亡 31件
借家人賠償 1件

大学生活には危険がいっぱい！！

学生賠償責任保険 引受保険会社：三井住友海上火災株式会社（幹事）
取扱代理店：株式会社大学生協保険サービス
引受保険会社：三井住友海上火災株式会社（幹事）
取扱代理店：株式会社大学生協保険サービス

ご存知ですか？

下記のグラフは甲南大学における生命共済2013年4月～2017年3月までの4年間の給付状況です。
大学生活の4年間はいろいろな病気や事故が発生しています。

給付の事例もあわせてご紹介いたします。

学生総合共済ではカバーできない、他人に対する賠償責任を保障します。
“共済”は自分に対しての保障ですが、つい、うっかりして「ごめんなさい」ですまされないことがあります。
学生賠償責任保険は、“共済”では保障できない他人への法律上の賠償事故をカバーするための保障制度です。

学生賠償責任保険の詳しい内容は同封のパンフレットをご覧ください。

事故分類 事故状況 支払保険金

自転車事故
（対人）

自転車走行中、前の歩行者が急に振り向いたため接触してケガをさせた。 17,969,248円
自転車走行中、前方不注意だったため、信号を渡るために止まっていた歩行者と接触してケガをさせた。 11,253,835円
歩道を自転車走行中、よそ見をしていて対向から来た歩行者と接触してケガをさせた。 7,868,728円
夜間自転車走行中、前を歩いていた歩行者と接触。歩行者が転倒してケガをした。 5,050,587円

自転車事故
（対物）

自転車走行中、路肩に停車していた相手車後部に接触して破損させた。 805,800円
自転車でＴ字路を左折する際、ブレーキがきかず前方から左折中の相手車に接触して破損させた。 461,376円

正課の講義中の事故
他の研究室の装置を借りて操作中に誤って破損させた。 140,940円
実験中、他研究室から借りていたポータブルＨＤを誤って落し破損させた。 97,800円

歩行中の事故
駅を歩行中、お年寄りにぶつかり、相手が転倒しケガをさせ、救急搬送された。 288,708円
ショッピングセンター内を歩行中、歩行者と接触し、相手にケガを負わせた。 988,722円

水もれ事故 自室の洗濯機のホースから水がもれ、階下に水もれした。 5,965,184円
スキー・スノーボード事故 スノーボード中にスキーヤーと接触し、ケガを負わせてしまった。 2,835,989円

その他
飲食店の階段を下りる際にバランスを崩し転倒し、巻き込まれた友人にケガをさせた。 736,655円
下りエスカレーターで持っていたスーツケースを誤って落下させ、相手の足にケガを負わせた。 308,238円

全国の大学における学生賠償責任保険支払事例（2016年4月～2017年3月）

加入年度 大学 扶養者 年齢 事故年度 死亡原因 加入口数 支払保険金

病気

2013 私立 父 67 2015 食道癌 ４口 1,546,005円
2014 私立 母 49 2016 卵巣癌 1口 387,000円
2014 国立 母 53 2016 脳出血 1口 387,000円
2015 私立 父 61 2016 脳内出血 2口 774,000円
2015 国立 父 55 2016 心臓性突然死 1口 387,000円

事故
2014 私立 父 54 2016 事故 1口 387,000円
2015 私立 父 52 2016 交通事故 1口 387,000円

扶養者死亡保障保険の支払事例（2016年4月～2017年3月）

●日常生活における賠償事故（国内・海外）
●正課の講義・行事・実習における賠償事故（国内・海外）

＊保険金が支払われた学資費用の内訳は、授業料・教材費などです。

示談交渉サービス付
（国内のみ。詳しくはパンフレットをご覧ください）

大学生協がおすすめする
学生総合共済とともに学
生賠償責任保険・扶養者
死亡保障保険の加入も
おすすめいたします。

自転車事故の加害者
側に高額の賠償を命
じる判決が相次いで
おり、兵庫県では自
転車保険の加入を義
務化する条例が施行
されました。

種類 学年・
性別 分類 内容 入院 手術 通院 固定算定

日数 給付金額
交通事故 2年男性 バイク 摂津本山の踏切を50ｃｃバイクで横断中、線路に引っ掛かり滑って転倒し、左肘骨折し、手術をした。 5日 1回 2日 104,000円

スポーツ事故

4年男性 アメリカンフットボール 試合中に相手選手と激突し、地面に強打し右足首を捻挫した。 8日 16,000円
2年男性 サッカー 練習中に相手選手とボールを奪い合い体勢を崩し腰を捻った。 16日 32,000円
3年男性 野球 ピッチングの練習中、肩に激しい痛みがあった。右肩腱板断裂、右肩関節拘縮と診断された。31日 1回 9日 378,000円
3年男性 日本拳法 部活動の練習中、練習相手と共に倒れ右肘を強打し、右肘脱臼、靭帯断裂と診断された。 12日 1回 17日 3日 210,000円
4年男性 スノーボード スキー場でスノーボードをしている時に転倒し左鎖骨骨折をした。 12日 1回 12日 194,000円
3年女性 バスケットボール クラブでの試合中、シュートした時相手選手に衝突して左前十字靱帯損傷した。19日 2回 50日 390,000円

日常生活の事故 1年女性 学内 茶道室で部活中、足がしびれて立ち上がり、歩き出して足を捻り転倒、右足首靭帯損傷した。 3日 2日 10,000円

病気

2年男性 皮膚疾患 毛細血管拡張性肉芽腫 1回 50,000円
3年男性 呼吸器系疾患 慢性扁桃炎 9日 1回 140,000円
4年男性 皮膚疾患 紅斑症 6日 1回 110,000円
4年女性 眼瞼障害 眼瞼下垂症 1回 50,000円

学生総合共済の給付事例（2016年4月～2017年3月）

甲南大学での共済の給付事例学生総合共済の給付事例
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掛金・保険料等について
いくらかかるの？

　住まい（自宅から通うか、アパートや下宿・寮から通うか）と卒業予定年によって保険料等が異
なります。詳しい掛金・保険料等については同封の「生協・共済加入手続きのご案内」をご覧くだ
さい。

学生生活の様々な悩み・トラブルに対して相談・各種窓口紹介のフリーダイヤル
【安心サービス】と緊急駆けつけサービスを行っています。

　甲南大生協では、学生生活の様々な悩みやトラブルに対して相談・各種窓口紹介のフリーダイヤル【安心サービス】と
緊急かけつけサービスを行う「学生生活110番」への加入をおすすめしています。
　見知らぬ土地で初めて一人暮らしをする新入生の方にとっては、期待も大きいですが、不安も少なからずあるかと思い
ます。また、親御さんにとっても初めて親元を離れて暮らす我が子に対して、心配も多いかと思います。
　見知らぬ土地で何か困ったことになった場合、相談できる場所があったり、誰かが駆けつけてくれたらとても心強いか
と思います。
　甲南大生協としては、特に一人暮らしを始められる学生の方へ強くお勧めいたします。
　　※自宅通学の方もご加入いただけます。家族とお住まいの自宅ももちろん対応いたします。

加入するには
　同封の「学生総合共済パンフレット」、「生協・共済加入手続きのご案内」をよくお読みいただき、
「生協登録・共済・学賠加入申込書」と「払込用紙」に必要事項ご記入の上、ゆうちょ銀行（郵便局）に
て払込みください。その後、「生協登録・共済・学賠加入・扶養者死亡保障保険申込書」を生協に同封
の封筒でご郵送ください。詳しくは「加入の手続きのご案内」をご覧ください。

●一人暮らしの「安心」への備え 学生生活110番

トラブル・アクシデント発生時のサポート 緊急かけつけサービス

水まわり
のトラブル

無 料
蛇口の水もれ
排水、下水の詰り
トイレタンクの故障
配管の破損

自転車の後輪タイヤがパンク
したため、修理依頼。

6,250円→1,000円

カギ
のトラブル

無 料
ドア・シャッター・ロッカー
倉庫・風呂場・トイレ
スーツケース・物置
金庫などの開錠

ガラス
のトラブル

無 料
不注意によるガラス割れ
突風によるガラス割れ

不審者の侵入によるガラス割れ

バイク
のロードサービス

無 料
キーの閉じ込め・キー製作

ガス欠・脱輪・バッテリー上がり
レッカー移動・現場立ち合い

自動車
のロードサービス

無 料
キーの閉じ込め（メットイン）

キー製作
Ｕ字ロック切断
バッテリー上がり

レッカー移動・現場立ち合い

自転車
のトラブル
1,000円（税込）

パンクの修理
カギの開錠
チェーンはずれ

学生生活１１０番に
まずは電話を

学生生活１１０番に
まずは電話を

24時間・365日受け付けます

様々な悩み・トラブルをサポート 安心サービス ※作業費・出張費は無料になります。修理に必要な部品は実費になります。
学生生活１１０番に
まずは電話を

学生生活１１０番に
まずは電話を

24時間・365日受け付けます

こんなときどうする？こんなときどうする？

こんなときどうする？こんなときどうする？

甲南大生の学生生活110番利用の多くは自転車に関するトラブルの出張や相談が多く、特にパンクの修理依頼が多いです。甲南大生で一人暮らしをされる方の多くは自転車で通学されていま
すし、不慣れな土地で自転車屋さんを探すことも困難なことから「入っていてよかった」「とても助かった」という声が多いのも特徴です。

昨年度の甲南大生の実例

学生生活１１０番会費 学生生活の24時間をバックアップする５つのポイント

自転車の修理
風呂場と洗面台と浴室の
排水詰りのため、修理依頼。

22,050円→0円

水まわりのトラブル
39度の熱が出ているため、
病院を教えて欲しい。

無　料

病院の紹介
玄関ドアの解錠依頼。

カギのトラブル

詳しい内容は同封のパンフレット
をご覧ください。
※大学生協の組合員のみ加入で
きます。

４年
タイプ9,250円

学生生活110番は、共済・保険とは別のサービスです。

ライフサポートを最優先し、会費を低く抑え充実した内容にしました。

Point

１ 少ない会費で大きな安心

加入手続きは振り込みで加入できます。大学生協窓口でもカンタンに行うことができます。

Point

5 加入手続きはカンタン

トラブル・悩みについては、解決のために相談窓口・行政機関の案内紹介を含め24時間・365日受付コールセン
ターにて受付対応します。

Point

3 24時間・365日受付コールセンター

アパート・寮などでの一人暮らしはもちろん、自宅生の方も安心して学生生活を過ごすことができます。緊急駆
けつけサービスを、無料または会員価格にて対応します。

Point

4 一人暮らしはもちろん自宅生もサポート

大学生になると行動範囲が広がり、思いがけないトラブルに巻き込まれることも多くなります。

Point

2 大学生にピッタリの内容です

１ケ月あたりわずか１９２円

「急な熱」
近くの病院は
どこ？

台所の床下に
水が溜まった！

詰りによる
逆流が原因でした。
出動・作業費 ０円

本人希望により
ジャバラホース交換
会員価格 1,000円

近くで本日診察可能な病院を紹介。
念のためタクシー会社もご案内します。

相談 0円

困った！が解決！
出動！

困った！が解決！
紹介！

「生協・共済加入手続きのご案内」を
ご覧ください。

生協・共済加入手続きのご案内 学生生活110番学生総合共済パンフレット生協加入登録用紙

商品番号
200

2年
タイプ5,550円

商品番号
220

学生生活110番
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この食生活が続いたら…

《参考資料》
　第52回（2016年）学生生活実態調査　甲南大学データ

未来へつながる「身体」のこと考えていますか？
からだ

　私たちの周りは、いつでもどこでも「食べ物」がある便利な世界になりました。
「なんでも買って食べられるから大丈夫。」でも、本当にそうでしょうか？
　多くの高校生は、成長や健康を考えた家族に食事を用意してもらっていました。でも、大
学生になったら自分で「食事」を用意しなくてはいけません。そのためには、自由な時間・自
由な生活の中でも、しっかりと自分の身体と健康について考える力が必要になります。今の
「食事」が、未来の「身体」へとつながっています。
　一緒に「食事」と健康について考えて行きましょう。

からだ

からだ

　大学を卒業すると、学生は社会に出て様々な方面で活躍するようになります。そのとき、健康的な
からだでいることは何よりも大切です。健康でなければ、毎日の生活はもちろん、夢をかなえたり、い
きいきと仕事をすることだって難しくなります。
　社会に出てから健康で過ごせるかどうか…それは実は大学生の時期の食生活に左右される、と
言っても良いかもしれません。

　食事は、人間の体温の上昇と密接にかかわっています。現代の子供
たちは10年前と比較すると、体温が低い（平熱が35度台）子供が増え
ていると言われています。理由の1つは「朝食」です。

体温が低いまま大人になる
と、免疫力の低下で風邪を
ひきやすくなったり様々な
からだの異常につながる可
能性もあります。

学生の「食」をサポートします。
甲南大学生協が、

サポート1
食堂運営

サポート2
食へのこだわり

サポート3
ミール&テキストカード

CONTENTS

4 Point ! ［この章でお伝えしたいこと］
◎大学生の「食」が大切といわれている理由
◎甲南大生の「食」の実態
◎甲南大生協の食生活サポート
◎ミールカード&テキストカードがサポート

大学生の「食」が大切といわれる理由

◎食事と体温の関係

　大学ではもちろん「学ぶ」ことが大切です。食事を抜きがちだと、勉強にも影響がでることがありま
す。朝ごはんを抜くことで、頭に糖分がいきわたらず集中できなかったり、イライラしたり。
　試験前やレポートなどで忙しくなると、ついつい食事を簡単に済ませてしまったり、食事を抜いてし
まいがちです。普段からしっかりと食べる習慣をつけておくことが大切です。

◎食事と勉強の関係

大学生活4年間は、将来に向けて心とからだをつくる大切な時期です

「朝食」を毎日食べていますか？

食べた
　68.2％

夕食時間が遅い
就寝時間が遅い

お腹が空かない
朝食を食べない

エネルギー源が
なく体温が上が
りづらくなる

体温が1度下がると、免疫力が低くなるといわれています

⇒大学生活は、食生活を整え将来に向けての心とからだをつくる、大切な時間です

⇒大切とわかっていても…大学生活は多忙。甲南大生の食事実態は…

アレルギー

貧血気味

疲れやすい

生理不順

食生活の準備を始めましょう！
気付いて欲しいのです！ しっかりとした「食習慣」の大切さを。

食べていない
31.8％

食
生
活
の
準
備

38 39



　食事は大切…と思っていても、いろいろある大学生活、ついつい食事を抜いてしまったり、簡単に
済ませてしまったり。実際の甲南大生の食事の実態をのぞいてみました。

乱れがちな大学生の食生活を
ミール＆テキストカードがサポートします。

　大学生になると、大きく環境がかわり生活スタイルが変化します。お付き合いや通信費の出費がかさみ、生活費からまず削る
のは「食費」というのが大学生の現状のようです。お金がないから昼食を抜く、1日一食しか食べなかったり、毎日カップ麺しか
食べなかったりなど、どんどん食生活が乱れていきます。ミール＆テキストカードを持っている方と持っていない方の食費の使
い方は１食約50円の差があります。我慢をして食事をしている実態がうかがえます。

●財布の中身を気にすることなくキチンと食事をとることができます。（お金がないからカレーだけ、丼だけ、さらには、
パンだけ、サプリだけ。食事の内容が、財布の中身との関係で決まってしまう、そんな学生さんは少なくありません）
●自分スタイルでカードが使えて便利です。（時間のない時や食堂ホールが混雑している時など、添加物チェックがされ
ているお弁当や焼きたてパンなどもミール＆テキストカードで購入できます）

新入生のみなさんも安心

●保護者の皆様の一番の気がかりは、お子さまの食生活ではないでしょうか？そんな保護者の悩みを解決します。
●ミール＆テキストカードは、教科書、教材そして毎日の食事代などの学内のどこでも利用できます。
●毎月、毎日食べた時間やメニュー名、教科書教材などの2ヶ月分の利用履歴を学生さんはもちろん保護者の方にもご
覧いただくことができます。

保護者のみなさんも安心

　子どもが何を食べたかよくわかり、利用明細を見ながら栄養バランスについて話し合える機会にもなってい
ます。親が思っている以上にバランスを考え、野菜をとらないといけないこともよく気をつけてメニューを選ん
でいることに驚き子どもの成長も感じさせられます。大学生活の中身というのはなかなか見えないものですが、
毎月送られてくる利用明細により、キャンパスライフと成長を垣間見ることができてありがたいです。保護者の声

　やっぱり財布の中身を気にせず、しっかり食べられるのは
ミールカードがあるからです。外食ではなかなか食べられな
い副菜やデザートが食べられるのがうれしいです。自分の体
調や気分でバランスよく食べるよう毎日考える習慣がついて
きました。ちょっぴり成長した気分です。

　サークルやバイトの前に友達と晩御飯を食べる時に食堂
をよく利用します。食堂に行けばバリエーション豊富なメ
ニューがたくさんあってバランスのとれた食事が取れるので
助かっています。バイトやサークルで忙しいとき２食しっかり
食べられるのが魅力です。外で晩御飯を食べると1,000円
ぐらいかかるので本当に助かっています。親に感謝です。

先輩からのアドバイス先輩からのアドバイス

ミール＆テキストカードをご利用いただいている保護者の方からお礼のお言葉をいただきました。

昼

410円くらい

夕

430円くらい 450円くらい360円くらい

月 MONDAY 水 WEDNESDAY 木 THURSDAY 金 FRIDAY火 TUESDAY

欠　食

ある大学生の食生活の実例〈昼食〉

月 MONDAY 水 WEDNESDAY 木 THURSDAY 金 FRIDAY

生協食堂のメニューの一例〈昼食〉
火 TUESDAY

生協食堂はバランスよく、美味しい食事を摂ることができます。
また、定期的に食生活提案を行っており、正しい食生活の知識も得ることができます。

この食生活が続いたら…

アレルギー

貧血気味

疲れやすい

生理不順

このような食生活を続けないために、
甲南大生協はこだわりのメニューを提案しています。

甲南大生の「食」の実態

食
生
活
の
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大学での食生活も生協にお任せください
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☆生協食堂のお惣菜（40円～８０円）例

大学生は、身体機能が充実する時期です。
しかし、親元を離れることや、学生生活の忙しさなど
から、食生活が乱れがちになります。
大学生協では、学生の皆さんがバランスの良い食事
を摂り、健全な食生活がおくれるようミールプリペイ
ドカードを中心とした食生活の支援を行っています。
また、旬の食材、日本の食文化を知る郷土料理など
の提供を通じて「食べることの楽しさ」「食への関
心」「食べ方のノウハウ」を高めていけるよう、様々な
食生活提案をしていきます。

栄養士さんをお呼びして、食生活相談会を行ってい
ます。
他にも、体脂肪測定や骨密度チェックなどを行い、自
分の身体を知り、食生活改善のための知識を学ぶこ
とができます。

好きな時に好きなものを好きなだけ食べるのでは
なく、考えて選んで食べることができるようにと、毎
週の組み合わせ提案を行っています。カロリーや3
群点数や野菜の量を表示し又は基本となる組み合
わせ事例をご提案しています。
この取り組みは、ある院生の方の御要望（たくさんあ
るメニューからどのように選んだらよいか教えてほ
しいという一言カードをいただきました）で実現しま
した。

組み合わせ提案を行っています

毎月様々なフェアを行っています。
皆さんに楽しく食事を利用していただけるように、季
節の旬を生かしたメニューや大学生協のネットワー
クで各地から旬の食材を取り寄せるなどして毎月
様々なフェアを行っています。
今年も楽しいフェアを盛りだくさん準備して、楽しく
食事していただけるようお待ちしています。

おいしい・楽しい！

健康企画・食生活相談会

安心・安全 生協の食育の取り組み
　自分の食べたものにどんな栄養がどのくらい含まれているのか。
大学生協の食堂では、毎日の栄養価の一目でわかるように工夫されています。「今日は野菜が摂れて
いないから、夕食でとるようにしよう。」「昨日、ちょっと塩分が多すぎる食事だったら、今日は控えめ
に。」といった食事の選択もできて、安心です。

甲南大生協のレシートには、３郡点数法によ
る「栄養バランス」が表示されます。
毎食ごとに、食事をしながら栄養価のチェッ
クができるのです。
　↓
生協食堂で食事をすることで「食生活のバラ
ンスを考える力」「自分で食事を選ぶ力」が
身についてきます。

ミールを利用すると「マイページ」で利用の状況を確認できます。「マイペー
ジ」では「何」を「いつ」食べたのか一目でわかる利用履歴を自宅で見ることが
出来ます。ご本人だけでなく保護者の方も見ることが可能です。（マイページ
の登録が必要です）

◎「学食」×「栄養表示」

レシート

マイページ

「バランスの良い食事」が
一目でわかります。

塩分量
１日の摂取目標量…
２０１０年版日本人の
食事摂取基準より
女子…7.5g未満
男子…9.0g未満

３群点数とは？
私達が日常食べている食品を、
栄養の働き別に「３つの食品
グループ」に分けています。
それが赤・緑・黄の食品群です。
食べる量を１点＝８０kcalの
エネルギー点数であらわしています。

エネルギー量
１日の摂取目標量…
２０１０年版日本人の食事摂取基準
（１８歳～２９歳）身体活動レベルⅡ（ふつう）より
女子…1，950kcal
男子…2，650kcal

毎日の食事の履歴／栄養バランスが
一目でわかります。

⇒毎日だけでなく、今月の栄養バ
ランスも確認できます。摂取目
安も出ているので、「野菜不足」
などを自分で意識して、食事を
変えることが可能です。

⇒毎日の食事内容、利用金額、
栄養バランスが一目でわかり
ます。

⇒毎日の食事状況が一目でわか
ります。

⇒月々だけでなく、４月から累計の利用
金額も確認できます。
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新学期に必要なお金を生協にお預けください。

甲南大学にある店舗は、全て生協が運営する店舗となります。
その店舗をご利用いただく際に活躍するのがミール&テキストカードです！！
ミール&テキストカードって何？？
　お買い物のたびにポイントが貯まり、事前にお金をチャージしておく事で
小銭不要、お得で便利な電子マネーです。主に、教科書購入・日々のお食事
に使われております。

1回生の時は、購入する教科書や参考書がとても多いので、高
額な現金を持ち歩くのは不安。ミール&テキストカードなら現
金は持ち歩く必要がなく、紛失時も保障があって安心でした。
※紛失・盗難・カードの再発行についてをご参照ください。

4月・9月の学期始まりはレジに列が出来るけど、ミール&
テキストカードで支払いの場合はレジがスムーズで便利!!
ポイントキャンペーンもあるので、ポイント集めも楽しんで
います。

新学期（4月～5月）ってどれ位お金が必要なの？？
※1日1食（昼食のみの場合を想定）甲南大学生の平均金額＠350～@400

3

新甲南大学生のコウ太君

今月もおこづかいが

足りなくなって…。

お母さんに泣きつく

コウ太君の母から

質問生協さん…

コウ太は何に使ってるのか

わからないんです…。

教科書代って言うんですが

本当に生協さんで

使ってますか？

ミール&テキスト
カードは、
全ての店舗で
ご利用
いただけます。

ミール&テキスト
カードは、
全ての店舗で
ご利用
いただけます。

先輩よりおススメ

親御さんよりおススメ

教科書購入にとっても便利!! お財布の中身を気にすることなく、しっかり食事を摂れるので体調管
理も出来るようになりました。ミール&テキストカードがあれば他の
ものにお金を使ってしまって、食費がなくなった～なんて事もありま
せん。しっかり食べる事で、授業にも集中出来るようになりました。

子供に、教科書代や食費として渡したお金を、目的以外の他のモノ
に使ってしまった!という事がないので安心して持たせています。お
金の管理をするトレーニングにもなっていると思います。
※ＭＹ PAGEにご登録いただくと、日々のお買い物履歴や残金の確

認がパソコン又は携帯にてご確認いただけます！
　（KoCo-Shopのご利用履歴は各々の商品名の履歴はでません。

ご了承願います）

日々の食事の不安解消!

☆生協食堂のお惣菜（40円～８０円）例

ココちゃん

4 新甲南大生のココちゃん

夢の大学生活スタート

今日も

朝寝坊…

甲南大生の

こうめ先輩は

いつも栄養バランス

ばっちり元気いっぱい

    なんで!?

        なんで!?

甲南大学生協には
ミール＆テキストカードが
あるから、栄養バランス
バッチリよ

4 2 1

3

2 1

3

　大学生活が始まり、初めての事にたくさんの不安を抱えられるかと思います。中でも毎日の食費や教科書・書籍代な
ど・・・お金に関する不安は保護者の皆さんが一番に挙げられます。その不安を取り除けるのが「保護者が生協を通じて学
生のミール＆テキストカードにオンラインチャージ(仕送り)ができる」とっても便利なサービスです。チャージされた電
子マネーは、甲南大学内のみでご使用可能なのでご安心いただけます。

①自分の財布の懐具合を気にすることなく、定期的なチャージが可能！
②日々の昼食代などをしっかり確保！　③事前加金の手間いらず！　④特典がいっぱい！

⑤履歴が見られるMY PAGE機能付き！　詳しくは…P48～49

毎日２０種類をご用意しています。※岡本キャンパス基本食堂

★1年間安心コース 定期オンラインチャージの魅力★ 【P46もご覧ください】

お財布の中身を
気にせず、
必要なものを
ちゃんと購入
できます。

55,000円
TOTAL教科書代

約30,000円
学部によって
異なります（ ）

文具など
約5,000円

食事代
1ヵ月1万円×2ヵ月分＝

約20,000円

料
金
プ
ラ
ン

オススメ コース 料金 特典
お惣菜券60枚進呈

（約３ヶ月分）

なし

事前チャージ分
55,000円

事前チャージ分
55,000円

2ヶ月安心コース
（初回　事前チャージ）

1年間安心コース
初回のみ 事前チャージ＋定期オンラインチャージ（口座引き落し）

商品番号
101

商品番号
100

お惣菜券は以下の様なお惣菜にご利用いただけます!

対　象：

使い方：

甲南大学にある店舗は、全て生協が運営しております。全ての学生さんへおススメのカードです。
※大学から配られる学生証にミール&テキストカード機能が付随しております。学生証をミール&テキ

ストカードとしてご利用ください。
※ファミリーマート甲南大学店は甲南大学生協の出資会社である甲南協同ループ株式会社と株式会社

ファミリーマートでフランチャイズ契約しております。
お買い物の際、カードリーダーにカードをのせる。それだけなのでとっても簡単!!
お財布の中身を気にせず、キャッシュレスでスムーズに毎日のお買い物が出来る為、大変ご好評いただい
ております。

甲南大学 学生証
学籍番号　11111111

KONAN UNIVERSITY STUDENT IDENTIFICATION CARD

フロンティアサイエンス学部

1999年　4月21日生
2022年　3月31日まで有効

生  協  花  子

神戸市東灘区岡本8丁目9番1号
西 宮 市 高 松 町 8 番 3 3 号
神戸市中央区港島南町7丁目1番20

甲南大学長

甲南大学 学生証
学籍番号　11111111

KONAN UNIVERSITY STUDENT IDENTIFICATION CARD

フロンティアサイエンス学部

1999年　4月21日生
2022年　3月31日まで有効

生  協  花  子

神戸市東灘区岡本8丁目9番1号
西 宮 市 高 松 町 8 番 3 3 号
神戸市中央区港島南町7丁目1番20

甲南大学長

ミール＆テキストカード
（KoCoCa）

事前チャージ&
定期オンラインチャージ
（口座引落し）

ミール＆テキストカードについて
小銭が必要ないところ。 知能情報学部（女）

ミール＆テキストカードについて
毎日しっかりごはんが食べられること。 文学部（女）

食
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①毎月中旬（15日前後）のミール＆テキストカードの残高が2万円を下回った場合、保護者様・ご本人にそれぞれの
メールアドレスに引落しのご案内を通知します。 ※マイページでメール登録が必要です。

②1万円を27日（金融機関休業日の場合は翌営業日）にご登録の口座より引落しいたします。
③引落し後4営業日後、各店舗レジにミール＆テキストカードをお持ちの上、引落しの金額をチャージ処理のお申し

出をお願いいたします。
注意：自動チャージではありませんので、引落し後４営業日後に各店舗レジにてチャージ処理をお申し出願います。

3月18日までに預金口座依頼書を提出いただくと、初回引落し日は5月28日（月）、
ミール＆テキストカードへのチャージ日は6月2日（土）以降チャージが可能となります。
お申込み方法は別冊『生協加入登録手続きのご案内』をご覧ください。

毎月15日前後

引落し日27日

残高２万円未満
（ご指定の口座から今月27日に１万円引落します）

残高２万円以上
（今月の引落しはありません）

マイページでメール登録すれば、
ご本人・保護者に口座引落しのご案
内メールが届きます。

カード残金が不足した場合は、各店舗の
レジでチャージすることも可能です。

（現金をお持ちになってレジへGO）

（前日までに残高の確認をお願いいたします）
摘要欄：銀行は『電子マネーチャージ代金』

引落しのあった金額は各店舗レジにて『引落
しのオートチャージ』とお申し付けください。
ミール&テキストカードにその金額をチャー
ジいたします。

残高不足の場合には、再引落しは行ないません。
＊引落し金額は『生協マイページ』（保護者用登録画面）で変更

いただくことが可能です。

金融機関が休業日の場合は
翌営業日に引落しになります。

引落し後4営業日後（右記の口座引落しスケジュールをご覧ください）

定期オンラインチャージ（口座引落し）をお申込みには同封の
｢預金口座依頼書｣の提出が必要です。
※申込人名は必ず学生様ご本人・口座名義人は引落し不能を

防ぐため保護者様をおすすめいたします。

◆口座引落し日のスケジュール（休暇中も引落しが発生しますが、休暇明けの営業日にチャージ可能です）

オンラインチャージ可能日が閉店になる場合もございます。その場合は翌営業日となります。

口座引落し日

引落し月
５月
６月
７月
８月
９月

10月
11月
12月

基本27日（土日祝の場合翌平日）
5月28日（月）
6月27日（水）
7月27日（金）
8月27日（月）
9月27日（木）

10月29日（月）
11月27日（火）
12月27日（木）

基本引落し後4営業日後
6月  2日（土）
7月  3日（火）
8月  2日（木）
9月  1日（土）

10月  3日（水）
11月  2日（金）
12月  1日（土）

2019年1月 8日（火）

オンラインチャージ受取可能日
（生協が休業日の場合、翌営業日になります）

ミール＆テキストカードのオンラインチャージ口座引落し

ミール＆テキストカード Q&A
「１年間安心コース」の終了期日は？

ご指定口座より１万円を引落しいたします。

さらに
便利!!

ミール＆テキストカードの『1年間安心コース』
定期オンラインチャージ（口座引落し）について

Q
卒業予定年の前年６月までです。
学部生は２０21年６月、院生は２０１9年６月です。

A

引落しを休止したり、引落し金額を増減するにはどすればよい？Q
マイページ（保護者登録画面）から変更可能です。（P48をご覧ください）
※引落しを１年以内に休止する場合は、お申し出願います。
（お惣菜券の返券が必要となります）

A

引落し後、カードにチャージしなければどうなるの？Q
引落されたお金をカードにチャージされていない状態を未受け取りといいます。
未受取金額が３万円を越えると自動的に引落しはストップします。

A

マイページ登録で組合員番号を入力とありますが、
組合員番号はどこを見ればわかりますか？

Q

ミール＆テキストカードは学生証と一体型になっています。
学生証裏面右上の６７７５からはじまる１２ケタが組合員番号です。
（学生証を受取ってからご確認ください）
その他ご不明な点は新入生センターへお電話ください。

A

6775・・・・・・・・

学生証裏面

ココ

甲南大学 学生証
学籍番号　11111111

KONAN UNIVERSITY STUDENT IDENTIFICATION CARD

フロンティアサイエンス学部

1999年　4月21日生
2022年　3月31日まで有効

生  協  花  子

神戸市東灘区岡本8丁目9番1号
西 宮 市 高 松 町 8 番 3 3 号
神戸市中央区港島南町7丁目1番20

甲南大学長

ミール＆テキストカードについて
食費に気を使わなくていい。 経済学部（男）

ミール＆テキストカードについて
混雑している時に時間を短縮できる。 文学部（女）
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利用履歴・残高が確認できます。
マイページの見方

大学生協マイページ利用開始の手引き

MY PAGEって何？?

ミール＆テキストカードの便利な機能マイページに登録しよう

マイページとは1人1人の「組合員専用のホームページ」です。パソコン又は携帯電話にてご登録をお願いいたします。
保護者・組合員同時にご登録いただけますので、保護者の皆さまにもよりご安心してご利用いただけます。

マイページで出来る事は？？
①ミール&テキストカードを使って食事や書籍の履歴・残高を確認する事が出来ます。
　（ファミリーマート・TSUTAYA BOOK STOREについては商品明細にSV（不不）と合計金額の一括表示になります）
②1年間安心コース（定期オンラインチャージコース）をお申込の場合、引落し金額の増額も自由にお選びいただけます。
　（保護者様のマイページご登録が必要です）
③すべての履歴は当月と前月の２ヶ月前、学びの履歴は入学から卒業まで確認することができます。

学生証（ミール＆テキストカード）を受け取ったら甲南大学生協のホームページ
http://www.knu.jpの｢大学生協マイページの登録｣からご登録願います。

オートチャージ（口座引落）の方でま
だカードにチャージされていない金
額を表示します。

ご利用に応じてポイントがたまりま
す。（100ポイントたまると自動的に
100円チャージされます）

ご利用の累計額を表示します。

ご利用の累計ポイントを表示します。

今月のご利用状況を表示します。

現在のミール＆テキスト
カード内の残高金額

ポイントについて
TSUTYA書籍・雑誌　100円で10ポイント
※教科書は10%割引き設定になります。

＊一部ポイントの付かない商品もございます。
１００ポイント貯まると１００円分として
ミール＆テキストカードにチャージされます。

～詳細事項・注意事項など～

① ② ③ ④ ⑤

⑥

生協で購入したすべての履歴
をみることができます。履歴
は当月と前月の2か月前まで
さかのぼってみることができ
ます。

①全購入履歴
食堂における食事など食生活に関する履歴
のみまとめて表示します。毎日、朝・昼・夕に
分けて表示されるため、食事をきっちり
摂っているかわかります。
履歴は当月と前月の2か月前までさかの
ぼってみることができます。

②食の履歴
生協で購入したもののうち、書籍や旅
行サービス等、自己形成に寄与する商
品の履歴を表示します。履歴は入学か
ら卒業までの間のものをすべて見るこ
とができます。

③学びの履歴
学生本人様の持つカードに入金し
た履歴を表示します。チャージ
サービスをご利用の方の場合は、
生協に入金になった履歴も合わせ
て表示します。

④入金履歴

生協で購入したものの履歴のうち、電子マネー（プ
リペイド）で支払われた履歴を表示します。チャー
ジサービスをご利用の場合、チャージした電子マ
ネーの使用用途を知ることができます。

⑤プリぺ履歴

バランスのとれた食事をしているか？摂取過
剰や不足はないか？食堂のレシートに表示さ
れる３群点数法も参考になります。

⑥食事のエネルギー表示

■1日利用上限額　特に上限はございません。カードの残高分ご利用いただけます。
■利用期間　ご卒業までご利用いただけます。
■盗難・紛失・カードの再発行について
　紛失・盗難に気が付かれましたら…すぐに各キャンパスの窓口にてお手続きください。
　手順：①窓口へ行く
　　　　②利用停止の依頼をする
　　　　③カードが見つからない場合、大学の学生部に行き学生証の再発行をする。
カード残高の保証について…
　利用停止のご依頼をいただいた日の翌日よりカードが使えない状態になります。この
時、カード内に残っている残金は新しいカードが届き次第、残高金額の全額を移行いたし
ます。
※但し、カード利用停止ご依頼いただいた日までの第三者による不正等があった場合

は、保障が出来ませんので紛失・盗難には充分お気をつけください。
■カード再発行について
　各キャンパスの窓口にてお手続きください。カードの再発行には発行手数料がかかり
ます。学生証と一体型になっています。カードの再発行はまず学生部へ。

■残高確認について
　カード内の残高は毎回ご購入時に出るレシート又はMY PAGEでご確認ください。
■残高確認について
　カード内の残高は毎回ご購入時に出るレシート又はMY PAGEでご確認ください。
■追加チャージについて
　生協店舗の各レジにて、1,000円単位でチャージいただけます。
■各種お手続きお問合せ先
岡本キャンパスの方…
　生協サービスカウンター（学友会館北館１F）　お問合せ先：（０７８)４４１-７９０３
西宮キャンパスの方…
　The CUBE Shop（CUBE４Fキオスク）　お問合せ先：（０７９８）６９-２３９１
ポートアイランドキャンパスの方…
　First Shop（First7F）　お問合せ先：（０７８）３０６-１３８１
■KoCoCaの利用はご本人のみ　※利用細則第２条－４をご参照ください。
■個人情報について　※HPにて利用細則第９条をご参照ください。
■ICカード規則について　※HPをご確認ください。

生協マイページをご利用いただくには、パソコンまたは携帯電話のメールアドレスのいずれかが必須となっています。
お持ちでない方はメールアドレスを取得後、登録を行ってください。

パソコン・スマートフォンから登録してください。

②ID欄に組合員本人の場合は１２ケタの組合員番号を、
保護者の方の場合は１２ケタの組合員番号p（半角小文
字）を入力してください。【P47参照】
③パスワード欄には組合員本人の生年月日を西暦（YYYYMMDD）
で入力してください。 （例：19990101）

④登録情報画面が表示されますので、指示に従って登録します。

⑤入力が終わりましたら利用規約を確認し、「利用規約に同意しま
す」にチェックして「登録内容確認」ボタンをクリックしてください。

⑥登録内容が表示されますので、内容を確認して間違いなけれ
ば「登録」ボタンをクリックしてください。

①　大学生協マイページ で 検索

URL https://mp.seikyou.jp/mypage/Static.init.do

URL
https://mp.seikyou.jp/mypage-sp/Static.init.do

※スマートフォンの方はこちら

＜注意＞
※ご利用に関するご案内をメールにて送信いたします。必ず
『＠klas.seikyou.jp』と『mypage.seikyou.ne.jp』からの
メールは受信できるように設定してください。

※ご入学後1年を経過してログインされていない場合は上記ID
とパスワードは削除されます。その際は「大学生協マイペー
ジ」のトップページ内にある「初めてご利用の方」または「初め
てご利用の方（保護者）」からIDを取得してください。

スマートフォン
の方はこちらの
QRコードをご
利用ください。

ミール＆テキストカードについて
お金がないときでも困らないとこ。 経済学部（男）

ミール＆テキストカードについて
ポイントがついて、便利だから。 法学部（男）
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さらば、高校意識。目覚めよ、大学意識。
ぐっと上がる、学びのレベルに付いていくために。

甲南大学生協が、「５つの準備ポイント」を応援します。

CONTENTS

5
Point ! ［この章でお伝えしたいこと］

◎準備のポイント
◎教科書購入のご案内
◎甲南大生のパソコンライフ
◎生協オリジナルパソコンのご紹介
◎パソコン講座のご紹介
◎生協オリジナル電子辞書、電卓のご紹介
◎インターネットに申し込もう！

学びの準備を始めましょう！
私たちの「経験」を役立ててください！

甲南大生の 先輩の「声」を多数掲載しています。
「教材選び」は、先輩のアドバイスがきっと役に立ちます。

教科書購入

P51

パソコン

P52

パソコン講座

P62

電子辞書・電卓

P68

インターネット
（プロバイダーサービス）

P76

教科書は必須です。
販売期間中に必ずご購入ください。

詳しくは４月初旬に大学の受講資料と一緒に配布されます
「教科書ハンドブック」をご覧ください。

・教科書購入には、ミール&テキストカードでのご利用がお得です。
・事前にミール&テキストカードの申込をしてください。詳細はＰ44～をご覧ください。

ハンディ六法のトップセラー
民法（債権関係）大改正！
民法現行規定も収録。
刑法重要改正も収録。
山下友信（同志社大学教授），宇賀
克也（東京大学教授）／編集代表
2017年9月発売
Ｂ６変型判，2026ページ
定価2,000円（本体1,852円）
ISBN 978-4-641-00918-9

6,932円（税込）
定価 8,156円のところ

１５％OFFで！！
セット価格

①平成30年度ポケット六法
②法律用語辞典
③条文の読み方

定価：2,000円（税込）
定価：5,292円（税込）
定価：864円（税込）

有斐閣セット

●販売期間　４月の教科書販売期間
●販売場所　教科書販売特設会場・TSUTAYA BOOKSTORE 甲南大学 学友会館

法学部の学生必見！ 有斐閣セットセール 法学部の学生必見！ 有斐閣セットセール 

①平成30年度ポケット六法
一般用語から学習上・実務上
の必要となる専門的な用語ま
で、各13800項目を収録。
正確かつ簡潔な解説。
2012年6月発売
四六判上製箱入，1208ページ
定価 5,292円（本体 4,900円）
ISBN 978-4-641-00028-5

②法律用語辞典
法学教室連載を書籍化。「基礎知
識編」では法律（条文）の種類，構
造など，法律における大前提の知
識を紹介。「法制執務用語編」では

「及び」「並びに」をはじめ，条文中
の基本用語を丁寧に解説。法学部
生をはじめ六法を手にとる人のた
めの必携バイブル。
2012年3月発売
四六判並製，164ページ
定価 864円（本体 800円）
ISBN 978-4-641-12554-4

③条文の読み方

前期の教科書代平均予算

法 学 部 約30,000円
約28,000円

約30,000円

経 済 学 部
経 営 学 部
文 学 部

理 工 学 部 約35,000円
約30,000円
約28,000円
約30,000円

知 能 情 報 学 部
マネジメント創造学部
フロンティアサイエンス学部

10％割引
すべての教科書ですべての教科書で

ミール&テキストカードで購入した場合 現金・図書カードで購入した場合

組合員価格は本体価格（税抜）から
３千円未満の本は5％（３千円以上
は10％）割引した後、消費税（8％）
を加算した金額になります。

教科書購入について
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　大学生活では間違いなくPCが必要不可欠な存在になります。1回生でもレポート
の作成やプレゼンテーション用のPowerPointの作成などはもちろん、授業課題の提
出や授業資料のコピーなどあらゆる場面でPCを使うことになります。一応大学内に
は自由利用のPCも設置してありますが、台数は限られており使いたいときに必ず使
えるわけではありません。むしろ使えないことの方が多いです。
　「自分専用のPCを持つこと。」それだけで大きなアドバンテージになります。どちら
にせよ、2回,3回と年を重ねるごとにPCの使用頻度も増えていくのです。ならば早い
内に自分専用のPCを持ち、PCを使う事に慣れ親しむべきです。PCの使い方が分からなくても、PCを
触ったことがなくても大丈夫です。生協オリジナルモデルだと大学生活に必要なソフトはすべて揃って
いますし、セキュリティの対策もバッチリです。更に生協ではPC初心者のための講習会を開くなどの
様々なサポートを行っています。困ったときには助けになってくれる生協の学生スタッフもいます。
　これからの大学生活を有意義にするためにも自分専用のPCを持ち、積極的に利用してみてはどうで
しょうか？

大学生活には
「自分専用のパソコン」が

必要です。

「困ったときには助けになってくれる生協の学生スタッフもいるので安心」１回生

　授業や課外活動・就職活動などさまざまな分野において大学生活が充実してくる
3回生では、自分専用のコンピューターを使用する頻度も増加します。授業以外の
活動も多くなり自分の時間の確保も難しくなるので自分専用のコンピューターがあ
ると自宅や学校で共有でき、スケジュール管理もしやすくなります。
　3回生は、ゼミの活動が盛んで、個人で行なう発表のためのプレゼンテーション資
料の作成や、レポート作成などでコンピューターと接する機会が増えます。また、グ
ループで発表・討論を行なう際にもコンピューターを多く利用します。
　インターンシップなどの登録・Webテストなど、最近はインターネット上で行なわれるものも増えて
おり、快適なコンピューターを利用することでストレスなく就職活動の準備も行なえるので、自分専用
のコンピューターは必要不可欠ともいえます。

「自分専用のコンピューターは必要不可欠ともいえます」３回生

　私は、仕事柄パソコンが必需品です。使用用途はメール等での社内連絡、資料作
成、業務の記録作成、情報収集など様々です。
　昨今、大卒採用者に求められるPCスキルは変化しています。WordやExcelでの資
料作成をはじめ、インターネット等を利用した情報収集はできて当たり前。それらの作
業をいかにスピーディにこなせるかが勝負です。
　これまでパソコンをあまり使ってこなかった方もそうではない方も、ぜひ積極的に
パソコンを利用し、自分の身体の一部のように使えるくらいまでパソコンに慣れ親し
んでください。
　パソコンスキルは英語と同じくらい必須条件です。やっておけば良かったと悔いの残らないよう有意
義な学生生活を過ごしてください。

「大卒採用者に求められるPCスキルは変化しています」社会人　2回生になると様々な授業でレポート課題を課せられることや、授業資料のダウン
ロードを指示されることがかなり増えます。また専門演習（いわゆるゼミですね）も本
格的に行われるようになるので、レポート作成やプレゼンを行う機会が一気に増えま
す。更にクラブ活動やサークル活動などに所属している場合は2回生から何らかの役
職に就くことになる可能性もあり、部活関係のデータを管理したりDMなどを作成し
て発信したりするなど、とにかく１回生の時よりもずっとPCを上手く活用しなければ
ならない場面が次々とやって来るようになります。
　その都度校内にあるPCを利用するのも一つの手ではありますが、事あるごとにパソコン教室で空い
ているPCを探して放課後や空きコマに必死になりながらPCを使うというのは、何と言いますか...クー
ルじゃないでしょ（笑）？ どうせなら自分専用のPCを持って、自宅や部室やカフェで優雅にやるべき事を
熟していったほうが良くないですか？
　PCを扱える事が大前提となっているこのご時世です。コレを機に自分専用のPCを持ち、積極的に利
用してみてはいかがでしょうか？

「PCを持つことに得はあっても損はない」２回生

甲南大学　法学部　１回生　角田 直弥 君

甲南大学　経営学部　２回生　山口 洋平 君

甲南大学　法学部　３回生　平野 伊織 君

　就職活動が本格的になってくる四回生では、学外で行動することも増えるため、自分専用のパソ
コンを使用する頻度も増えます。私は、就職活動において、パソコンは欠かせないものだと実感しま
した。それは、WEBを使って企業からの情報を得、やり取りをする事が多いと感じたからです。就職
活動においてパソコンを使う機会は大まかに分けて三つあります。
　一つ目が説明会の時です。企業の説明会に参加する時には出席用紙を提出しなければならない
場合があります。その用紙はWEB上のマイページで採る必要があるからです。
　二つ目がエントリーする時です。その際、WEB上でエントリーシートや履歴書を提出することが
多くなります。スケジュールが立て込むと学外での活動が多くなる分、学校でも時間の確保も難し
くなります。自分専用のパソコンがあると、場所に縛られる事なくエントリーすることができます。
　三つめがテストを受ける時です。企業によっては、一般教養のテストや、数学国語能力を測るSPIもWEB上で行う事
もあります。スマートフォンではテストは受けられないため、パソコンが必要になります。
　このように、授業でレポートを作成するだけでなく、就職活動でもよく使用し、欠かせないものとなってきます。自分専
用のパソコンを使用することで、授業・就職活動ともに充実したものになるのではないでしょうか。

「自分専用のパソコンでより充実した学生生活を」４回生

2017年度文学部卒　スミセイ情報システム株式会社　黒沢 陸央 さん

甲南大学　法学部　４回生　永瀬 祥子 さん

先輩に聞く！
４年間のパソコン使用の流れ

自分のパソコンがあって良かったこと
学校・家の両方で作業ができる。 文学部（女）

自分のパソコンがあって良かったこと
いつでも家でパソコンが使える。 文学部（女）
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キャンパス
ライフ

MY CAMPUS LIFE理系編
キャンパス

ライフ

MY CAMPUS LIFE文系編

留学準備にレポート作成に、
パソコンは手放せません。
　私は1回生の頃から、「留学のための英語集中コース」

（English Intensive Course）と言うものに所属しています。
このコースでは、学部学科に関係なく長期留学を目指して、通
常毎週2コマの英語の時間を4コマに増やして集中的に英語
を学習しています。「留学のための」というだけあって、英語で
プレゼンテーションをしたり、毎月のように1000単語から
1500単語のエッセーを書いたり内容はかなりハードです。
　右側にあるのは、実際に僕が作った英語プレゼンテーショ
ンのスライドと、エッセーです。プレゼンテーションは、「ゆる
きゃらビジネスの市場規模」について外国人留学生に向けて
発表を行いました。海外には、企業のマスコットはいても、自
治体や公共団体公認のキャラクターは殆どいないそうで、と
ても熱心に聞いていただけました。
　英語エッセーでは、日本人留学生の人数の推移と奨学金制
度の充実度を比較・分析・考察を行いました。国のデータを参
照し、自分でグラフを作り、またグラスも英語で作らなければ
いけないので、苦労した覚えがあります。また、エッセーは、プ
レゼンテーションとは違い、一度提出したら終わりではなく、
何度も何度も真っ赤に添削をされて返却されその都度添削
箇所を正して再提出を繰り返します。このような事を、毎月
テーマを変えて今も続けています。プレゼンテーションも、
エッセーも、パソコンを使って作ることが求められるので、1
回生の時から自分専用のパソコンを手放せないでいます。
　これとは別に、法学部の「英語文献購読」という授業も履修
しています。英語で書かれた、邦訳のない専門書を、電子辞書
と担当の教授の先生と格闘しながら毎週かなりの量を読まさ
れています。このように、留学に行く前の準備の段階から、英

語とそれに必要なパソコンスキルとを徹底して学ぶことに
よって、留学した先でも十分にやっていけるだけの自信をつ
けることが出来ます。もちろんそういった新しいことに挑戦す
る姿勢や、パソコンスキルは、留学準備だけに限らず学部で
の勉強や就職活動、卒業後にも大いに役立つことでしょう。

甲南大学 法学部 ４回生　小郷 航輝 君

主な使用用途 履修登録、情報検索、
レポート・エッセー・プレゼンテーション作成

　僕は学部時代は知能情報学部に所属し、今も甲南大の大
学院で情報学を専攻しています。学部時代からプログラミン
グはもちろん、レポートや予習など様々な場面でパソコンを
活用し、今も論文執筆などでパソコンは欠かせないもので、
入学してから今まで、自分のパソコンを触らなかった日はほと
んどなく、そんな中で僕はパソコンは「調べる力」と「興味を
持つこと」が重要だと気付きました。
　甲南大学では、全学部パソコンで履修登録を行います。授
業の内容を調べるシラバスもパソコンを使います。履修登録
はスマートフォンは未対応なのでエラーが出ると自己責任に
なってしまいます。講義が始まってからはプログラミングの授
業やOfficeを用いた授業がありました。入学前からパソコン
は好きでしたが、プログラミングなどの経験はなかったので、
かなり勉強する必要がありました。学校のパソコンは
Windowsですが、講義はLinuxと呼ばれるOSで行うものも
あります。学校にいることのできる時間は限られており、学外
でも勉強をするために自分専用のパソコンを入学前に購入し
ていました。今思えば、自分専用のパソコンを持っていなけれ
ば、たくさんの単位を落として、進学は諦めていたかもしれま
せん。入学時から自分専用のパソコンを持てたことで、1回生
のうちから家に帰ってから復習をしたり、講義でやったプログ
ラムの文を少し変えてみたりしてエラーがでたらエラーの原
因を調べる。といった「調べるスキル」を身に着けることがで
きました。
　上回生になってゼミ配属がありました。配属されたゼミで
KoRoと呼ばれる甲南の図書館に設置しているロボットの開
発に関わっています。KoRoは何年にもわたって開発してき
ており、すべてのシステムはプログラムで制御しているので、
覚えることも多く、ゼミ室ではもちろん、今まで以上に自宅で

も勉強する必要がありました。僕は卒論で、KoRoに計算させ
るシステムを開発し、SCI'2016という学会でも発表しまし
た。大学院に進学した今は、ディープラーニングと呼ばれる手
法を用いて、KoRoの前にいる人の個人の認識を行っていま
す。かなりの精度で認識できるようになり、学会でも何度か発
表を行うことができました。その成果もあり、就職活動も
ディープラーニングで学んだ経験を活かせる会社から内定を
頂きました。
　このように、学年が上がるにつれて、さまざまな専門知識
や、パソコンへの慣れが必要だと感じています。自分のパソコ
ンを持ち、今まで以上にパソコンに触る機会が増えました。勉
強だけではなくゲームやSNSなど遊びでも今まで以上に触
る機会が増えましたが、それでよかったと思っています。今は
パソコンも英語と同じく就活では必須のスキルになっていま
す。どんな勉強でもそうですが、ある日急にできるようになる
ことなんてありません。逆に、どんなに苦手でも慣れればある
程度まではうまくできるようになります。そのためには、まず
は興味を持つことが必要です。プログラミングのセンスや、今
までの数学の知識などももちろん大切ですが、パソコンの勉
強で何よりも大切なのは「調べる力」と「興味を持つこと」だ
と思っています。これは就職活動や、普段の生活にも大事な
ことだとも思っています。よく、スマホがあればパソコンはい
らないという子もいますが、スマホだけで回っている会社が
ほとんどないということは、そういうことです。ゼミ配属や就
職活動などで自分の行きたい場所に行きたいと思ったとき、
いざ頑張ろうと思ったときに頑張れるようにするためにも、僕
は新入生の皆さんに、早いうちからパソコンの勉強を始める
ため、学部学科によらず、ぜひ早めに自分専用のパソコンを
持つことをお勧めします。

学部時代からパソコンを開かない日はなく、
自分専用のパソコンがないと研究にならなかった。

主な使用用途 プログラミング、ハードウェア制御、
アプリケーション開発、論文執筆

甲南大学大学院 自然科学研究科 ２回生
岡田 航大 君

自分のパソコンがあって良かったこと
レポートなどの整理がしやすい。 文学部（女）

自分のパソコンがあって良かったこと
好きな時にパソコンを使えるところ。 経営学部（女）
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甲南大学大学院
フロンティアサイエンス（FIRST）研究科　修士1年

　CUBE生のキャンパスライフを送るうえで、ノート
パソコンは欠かせません。毎日のようにレポートやプ
レゼンテーション課題が出されます。例えば英語の授
業では、ある国について英語で紹介するためのプレゼ
ンテーション資料をPower Pointで作成しなさいと
いう課題が出されることがあります。プレゼンテーショ
ンは自分のノートパソコンを使って数人の前で行うこ
ともあります。その際、ノートパソコンがないと発表も
できないため、単位の修得も怪しくなります。そのほ
かにもITの授業ではネットリテラシーをはじめとして、
社会人としても必須知識となるマイクロソフトOffice

（Word,Excel,Power Point等）の使い方を学ぶこと
ができます。ITについて質問することができるIT工房
もあるので、確実にスキルが身についていきます。参
考書を読むだけでは知識は身につきません。実際に
パソコンを使うことで体が覚え、慣れていきます。
　1回生の間に基礎的なITの授業は終了し、2回生、3
回生になると、ほとんどの学生がパソコンを使いこな
せるようになります。2回生になると講義も自由に選
択することができるようになり、多くの教養科目や専
門科目では講義資料をデジタルデータで配布します。

講義資料をプリントして配布するとなると、紙がもった
いないですし、講義資料やノートをまとめるために
Onenoteを利用することもあります。パソコン1台あ
れば、重たい講義資料をまとめたファイルや、かさば
るノートを何冊も持ち運ぶ必要がありません。特に電
車で通学している人は重たい荷物を持ち続けなけな
くてもいいので便利です。さらに、デジタル上に「クラ
ウド」というスペースが与えられます。家や友達のパソ
コン、学校のパソコンなど、それぞれ違うところで作っ
たデータをクラウド上に保存さえしておけば、どんな
時でもそのデータを扱うことができるようになりま
す。グループプレゼンの時はこれを利用してメンバー
とデータを共有して作業をします。
　4回生になると卒業論文を書く際に、自分の相棒と
もいえる存在になっていきます。授業と授業の間で
あったり、電車での通学の時間を有効活用して作業を
行います。このようにノートパソコンは1回生の課題
制作から4回生の卒業論文まで欠かせない存在です。
4年間を支えてくれる素晴らしいノートパソコンに、み
なさん出会えるといいですね。

　私の所属するFIRSTでは、バイオテクノロジー（生
物）とナノテクノロジー（化学・物理）を融合させたナノ
バイオテクノロジー（生命化学）を学ぶ中で、幅広い分
野で活躍できる人材育成を目指しています。FIRST
は、他大学とは異なり１回生から実験実習と多くの専
門科目が開講されているため、早い時期から様々な
科学の知識を身につける必要があります。私が科学知
識を身につける中でパソコンは非常に役立ちました。
分からないことは、本だけでなくインターネットを利
用しながら効率的に欲しい情報を得ることができまし
た。また、レポート作成や実験にもパソコンは必ず使
用します。基本的にはWordで文章を、実験から得られ
た結果を解析するためにExcelで図や表を作成して
いました。
　FIRSTでは、早い時期から、研究していく上で必要
な知識や技術を学ぶ以外に、研究成果を人に伝える
ためのプレゼンテーション教育にも力を入れていま
す。プレゼンテーションの講義は1回生から開講され
ており、PowerPointを用いて発表することは頻繁に
ありました。
　3回生の後期になると、研究室に所属し各自研究
テーマが与えられ、本格的に研究に取り組むことにな
ります。パソコンは、実験データの解析や報告会の資
料の作成、自分の研究に関わる論文の検索に利用し

ています。また、学会にも参加するようになり、発表の
ポスター作りにも利用するため、パソコンは欠かせな
いツールの一つです。
　パソコンは、社会に出てどのような仕事をするにし
ても必ず利用する重要なツールです。そのため、大学
生の間に講義や研究を通して様々なことができるよう
になっておけば、きっと仕事の幅が広がると思います。
4年間は同じパソコンを使うことになるため、デザイン
や使いやすさなど、自分にあったパソコンを選んで、
充実した大学生活を送って下さい。

入学から卒業まで手放せない存在です。

キャンパス
ライフ

MY CAMPUS LIFE

CUBE
西宮

キャンパ
ス編

キャンパス
ライフ

MY CAMPUS LIFE

FIRST
ポートアイ

ランド

キャンパ
ス編

●レポート、論文作成やそのデータの収集・処理
●プレゼンテーションの資料作成
●課題で出される簡単な動画の作成
●より入念な確認が必要なメールの作成
●グループメンバーや教授とのデータのやり取り
●授業課題のクオリティを上げるための画像処理

山本 真史 君

大学生活には
「自分専用のパソコン」が必要です。

パソコンを使用する頻度
レポートなど90％以上の学生が毎日使用。

自分専用のパソコンを持ってる？
80%以上の学生が自分専用のパソコンを所有。
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※Microsoft Office Home & Business Premium
　（Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNote）
　がプリインストールされています。

199,800円
（通常204,580円）

商品番号
331

セット価格
通常価格

より

OFF！！
4,780円

2018年度甲南大学生協
オリジナルモデル

甲南大学生協では、2018年度オリジナルパソコンとして
甲南大生に最適な機能やスペックを備えたモデルを厳選して
ご提供します。
※数量限定の商品です。売り切れの際はご了承ください。

　Office365とは、Microsoft社が提供するクラ
ウドサービスであり、大学のメールのほか、Excel、
Word、PowerPointなどを含む最新のMicrosoft 
Office等が利用できるサービスです。

セキュリティ対策
ソフト4年間

1年間無料
電話サポート

甲南大学
カスタマイズ
USB付

点検会

メーカー4年保証 動産保証4年間

OS

Windows 10
Home

CPU

インテル
Corei3-7100U

メモリ・SSD
4GB

高速ＳＳＤ
128GB

IEEE802.11
ac+a/b/g/n

準拠
Bluetooth4.1

USB Type-C
×１

USB Type-A
×１

インターフェイス バッテリー駆動時間
約17時間

（お急ぎ30分
チャージ：約7時間）

本体重量

約1.1㎏

無線LAN

タッチパネル
12.5型

フルHD液晶
（ノングレア）

画面サイズ

159,800円（税込）

パソコン本体商品番号
300

（本体価格147,963円＋税）

甲南大生協おすすめセット①

パソコン本体
（Officeなし）

159,800円

プリンタ
9,980円

パソコン講座
19,800円

184,800円
（通常189,580円）

商品番号
330

セット価格
甲南大生協おすすめセット②

パソコン本体
（Officeあり）

174,800円

プリンタ
9,980円

パソコン講座
19,800円

東芝 dynabook V72
甲南大学生協オリジナルモデル

OfficeなしOfficeなし

甲南大学生は在学中に
Microsoft包括ライセンスの

【Office365】が利用できます。

“Microsoft Office”を甲南大学生は無償で利用できます
※新入生が利用できるのは4月以降になります。

http://www.konan-u.ac.jp/system/365.html

通常価格
より

OFF！！
4,780円

※４月以降でなければ「Office365」が使用できません。
　推薦生向けの課題をするためにはOfficeが必要になる
　場合がございます。

推薦生へおすすめ

Office以外のスペックはすべて同じです。

174,800円（税込）

パソコン本体（Officeあり）商品番号
301

（本体価格161,852円＋税）

東芝 dynabook V72
甲南大学生協オリジナルモデル

OfficeありOfficeあり

甲南大学情報システム室ご案内文

2017年度 新入生

ご利用頂いています
435名

学内にあるパソコンと同等の環境で家でも勉強ができます

①授業が行われる教室のパソコンの
　ソフトウェアが使用できます！
②学内無線LANに接続！
③学内設置プリンタでの印刷！

①授業が行われる教室のパソコンの
　ソフトウェアが使用できます！
②学内無線LANに接続！
③学内設置プリンタでの印刷！ ・VMware Player：CentOS6.2

・xyzzy（テキストエディタ）
・Easy Tex（論文作成）
・Dibas32（画像処理）
・gnuplot（グラフ描画）　
・Metasequoia LE（3DCGモデリング）
・Cygwin　・MySQLクライアント
・Eclipse　・PHP　・Emacs  など

※Windows及びOfficeのバージョンは異なります。
※講義で使用するフリーソフトをインストールしています。

ソフト例（予定）

学内設置パソコン（パソコンルームなど）で使用できるソフトウェアを
インストールできるUSBを4月以降お渡しさせていただきます。
詳細は甲南大学生協ホームページ（http://www.knu.jp/）にアップします。

大学生活に便利な①～③の各設定が手軽に行えます。

　好きな時に授業で使うソフトを使って予習・復習
をすることができ、かなり便利です。論文作成のソ
フト（Tex）やwebメールソフト（Thunderbird）
など便利なソフトがたくさん入っています。パソコ
ンルームが特に混雑するテスト前も、自分のパソ
コンを自由に使えるので生協モデルが断然オス
スメです。

◆文系の先輩の声
　知能情報学部では、Linuxというフリーソフトを
使ってプログラミングの授業が行われます。授業中
はパソコンルームのパソコンを使いますが、家で予
習や復習をしたり、プログラミングの練習ができる
ので、大学のパソコンと同じソフトが入っていると嬉
しいです。他にも授業で使うソフトが入っていて大
変便利です。

◆理系の先輩の声

甲南大学生協オリジナルモデルだけの特別仕様です！

甲南大学には、
「大学生協推奨教材パソコン」があります。

甲南大学には、
「大学生協推奨教材パソコン」があります。

DVDドライブは付属しておりません。ご入用の場合は、入学後、大学生協店舗にご相談ください。

クラムシェルモード
タブレットモード

プロジェクターなどと接続できるUSB Type-Cアダプター付属。
1本で、RGB、LAN、USB3.0、HDMI に接続可能。
プレゼンテーション時などにあると便利。

＊「オプション講座」は含まれておりません。
　別途お申込をお願いします。

＊「オプション講座」は含まれておりません。
　別途お申込をお願いします。
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出張費 ※出張費無料地域は下記でご確認ください。4,800円（税込）
（本体価格 4,445 円＋税）

～初めてのWindows10も安心スタート!～
【内容】パソコン初期セットアップ（起動・初期設定）
Windows10・Office365インストール説明など

無料セットアップ講習会に参加される方は、講習の際に会場にてパソコンをお渡しします。

申込の際に希望の日程をお選びください。
申込人数により日程の変更をお願いする場合がありますのでご了承ください。

※無料セットアップ講習会とパソコン講座は、別商品になりますのでご注意ください。

東芝生協オ
リジナル

パソコン
購入者特

典 無料セットアップ講習会について

甲南大学生協限定アカデミーサポートパック
大学生協オリジナルパソコンには、一般の家電量販店やインターネット通販では付加されないような安心の
保証やサポートが付いています。万一のトラブルにも、4年間安心してお使いいただけます。

例えば、こういうときに動産保険がなければ…
■持ち運んでいる時に落下、液晶が割れた場合　

修理費用が7万円～10万円ほどかかります。
■授業で使用中に机から落下してハードディスクが壊れてしまった場合　

修理費用が5万円ほどかかります。
■盗難にあった場合　

買い替え費用がかかります。

※ただし全損・盗難時（修理不能の場合）は免責費用として3万円必要となります。

生協のパソコンであれば上記の場合でも無償修理 !!

メーカー保証１年 ＋ 延長３年間

動産保険（４年間）

日時：

場所：

2018年２月12日（祝）、４月３日（火）、４日（水）、５日（木）
２月12日（祝）のみ14：30～16：00
その他は16：30～18：00（予定）

５号館1階 カフェ・パンセ

プリンター スキャナー

ダイレクトプリント 無線LAN USB

コピー

■基本機能

※両面印刷も可能
※カラー 白9,980円（税込）

甲南大学生協新学期特別価格

メーカー希望小売価格 19,980円

25,600円（税込）

※出張費無料地域外の方はコチラ

21,400円（税込）

※出張費無料地域外の方はコチラ

訪問セットアップサービス
ご自宅へ訪問して、設定やパソコンに関する困りごとを解消します！
●エリア：近畿2府4県（出張費がかからないエリアは下記でご確認ください。
●作業内容、作業日時の確認を電話にて事前に行います。
●2時間まで下記の料金で対応いたします。2時間を超える場合は延長料金が
別途必要となります。（出張費込・延長1時間5,000円）

※生協のインターネットご契約のお客様は、プロバイダ業者より訪問設定サービス
　（インターネット接続1台まで）が受けられます。

訪問セットアップ　プラン一覧

29,800円（税込）

※出張費無料地域外の方はコチラ

（無線の設定を行いたい方で、ルータをお持
ちでない方）
新規で無線LANの設置をされる方に限ります

対応例：
　PC初期セットアップ（ウイルス対策含む）
　プリンタ設定、古いPCからのデータ移行

など

25,000円（税込）

※出張費無料地域の方はコチラ
ルーター代を含む

何でもセットアップ①

20,800円（税込）

※出張費無料地域の方はコチラ

何でもセットアップ②

16,600円（税込）

※出張費無料地域の方はコチラ
ルーター代を含む

無線ルータ設定のみ
（無線ルータをお持ちでない方）

対応例：
　PC初期セットアップ（ウイルス対策含む）
　プリンタ設定、古いPCからのデータ移行

など

内容：
　PC1台まで無線が使えるように設定を行い
ます。追加1台につき1,000円を頂戴いたし
ます。PCの初期セットアップなど無線ルータ
の設定以外は行いませんので、あらかじめ済
ませていただくか、何でもセットアッププラン
をご利用ください。

（無線ルータはすでにお持ちの方）
設定済無線ルータに追加接続設定をされた
い方

※出張費無料地域は、以下の通りです。十分にご確認の上お申し込みください。
　神戸市、明石市、三田市、大阪市、芦屋市、西宮市、尼崎市、吹田市、川西市、池田市、茨木市

※ご自宅でインターネット回線契約がまだのお客様は別途契約が必要です。

商品番号
340

ブラザー
DCP-J972N

商品番号
310

商品番号
342

商品番号
344

商品番号
341

商品番号
343

商品番号
345

2台目のパソコンは
どこに繋ぐの？

ルータって何？

無線LAN？

パソコンで
地デジTVを見る設定？

ブラザー多機能プリンタ

※パソコンとプリンターを繋ぐUSBケーブルを同梱しています。　※プリンタはご自宅へ送付いたします。

1年間修理
無償保証
※1年間はメーカーが

ご自宅まで
ピックアップ！

ADF（自動原稿送り）による自動両面プリントに対応。
多彩な機能が光るマルチプリンター

大学生が良く使う機能が揃っています

（本体価格 9,241 円＋税）

（本体価格 23,149 円＋税）

（本体価格 27,593 円＋税）

（本体価格 19,260 円＋税） （本体価格 15,371 円＋税）

（本体価格 23,704 円＋税） （本体価格 19,815 円＋税）

出張費
無料

出張費
無料

出張費
無料

出張費が有料の場合

※日時が若干変更する場合があります。
※出席されない場合は、ご自身でのセットアップをお願いします。
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お申込みの方全員に
パソコン講座の受講に役立つ
インナーバッグと
マウスをプレゼント！

オプション講座
Word2016・Excel2016

パソコン講座の後は、
パソコンのスキルを

アップ！

Word①　文書作成の基礎
1ページの文書を作成しながら、様々なワードの
機能を習得していきます。
また、タッチタイピングの練習法を紹介します。

オプション講座
第1回

Excel①　表計算の基礎
表の入力から計算まで基礎から習得します。
Excelが苦手でも安心して始められます。

オプション講座
第３回

Excel②　関数を使おう
特によく使う関数の使い方を習得します。
練習問題にも取り組んで理解を深めます。

オプション講座
第４回

Excel③　Excelを活用しよう
Excel①②の復習をしながら、応用問題に
チャレンジし、Excelの活用を目指します。

オプション講座
第５回

Word②　レポートを作ろう
複数ページの文書を作成しながら、レポート作成
のための技術を習得していきます。
レポート課題にも活用できます。

オプション講座
第２回

甲南大学 法学部 2回生　K.K

19,800円
甲南大学生協特別価格

パソコン講座

（本体価格18,334円＋税）

商品番号
320

19,800円
甲南大学生協特別価格

オプション講座

（本体価格18,334円＋税）

商品番号
321

甲南大学　2018年度パソコン講座（開催日程案）

◇開催場所：＜第1回目＞5号館1F 511教室（予定）　＜第2回目～＞5号館1F カフェパンセ（予定）
◇開催時間：各回18：00～19：30（90分） 17：00より会場を開放します。学生サポーターもいます。
　　　　　　※初回、一度もパソコンを起動したことのない方については、17：00にお越しください。
◇定　　員：各回 60人（合計300人）
※お申込みいただきますと、曜日毎に学部を考慮し受講日を決めさせていただきます。御都合の悪い場合は他の曜日に調整させていただきます。
※最後（第4回）には、交流会を開催したいと考えています。また優秀グループには、素敵な景品をご用意させていただきます。

基本学部
第1回目
第2回目
第3回目
第4回目

月
法学部他

4月9日
4月16日
4月23日

金
文学部他

4月13日
4月20日
4月27日

講習内容
オリエンテーション、PowerPoint実習
TruNote活用「プレゼン企画会議」
PowerPoint活用「プレゼン資料作成」
プレゼンテーション演習「グループ発表」

木
経営学部他

4月12日
4月19日
4月26日

水
知能・理工他
4月6日（金）
4月11日
4月18日
4月25日

火
経済学部他

4月10日
4月17日
4月24日

◇開催場所：iCommons4F
　　　　　　「TSUTAYA BOOKSTORE
　　　　　　　　　　KONAN iCommons」（予定）
◇開催時間：各回18：00～19：30（90分）
　　　　　　17:00より会場を開放します。
　　　　　　学生サポーターもいます。

甲南大学　2018年度オプション講座（開催日程案）

第1回目
第2回目
第3回目
第4回目
第５回目

5月8日（火）
5月10日（木）
5月15日（火）
5月17日（木）
5月22日（火）

講習内容
Word①
Word②
Excel①
Excel②
Excel③

パソコン講座
東芝甲南大学生協オリジナルパソコン購入者のみお申込頂けます。

講義までにこれだけはやっておこう！

パソコン講座はこんなに役立つ！

絶対に必要！

Microsoft Office

2016

講義におすすめ！デジタルノートTruNoteシリーズWord2016
Excel2016

PowerPoint2016

TruNote 手書きでノートが取れる
TruRecorder 講義を録音できる
TruCapture 板書をページに取り込む
TruNote Share 手書きページをリアルタイムシェア

授業でパソコンが使えるようになる
パソコン講座では、講義でスムーズに使用できることを目指します。ま
ずはPowerPointとデジタルノートTruNoteの使い方を学び、オプ
ション講座でWordとExcelを行います。
パソコンをすぐに大学生活で活用することができていきます。

わからないことは何でも質問できる
パソコン講座はパソコンに詳しいインストラクターと甲南大学の先輩
スタッフで行います。
わからないときはすぐ近くにいる先輩に相談できますし、講座内容以
外でもパソコンのことなら何でもインストラクターが教えてくれます。

友だちがすぐにできる
パソコン講座では、グループで作業しながら学んでいきます。
グループメンバーはもちろん、同じ講座クラスのみんなとすぐに友達
になれます。サポートしてくれる先輩スタッフはパソコン以外の相談も
いつでものってくれるので、入学してすぐに友達と先輩の両方ができ
るのです。

パソコン講座は、パソコンの基本的な使い方だ
けでなく、甲南大学でパソコンを有意義に使う
ために必要なことも教えてくれます。
またグループワークが中心の講座なので、同
じ学部の1回生と仲良くなり、楽しみながらパ
ソコンスキルを磨くことができました。
パソコンが苦手な方もぜひ参加して今後の大
学生活に役立ててください。

2017年度 受講者の声

～ パソコン講座カリキュラム ～

～ オプション講座カリキュラム ～

プレゼン資料作成のための
PowerPoint操作を実習しま
す。ここをスタートとして、スキ
ルアップしていく自分を実感
しながら進んで行きましょう。

第１回

オリエンテーション
PowerPoint実習

パソコンスキルの習得

TruNoteを活用して、ページ
シェア企画会議を行います。
便利なツールを使用すること
で、より活発で自由な会議に
取り組めることが実感できま
す。

第２回

TruNote活用
プレゼン企画会議

パソコンスキルの習得
コミュニケーションスキルの向上

パソコンスキルの活用
コミュニケーションスキルの向上

プレゼンテーションスキルの
習得と向上

企画会議を基に、プレゼン資
料を作成します。
自分たちのイメージする資料
を作成するためにPowerPoint
を活用していきます。

第３回

PowerPoint活用
プレゼン資料作成

グループごとにプレゼン発表
を行います。発表する体験は
もちろんですが、他のグルー
プの様々な発表を見ることが
今後に大きく役立つ経験とな
ります。

第４回

プレゼンテーション演習
グループ発表

大学生に求められる
3大スキル

を、パソコン講座で
身に付けよう！

パソコン
スキル

プレゼン
スキル

コミュニケーション
スキル

Wordは
レポート課題で
必要となります。

Excelは
データ分析や計算など
様々な授業で頻繁に

使用します。

生協
主催

＊TruNote…東芝タブレットPCに搭載の手書きノートアプリ

パソコン購入者の
２人に１人が受講しています。

大学が始まったらすぐにパソコンを使います。あなたは講義でパソコンをちゃんと使えますか？
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　簿記・会計（原価計算・管理会計・税務会計を含む）の学習では使いやすい電卓が欠かせません。
特に簿記とは取引を認識し、測定、分類、集計をしたあと、利害関係者に財務諸表として報告するプ
ロセスです。どの手続も大切ですが特に分類と集計が正しい報告につながります。この集計をする
のに最も大切なのは人ですが、暗算の能力がない場合は、電卓の助けが必要です。学生時代に受験
する簿記検定や、税理士、公認会計士などの資格試験においても使い慣れた電卓があれば計算ミ
スが少なくなり、合格のチャンスが大きくなります。つまり合格の確率が大きく増加します。
　簿記を学ぶには教科書や問題集を使いますが、この時必ず使いなれた電卓で計算、検算（再計算）
をする必要があります。そうすれば手や指の感性もアップするので、より正確な解答能力を得ること
ができます。このように簿記の学習でいつも使う電卓ですから、何よりも丈夫で使いやすくないとい

けません。カシオ計算機の電卓（AZ-26S）はこの点で特におすすめできる製品です。
　私は昭和59年に公認会計士の2次試験（現在の論文式試験相当）に合格しましたが、その時にはすでに試験で電卓
を使用することが出来、以来現在まで電卓とは切っても切れない縁があり常に手元にあるものになっています。現在
の電卓は機能改良が進んでおり、受験のために使いやすいものを購入し、うまく使いこなすことで合格を勝ちとること
につながります。
　素晴らしい機能を備え、故障は少なく手ごろな値段です。ぜひ使いやすい電卓を購入し、使いこなして簿記学習の成果
をあげられることを祈っています。

簿記資格取得・税理士・公認会計士を目指す人は授業で必須
～経営学部・経済学部・共通教育等で簿記の授業を選択する場合必要です～

物理学科・機能分子化学科の学生さんに
特におすすめします！

甲南大学
共通教育センター　教授

古田 清和 先生

甲南大学
物理学科　教授

市田 正夫 先生

CASIO AZ-26S

簿記の学習において12ケタの電卓は必須です。また、3ケタ区切りのカンマ表示
であることも重要です。

　会計学の授業などでは、電卓を使って計算すること
があります。安い電卓をはじめは購入していましたが、
計算時に桁が足りなかったり、キーの間隔が狭く打ち
間違えたりしたので、大きなタイプの電卓へ変えまし
た。簿記などの資格を取ろうと思っている人にもオス
スメですし、働き始めてからも使えるので、しっかりし
た簿記電卓を持つことをおすすめします。

■計算機能
キー操作するだけで、計算可能。計算状態を表示します。 

「加減乗除計算」「定数計算」「パーセント計算」「平方根計算」「合計計算」
「切捨て・四捨五入計算」「アドモード計算」「日数計算」「概数計算」「その他混合計算」
■キーロールオーバー機能（早打ち機能）
次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。
■小数点桁指定　■3桁カンマ表示
■計算状態表示　四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
■スベリ止めを更に強化（裏面・左右側面）　■サイレントタッチキー　■日数計算
■大型表示
■リセット（ご破算）キー搭載
表示やGTメモリー・独立メモリーなど全部クリアができます。
■2電池方式(TWO WAY POWER）
太陽電池に加え、計算途中で光が遮られても内蔵電池により計算内容が保護されます。

簿記と電卓 　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
　理工学部では、たとえば、物理学科の「基礎物理学実験」や「ラボラトリーフィジックス」、機能分子
化学科の「機能分子化学実験入門」などの実験科目で、実験データの計算や試薬量の計算などを
行う時に、四則演算だけの普通の電卓では不十分で、「関数電卓」が必要となります。また、定期試
験の際に「関数電卓」の持ち込みが必要な講義科目もあります。スマートフォンのアプリケーション
にも「関数電卓」はありますが、使い勝手は専用の「関数電卓」のほうがはるかに上ですし、スマート
フォンを定期試験で使うことは許されていません。使い慣れた「関数電卓」は、将来、社会に出てか
らも、皆さんの「財産」となるでしょう。入学時に購入しておくことを勧めます。

※学校モデルのため、一般家電量販店では販売されておりません。

卒業後も仕事で使える実務本格派電卓！

◆先輩の声 電卓選びのポイント！
12ケタ表示が可能1

前のキーに指がかかっていても、次のキーにきちんと反応します。制限時間のある
簿記の試験やテストで大活躍です。

早打ち機能2

図書館や試験会場などカチャカチャ音がせず、集中して勉強することができます。
サイレントタッチキー3

主な機能

CASIO fx-JP900-N
表計算機能など理・工学の学習・研究に最適の高機能モデル

◆ 関数電卓で業界初の日本語表示機能

9メモリー 700以上関数・機能 ハードケース付

高精細ディスプレイと高性能LSIの採用により、日本語表示を実現。
数学自然表示機能と共に、分かりやすい簡単操作を可能にしました。

【特長機能例】

5列45行（最大170データ）迄
の範囲で基本的な表計算機能が
使用できます。

◆表計算機能

エンジニアリング記号を含んだ
計算がおこなえるので、技術系の
計算に便利です。

◆エンジニアリング記号

化学元素の原子量を周期表から
選択して引用できるので、分子量
計算などに活用できます。

◆周期表機能

登録した変数の内容が一覧表示
で確認できるので、9つの変数メ
モリーを有効に活用できます。

◆変数メモリー一覧

※基本関数機能、微分・積分計算、複素数計算、
　行列・ベクトル計算、統計計算、科学定数、単位換算など　
　各分野で必要となる機能を搭載しています。
　また、QRコードを使ったWebサービス連携にも対応しています。

※表示はすべてハメコミ合成です。

【日本語表示例】
機能選択アイコン画面 機能設定画面

5,400円甲南大学生協特別価格
CASIO AZ-26S

（本体価格5,000円＋税）

メーカー希望小売価格：13,800円＋税

5,400円
甲南大学生協特別価格

CASIO fx-JP900-N

（本体価格 5,000 円＋税）

商品番号
420

商品番号
421

関数電卓のご案内簿記電卓のご案内
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大学生協×アルク 共同開発企画

英語学習 アカデミックパック
新入生におすすめ！
入学前の準備学習

大学生の英語学習は、高校までの学校英語、受験英語を「社会で使える英語」に
切り替えることがもっとも大事。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、
3年生や4年生になってから始めたのでは間に合いません。4年間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の特長⇒なぜ新入生の皆さんにおススメなのか？
理由①：入学までの時間を有効に活用！
理由②：大学の勉強を先取り！
理由③：「TOEIC、TOEFLって何？」…テストを知り、
　　　　はじめての受験に備えられる！
理由④：学びの習慣づけの第一歩＆学習ペースを忘れない！
理由⑤：大学生協とアルクが“新入生のために”共同企画・開発！

TOEICテストは、主に企業で採用されている、客観
的な英語コミュニケーション能力の判定テストです。
リスニング100問、リーディング100問を2時間で解く
というかなりハードな試験で、基礎的な語彙・文法の
知識に加えて、ナチュラルスピードの自然な英語を聞
きとる力や、長文を短時間で読み取って答える力な
ど、総合的な英語運用力が試されます。

『TOEICテスト』について：

「使える英語を身につけるはじめの一歩」基本のスターターキット 講義動画でスマートに学習

英語学習教材（教材セット）
『英語学習アカデミックパック』

英語学習教材（教材セット）
『英語学習アカデミックパック』

TOEICスターターキットPlus TOEICスターターキットPlus
『40日間特訓V講座付き
　　　　　　プレミアコース』

日々の学習はスマホでの講義試聴から！
１日１５分×４０日分の

ＴＯＥＩＣポイント解説講義動画を配信

9,800円
（本体価格 9,074円＋税）

生協組合員価格

４０日間の学習プログラムに合わせて「品詞問題」
「ＷＨ 疑問文」など、その日の学習テーマに基づ
いた講義動画を４０本準備。ＴＯＥＩＣ指導のカリス
マ講師、ヒロ前田さんによる講義をスマホで見て
からテキスト学習をする、という流れで日々の学
習習慣化を促します。テキストにはないスコアアッ
プのためのＴＩＰＳも豊富に織り込んだ解説で、スコ
アアップをさらに強力に応援。時間がない、という
型でも手軽に何度でも繰り返し視聴できます。講
義はすべて米動画配信サービス「Ｕｄｅｍｙ」を通
じて提供。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。

（「Ｕｄｅｍｙ」の利用には新規登録（無料）が必要で
す。また、通信にかかる費用はご自身での負担とな
ります。）

19,800円
（本体価格 18,333円＋税）

生協組合員価格

【教材構成】

Kit 0 だんだん英語を勉強したくなるBOOK

Kit 6 学習カウンセリング

まず最初に読む小冊子。英語を身につけるとどんな可能性が広がるのか、皆さんの「なぜ」に答え
ます。イラストとチャートでわかりやすく説明されているので“だんだん”勉強したくなります。

Kit 1 英語学習のトリセツ
大学入学～卒業まで、4年間の英語学
習プラン作りのバイブル。大学時代に
身につけるべき英語力、留学やESP

（専門英語）の知識、自己学習習慣の
鍛え方など、学習のベース部分の指南
書。

Kit 2 英語学習
モチベーショナルノート
日々の簡単な学習記録をつけて、「学
びの見える化」を促進する学習ダイア
リーです。単なる日記ではなく、目標達
成のためのアイディアマップも活用で
きます。

Kit 3 マンガで分かる！
TOEIC入門
一般的な教材には書いていない、「な
ぜ大学生がTOEICなのか」を含めて
わかりやすく紹介。テスト構成・概要か
ら、各パートのアドバイスまで収録し
ています。ミニ自己診断テスト付き。

Kit 4 大学生のためのTOEIC
トレーニングブック
TOEIC新形式完全対応のトレーニング
ブック。新入生のために開発したDS学
習法で学びます。1日30分、標準学習期
間40日間。300～600点程度まで幅広
いレベルに対応。CD付。

Kit 5 TOEICテスト完全模試
＋解答・解説
本物のTOEIC L&Rテストを知るため
に必要不可欠な、フルサイズの模擬試
験に挑戦。新形式に完全対応。復習に
活用するための別冊解答・解説集も充
実しています。CD付。

学習前・後のカウンセリングシートをもとに、専門の英語学習アド
バイザーが、一人ひとり丁寧に個別アドバイス。

Kit 7 大学生のための7ステップ
アクティブ・ラーニング
英語で考え・学び・発信するためのト
レーニングブック。自然科学から文化
まで、内容を重視した素材で英語の論
理展開を学び、意見を述べる力を身に
つけます。CD付。

甲南大学生協ではみなさんの英語学習をサポートすべく、TOEICテストの専門家を外部より招き、下記日程でガイダンスを
実施します。テスト概要から学習方法まで、教材を120％活用するための活用術までを学んでいただけます。

『TOEFLテスト』は、北米の大学への留学生のた
めの英語力客観判定テストです。留学に必要なの
は「TOEFL iBT」といいパソコンで受験するスピー
キングとライティングセクションもある難易度の
高い試験です。一方、学内で実施されているのは

「TOEFL-ITP」。過去のペーパー版TOEFL問題
を使います。本学の外国留学（奨励留学）で留学
する場合にTOEIFL-ITPのスコアで出願できる留
学先大学があります。TOEFL-ITPは、リスニン
グ、長文問題やアカデミックな専門語彙など英語
の負荷が高いテストなので、あらかじめ模擬試験
問題などに挑戦し、専用のトレーニングブックを
使った学習をしておくことが非常に効果的です。

スタートアップガイダンス
「アカデミックパック」購入者限定の無料セミナーです。購入者の方は必ずご参加ください。

①大学生の英語学習について
②A-Packの考え方（コンセプト）
③TOEIC（TOEFL）テストの紹介
④A-Packのパーツ説明
⑤テキスト説明　　　　…など

主な
講義内容
（予定）

日程：４月７日（土）10：30～12：00
会場：5号館2F 524（1）教室（予定）

※日時と会場は変更する場合がございます。

●理工系学部 入学予定の方には特におすすめ！

英語学習教材（教材セット）　『英語学習アカデミックパック』

TOEICｽﾀｰﾀｰｷｯﾄPlus＋理系英語
生協組合員価格

20,088円
（本体価格18,600円＋税）

生協組合員価格

14,904円
（本体価格13,800円＋税）

生協組合員価格

14,904円
（本体価格13,800円＋税）

“理系の公用語は英語です！”

理工系学部の新入生に
イチ推しのパッケージで

TOEIC＆理系英語をマスター

A5判冊子×７冊＋CD３枚／化粧箱入
『T0EICスターターキット』

【教材構成】A5判冊子×8冊＋ＣＤ5枚

理系英語のはじめの一歩…
『理系たまご』シリーズ3点セット

●『理系たまごの英語40日間トレーニング
　キットVer.2 』（4冊組/CD2枚付）
●『はじめての理系英語リーディング』（CD付）
●『理系たまごの英語表現 りけ単 
　40日間トレーニング』（CD付）

●文系学部 入学予定の方全般へおすすめ！

英語学習教材（教材セット）　『英語学習アカデミックパック』

TOEICｽﾀｰﾀｰｷｯﾄPlus＋経済英語
大学生・社会人の最強ツール

社会に出てから
グローバルに活躍するための

基礎力を身につける

A5判冊子×７冊＋CD3枚／化粧箱入
『T0EICスターターキット』

「経済の基礎知識」と「英語力」が
自分の強みになる！
『経済たまご』4冊組

●『２カ月完成！ 英語で学べる経済ニュース』
　（4冊組/CD2枚付）

●留学をお考えの方には特におすすめ！ 留学や語学研修の可能性を拡げる英語力を

英語学習教材（教材セット）
『英語学習アカデミックパック』

TOEFL-ITP
ｽﾀｰﾀｰｷｯﾄPlus

TOEFL-ITPテストの傾向と対策を完全に意識し、
かつ今後も使える英語力をマスターするためのス
ターターキットとなっています。

お問い合わせは… 甲南大学生協 Books & Support　TEL：078-441-7901　FAX：078-441-7915

●英語学習のトリセツ
●マンガでわかる！TOEFL-ITP入門（CD付）
●TOEFL-ITP完全模試（CD付）＋解答・解説
●カウンセリングシート×2（返送用封筒付）
★カウンセリングシート提出者には、返信時に追加のブックレットを進呈（2回合計3冊）

●英語学習モチベーショナルノート
●TOEFL-ITPトレーニングブックVol.1/Vol.2（CD付）
●大学生のための7ステップアクティブ・ラーニング（CD付）

商品番号
800

商品番号
801

商品番号
802

商品番号
804

商品番号
803

※画像はイメージです
※講義動画は2017年
　12月中旬から順次
　ご試聴いただけます。
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大学では、新しい電子辞書が必要なのですか？
　大学ではより高度な学習が必要になります。そこで活用する辞書も様々です。
そのためたくさんの辞書が詰まった電子辞書は大学生にとって必須ツールです！
　そんな電子辞書で一番大切なのは、大学で学ぶために必要なコンテンツ（辞書等）がきちんと入っているかとい
う点です。今まで使い慣れた辞書でも、大学で必要になる専門分野に取り組むための辞書等が収録されていなけ
れば、授業や予習復習はもちろん、専門分野の学習や研究に活用することができません。

　甲南大学では基礎的な英語を学ぶ「基礎英語」を、一年次の必修科目として履修します。
さらに、その英語科目とともに言語の必修科目とし履修するのが「基礎第二外国語」です。
学生の皆さまはドイツ語・フランス語・中国語・韓国語の4言語から1つを選択します。２つの
言語を学ぶことで、言語能力の向上とともに国際理解を深めるきっかけにつながります。
　甲南大学生協では、そんなカリキュラムにあった電子辞書の第二外国語コンテンツカード
をご用意しています。 詳しくはP72（第2外国語のページへ）

英語が充実

言語担当の先生方が推薦

各分野の専門辞書

最適な学習プランを収録

新TOEIC、SPI対策が充実

保証（４年のメーカー
保証と学割修理保証）

第2外国語について

学部に合った、オリジナル「大学生モデル」
をお薦めしています。

186コンテンツ
収録

買い替え必要？ 高校生モデルでは不十分？
大学生モデルをオススメする３つの理由

SPIの本試験は、1問あたり30秒程度で解答しないと全問解答出来ません。
スピードが勝敗を分けます。問題の傾向に早いうちから慣れておけば、いざ就活本番を迎えても安心です。

その１
オススメ

TOEICやTOEFLの最新版試験対策コンテンツ搭載！！！

その2
オススメ

就職活動に役立つコンテンツ収録

その3
オススメ

高校生モデルの電子辞書では物足りません！！！

いまや多くの企業が、新入社員採用時、また昇進時にTOEIC・TOEFLのスコアを判断基準の一つとしています。大学生
向け電子辞書ならTOEIC新形式に対応したコンテンツが充実しているのでスコアアップに最適！

～就活に英語力が求められる時代だから～

高校生モデル VS 大学生モデル　電子辞書引き比べ！

用語
textwalking

nomophobia

on-trend

財産開示手続き

バーコフの定理

歩きスマホ

無携帯恐怖症　※携帯電話が使えないことに対する恐怖症

大流行の，流行に乗っている

基本法律用語／大辞泉

理化学辞典　※理系モデルにのみ掲載

高校生モデル 大学生モデル

検索できず

大学生モデル勝利!!

同じ単語を調べても、結果はこんなに違います

情報量が違う！
専門用語を引き比べても…

opportunity cost 
（機会費用） 

高校モデル 大学モデルVS

日本経済の動向を
理解する為の解説書

甲南大生のための電子辞書

電子辞書を持って良かったこと
重たくなく、カバンに入れておけるから。 経営学部  卒業生（女）

電子辞書を持って良かったこと
一つの電子辞書でたくさんの機能があるので便利＋軽い。 文学部  卒業生（女）

学

び

の

準

備

2017年度 新入生

ご利用頂いています
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文系
モデル
実務英語、

留学・就職の
英語学習に最適

留学・就職の
英語学習、

理系学生に最適

大型英語辞典を充実収録 理系専門辞典を収録

対象学部 ◎文学部　◎法学部　◎経済学部
◎経営学部　◎マネジメント創造学部

Q. そもそも電子辞書は必要？ スマートフォンですぐ調べられるけど…
スマホでの検索は確かに便利です。しかし、甲南でスマホを使って良い授業はほとんどありません。授業中に着信音が
鳴るだけで怒る先生やスマホを使用していると欠席扱いにされるなど単位取得に影響する場合もあります。
その反面、電子辞書なら語学や専門科目でも使用を許可する先生もいるので、大学の授業のために電子辞書を携帯
することをオススメします。

A.

理系
モデル

国際言語文化センター 津田 信男先生 推薦

推薦文は１月下旬WEBにて公開！（予定）
理工学部 機能分子化学科 教授 茶山 健二先生 推薦

推薦文は１月下旬WEBにて公開！（予定）

　授業へ持っていく機会も多く、カバンの中で教科書や
荷物によって傷がついたり、圧迫されて液晶にひびがい
くことがあります。そういったトラブルを避けるためにも、
電子辞書とセットでご購入ください。

電子辞書ケース

800円
甲南大学生協特別価格
DJC-003NBK商品番号

410

（本体価格741円＋税）

第２外国語セット

（本体価格34,074円＋税）

新学期特別価格
　36,800円

商品番号
402

※本体のみ

（本体価格30,556円＋税）
33,000円

商品番号
400

AZ-Z9800

対象学部 ◎理工学部　◎知能情報学部
◎フロンティアサイエンス学部

第２外国語セット

（本体価格34,074円＋税）

新学期特別価格
　36,800円

商品番号
403

※本体のみ

（本体価格30,556円＋税）
33,000円

商品番号
401

AZ-Z9850

万が一故障しても大丈夫！！ 安心の４年間在学保証！！

一般販売店 甲南大学生協

メーカー保証 １年間 メーカー保証 ４年間

（一例）

液晶パネル
が割れた

修理参考価格
１万円前後

（一例）

液晶パネル
が割れた

修理参考価格
￥5,400（税込）

大学生協
なら

安心の
長期保証

保証対象外の修理も
学割！

万が一故障しても大丈夫！！ 安心の４年間在学保証！！

一般販売店 甲南大学生協

メーカー保証 １年間 メーカー保証 ４年間

（一例）

液晶パネル
が割れた

修理参考価格
１万円前後

（一例）

液晶パネル
が割れた

修理参考価格
￥5,400（税込）

大学生協
なら

安心の
長期保証

保証対象外の修理も
学割！

第２外国語セットを購入の場合、メーカー希望価格
12,960円のカードが3,800円で付属します。

第２外国語セットを購入の場合、メーカー希望価格
12,960円のカードが3,800円で付属します。

電子辞書を持って良かったこと
語学の授業で役に立つ。 経済学部  卒業生（男）

電子辞書を持って良かったこと
重い辞書を持ち歩かずにすむ。 経済学部  卒業生（女）
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『第２外国語』担当の先生方の推薦文

ドイツ語の方

国際言語文化センター
藤原 三枝子先生 推薦
推薦文は１月下旬WEBにて公開！（予定）

AZ-Z9800

電子辞書本体 ＋ 第２外国語カード電子辞書本体 ＋ 第２外国語カード

アクセス独和辞典
アクセス和独辞典
ゼロから始めるドイツ語
口が覚えるドイツ語

音声●ドイツ語カード

見出し語約13,000語・動詞変化形約3,700語をネイティブ発音！ 
項目数約60,000語を収録し、ドイツ最新情報を盛り込んだ新語も充実。

韓国語の方

国際言語文化センター
金 泰虎先生 推薦
推薦文は１月下旬WEBにて公開！（予定）

朝鮮語辞典
小学館 日韓辞典
ゼロから始める韓国語

音声

●韓国語カード

見出し語約11,000語をネイティブ発音！
初学者から研究者まで、幅広く使える本格的な朝鮮語辞典。

中国語の方

国際言語文化センター
胡 金定先生 推薦
推薦文は１月下旬WEBにて公開！（予定）

親字約13,500字/熟語約7,200語をネイティブ発音！
現代的で使い勝手の良い用例も豊富に収録した中日辞典。

フランス語の方

国際言語文化センター
中村 典子先生 推薦
推薦文は１月下旬WEBにて公開！（予定）

口が覚えるフランス語
ロワイヤル仏和中辞典
ゼロから始めるフランス語
プチロワイヤル仏和辞典
プチロワイヤル和仏辞典

音声

●フランス語カード

見出し語約10,000語（重要語）・動詞活用形約4,300語をネイティブ発音！
約47,000語を収録し、最新語・専門語や精選された用例も充実。

商品番号
402

商品番号
402

商品番号
402

商品番号
402

AZ-Z9800

AZ-Z9800

AZ-Z9800

口が覚える中国語
中日辞典 新語・情報篇
ゼロから始める中国語
中日辞典
日中辞典

音声

●中国語カード

電子辞書本体は第２外国語コンテンツカードが挿入できるようになっており、各言語
の辞書のはいったコンテンツカードをご利用できます。
第２外国語セットをお買い上げの皆様には、第２外国語のコンテンツカードの引換証
を本体と一緒に送付させていただきます。
4月2週目（予定）の第2外国語の履修が決まりましたら、学友会館北館１階の生協店
舗（TSUTAYA BOOKSTORE 甲南大学 学友会館）へ必ず引換証をご持参のうえ、
ご来店ください。
皆様のご来店をお待ちしております。

第２外国語コンテンツカードについて

西村順二研究室×アシックス×甲南大学生協　
オススメ甲南スポーツウェア

◎紺ポロシャツ ◎Tシャツ ◎スウェット

体育の授業や部活、

普段使いにも幅広く人気です！体育の授業や部活、

普段使いにも幅広く人気です！

　経営学部の西村順二研究室の学生さんがマーケティングを行い、アシックスさんと生協とコラボして、甲南オリジナルスポー
ツウェアを作りました。マークやデザイン一つひとつに甲南を愛していこうという思いのこもったウェアです。体育実技の授業
や部活など、多くの学生さんがウェアを愛用中です。

ポロシャツ

※体育用品（ポロシャツ・Tシャツ）について綿の生地の商品を販売いたします。
　在庫数の関係でポリエステルの生地になる場合がありますのでご了承ください。
※体育用品については生地が異なる場合がありますのでご了承ください。

Tシャツ

ポロシャツ・Tシャツ　サイズ表
SS
S
M
L
O
XO

対応身長　約160cm、胸囲　約84cm、胴囲　約70cm
対応身長　約165cm、胸囲　約88cm、胴囲　約74cm
対応身長　約170cm、胸囲　約92cm、胴囲　約78cm
対応身長　約175cm、胸囲　約96cm、胴囲　約82cm
対応身長　約180cm、胸囲　約100cm、胴囲　約86cm
対応身長　約185cm、胸囲　約104cm、胴囲　約90cm

※2XOもございます。

スウェット　サイズ表
S
M
L
O
XO

対応身長　約165cm、胸囲　約88cm、胴囲　約74cm
対応身長　約170cm、胸囲　約92cm、胴囲　約78cm
対応身長　約175cm、胸囲　約96cm、胴囲　約82cm
対応身長　約180cm、胸囲　約100cm、胴囲　約86cm
対応身長　約185cm、胸囲　約104cm、胴囲　約90cm

※2XOもございます。

　大学オリジナル商品を作ることになったのは、もっと多くの人に愛校心を
持って欲しい思いからでした。今回のデザインは『翼』『個性の尊重』『loving甲
南』をイメージしています！生地の質にもこだわり、実際の体育でも『おしゃれな
体操服』として着ていただけます！これから入学してこられる一人でも多くの学
生に愛用してもらえればと願っています！ 

実際にマーケティング・デザインを行った
西村順二研究室の先輩よりのメッセージ

甲南大学　経営学部　卒業生

紺ポロシャツ Tシャツ スウェット

通常10,300円
のところ
9,800円
甲南大学生協特別価格商品番号

500

（本体価格9,074円＋税）

■カ　ラ　ー：紺
■メーカー：アシックス

オリジナルTシャツ

■カ　ラ　ー：紺・白
■メーカー：アシックス

オリジナルポロシャツ
■カ　ラ　ー：グレー
■メーカー：アシックス

オリジナルスウェット

体育館シューズ

おすすめお買得！！お買得！！お買得！！

Tシャツ

スウェット

3点セット3点セット3点セット

体育館シューズ 22.0cm～28.0cm（0.5cm刻み）

1,750円
甲南大学生協特別価格

（本体価格1,621円＋税）

商品番号
502

3,300円
甲南大学生協特別価格

（本体価格3,056円＋税）

商品番号
501 5,250円

甲南大学生協特別価格

（本体価格4,862円＋税）

商品番号
503

3,100円
甲南大学生協特別価格

（本体価格2,871円＋税）

商品番号
504

アルバイトして良かったこと
礼儀など学べる。 卒業生（女）

アルバイトして良かったこと
社会に出る前の準備になると思う。接客方法や人との接し方・対応力などアルバイトを通して得られるものはたくさんありました。 経済学部  卒業生（女）
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MOS
キャリアアップ講座

おすすめします！
受講を

自信を持って「パソコンが使える」ことをアピールしよう！
甲南大学キャリアセンター主催　キャリアアップ講座

（Microsoft Office Specialist）
試験対策講座

新入生センターの受付期間に
お申込みの方には
特別価格にて受講できます！

（パソコン講座とあわせて受講されることをおすすめします！！）

※パソコンを持ち込めない方は、レンタルも行っております。
　（レンタル料金：1科目1,000円（税込））

夏期休暇の期間に短期集中6日間を予定！！
（予備日含む）

早期申込み
MOS試験対策講座受講特別価格（パソコン持込受講料）

開催場所は岡本キャンパスになります。
（CUBEキャンパス、FIRSTキャンパスの学部の方はご注意ください）

1科目 34,000円（税込）

Excel2016、Word2016、PowerPoint2016から選択できます。

マイクロソフトオフィススペシャリスト（MOS）とは…

2017年度 甲南MOS
試験対策講座受験合格率

100％
（2017年11月30日現在）

（※）世界約200の国と地域で同一試験範囲・同一難易度で実施されているので、取得した資格は海外でも活かせます。
（※※）国内企業のMOS活用事例は、MOS公式サイト（http://mos.odyssey-com.co.jp/）をご覧ください。

国内累計受験者数400万人を超えるMicrosoft Office製品
の利用スキルを証明する国際資格（※）です。昨年度受験者全
体の約3分の１が学生のとき（20歳まで）に受験しています。
国内外の多くの企業でパソコンスキルの評価基準として活用
されている（※※）MOSで、就職活動のときに自信を持って

「パソコンが使える」ことをアピールしましょう。

運転免許はキャンパスライフの必須アイテム。
時間的に余裕のある１・２回生時の取得をおすすめします。

大学生のライフスタイルに合せて運転免許が取得できるように、大学生協では、自宅や大学から通いながら取得する「通学制」コース、夏・春
休みを利用してホテルや宿舎に泊まりながら取得する「合宿制」コースをご用意しています。自動車、バイクの免許を取ろうとしたら、大学生
協のサービスカウンターへお越しください。一般料金より割安の組合員価格はもとより、ライフスタイルに合わせてジャストフィットの教習所
を紹介、気になる費用も分割払いなどの方法をアドバイスいたします。

通学制の大学生協指定教習所は、近
畿２府４県エリアでご用意。自宅から
大学から生活スタイルに合わせて選
べるから大変便利です。

大学卒業までの免許所有率は、なんと90％です。特に１～
２回生までに習得される方は、そのうち70％を占めていま
す。その動機は、①車を運転したいから ②行動範囲が広が
るから ③就職に必要だから ④社会人になってからでは時
間がとれなくなるからとなっています。運転免許は学生のう
ちに取るのが一般的となっています。

運転免許は必須資格です

インターネットで予約OK
http://www.knu.jp/service/tsugaku

京阪神エリアから選べる
ワイドな生協指定教習所 夏休み、春休みなどに短期間（最短

14～20日間程度）で計画的に免許
を取得できる合宿制教習所。通学制
ならどうしても休み中は混み合うし、
集中的に技能教習を受けたいという
人におすすめ。

インターネットで予約OK
http://www.knu.jp/service/auto

短期間で免許取得をしたいという人に…

空き時間に気軽に取りたい、早く免許を取りたい、安く免許を
取りたい、希望に応じた多様なコースが選択できるように各教
習所ごとにオリジナルコースをご用意。

●技能教習をご自分で予約する基本的なプランです。
●お好きな時間、空いた時間を有効活用してマイペー

スで教習できます。
●忙しくてまとまった時間の取れない方
●教習に自信のある方　●マイペースが好きな方

多様なコースプランをご用意

１．フリープラン
特徴

おすすめ
タイプ

●フリープランを利用しながら、技能補習教習、修了検
定、卒業検定の追加料金が不要なプランです。

●お好きな時間、空いた時間を有効活用してマイペー
スで教習できます。

●教習にあまり自信の無い方
●忙しくてまとまった時間の取れない方

２．安心パックプラン
特徴

おすすめ
タイプ

●教習生の予定を優先しながらオリジナルのカリキュラム
を作成するコースです。

４．オーダーメイドプラン
特徴

●自動二輪免許と普通免許を両方取ってしまおうという欲
張りなコースです。教習所によって２種類のコースがあ
ります。

●セットアップコース
自動二輪免許を試験場で先行取得し、普通免許にチャレンジするコース。２
４時間の学科、技能講習２時間、仮免・本免の学科試験がそれぞれ、免除とな
るので効率よく費用も割安。セット教習と呼ぶ教習所もあります。

●同時教習コース
自動二輪と四輪を同時進行させるコース。学科教習が27時限受講でOK。

５．自動二輪＋普通四輪コース
特徴

●あらかじめ、技能教習、学科教習、検定などのスケ
ジュールが決められており、それに基づいて進行す
るコースです。

●効率よく自動車学校を卒業できます。
●最短16日間程度で卒業が可能な自動車学校もあります。
●とにかく早く運転免許がほしい方におすすめ
●まとまった時間の取れる方

３．短期集中プラン
特徴

おすすめ
タイプ

「安心パック」「短期集中」「オーダーメイド」などの各プランは時期によって実施しない場合がありますので、予めご了承ください。

【兵庫県】　武庫川自動車学園・阪神自動車学院・兵庫県自動車学校西宮校・甲子園自動車教習所・アールドライバーズ西北・大陽猪名川自動車学校・三田自動車学院・篠山自動車教習所・尼崎ドライブスクール・
杭瀬自動車学校・リエゾンドライビングスクール・ポートアイランドドライビングスクール・北須磨ドライビングスクール・神戸ドライヴィングスクール・神戸西インター自動車学校・西神自動車学院・兵庫県自動車
学校明石校・土山自動車学院・はりま自動車教習所・兵庫県山陽自動車教習所・姫路中央自動車学院・西播自動車教習所・網干自動車教習所　【大阪府】　みのお自動車教習所・豊中自動車教習所・阪急ドライビ
ングスクール服部緑地・吹田自動車教習所・茨木ドライビングスクール・高槻自動車教習所・関目自動車学校・オリックスドライビングスクール弁天町・芦原自動車教習所・住の江ドライビングスクール・ネヤガワド
ライビングスクール・門真自動車教習所・八戸ノ里ドライビングスクール・八尾柏原ドライビングスクール・八尾自動車教習所・阪奈自動車教習所・堺自動車教習所・阪和鳳自動車学校・泉北自動車学校・高石自動
車スクール・いずみさの自動車教習所・富田林モータースクール・光明池自動車教習所・ドライビングスクール・みさき　【和歌山県】　南海紀の川自動車学校・ドライビング・スクールかいなん・塩屋自動車学校・
新開自動車学校　【奈良県】　香芝自動車学校・法隆寺自動車教習所　【京都府】　長岡自動車教習所・二条自動車教習所・デルタ自動車四条教習所・光悦自動車教習所・宝池自動車教習所・山科自動車教習所・
洛東自動車教習所　【滋賀県】　ぜぜ自動車教習所・月の輪自動車教習所・アヤハ自動車教習所　【二輪専門学校】　阪神ライディングスクール・伏見テクニカルセンター

大学生協指定通学制自動車学校

【島根県】　Mランド益田校・出雲高等自動車教習所　【兵庫県】　北播ドライビングスクー
ル・あぼし自動車教習所・Mランド丹波ささ山校・神戸西インター自動車学校・神戸ドライヴィ
ングスクール・ポートアイランドドライビングスクール・大陽猪名川自動車学校　【宮崎県】　
宮崎シーサイドモータースクール　【長崎県】　共立自動車学校　【熊本県】　多良木自動
車学園・中球磨モータースクール　【鳥取県】　倉吉自動車学校・米子西部自動車学校・鳥取
県自動車学校・イナバ自動車学校　【岡山県】　新見自動車教習所・勝英自動車学校　【広島
県】　備南自動車学校　【高知県】　四万十自動車学校　【愛媛県】　四国中央自動車学校

【徳島県】　三加茂自動車学校　【和歌山県】　ドライビング・スクールかいなん　【福井県】
福井自動車学校・敦賀自動車学校・つるが中央自動車学校・新田塚自動車学校・鯖江自動車学
校・北陸自動車学校　【石川県】　七尾自動車学校　【長野県】　信州駒ヶ根自動車学校　

【岐阜県】　マジオドライビングスクール大垣　【静岡県】　マジオドライビングスクール藤
枝・静岡県自動車学校・遠鉄自動車学校　【山形県】　山形中央自動車学校・米沢ドライビン
グスクール・村山自動車学校・鶴岡自動車学園　【北海道】　幕別自動車学校

大学生協指定通学制自動車学校

詳しくは専用パンフ

レットをご覧くださ
い。

通学制 合宿制

商品番号
360

2科目 58,000円（税込）
商品番号
361

3科目 82,000円（税込）
商品番号
362
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自動車免許を取得しよう

自治会、クラブ、サークルをして良かったこと
友人が増えたこと、思い出がたくさん作れること。 経営学部  卒業生（女）

自治会、クラブ、サークルをして良かったこと
協調性を身につけた。 文学部  4回生（女）

7574



コード 商品名 お申込み 組合員価格（税込）
100 ミール＆テキストプリペイドカード（KoCoCa）１年間安心コース（銀行口座自動引き落し）　総菜券60枚 55,000円
101 ミール＆テキストプリペイドカード（KoCoCa）２ヶ月安心コース（初回入金のみ） 55,000円
110 学生総合共済（学部生・自宅生・基本プラン）   18,600円
111 学生総合共済（学部生・自宅生・安心プラン） 31,600円
112 学生総合共済（学部生・自宅外生・基本プラン） 20,600円
113 学生総合共済（学部生・自宅外生・安心プラン） 42,850円
120 学生総合共済（院生・自宅生・基本プラン） 15,920円
121 学生総合共済（院生・自宅生・安心プラン） 19,430円
122 学生総合共済（院生・自宅外生・基本プラン） 17,920円
123 学生総合共済（院生・自宅外生・安心プラン） 26,980円
200 学生生活１１０番（４年間タイプ・学部生） 9,250円
220 学生生活１１０番（２年間タイプ・学部生） 5,550円
330 東芝パソコンセット（ノートパソコンOfficeなし＋プリンタ＋パソコン講座） 184,800円
331 東芝パソコンセット（ノートパソコンOfficeあり＋プリンタ＋パソコン講座） 199,800円
300 ノートパソコン　東芝 dynabook V72 Officeなし 159,800円
301 ノートパソコン　東芝 dynabook V72 Officeあり 174,800円
302 ノートパソコン　Apple MacBook Pro 13インチ 169,800円
303 【西宮CUBE】ノートパソコン Surface Pro 延長保証なし キーボード ブラック 131,800円
304 【西宮CUBE】ノートパソコン Surface Pro 延長保証あり キーボード ブラック 156,800円
310 プリンタ　ブラザー　DCP-J972N 　白 9,980円
340 訪問セットアップ　何でもセットアップ①　（無線ルータ付・出張無料地域） 25,000円
341 訪問セットアップ　何でもセットアップ①　（無線ルータ付・出張有地域） 29,800円
342 訪問セットアップ　何でもセットアップ②　（ルータなし・出張無料地域） 20,800円
343 訪問セットアップ　何でもセットアップ②　（ルータなし・出張有地域） 25,600円
344 訪問セットアップ　無線ルータ設定のみ　（無線ルータ付・出張無料地域） 16,600円
345 訪問セットアップ　無線ルータ設定のみ　（無線ルータ付・出張有地域） 21,400円
320 【東芝パソコン購入者限定】パソコン講座 19,800円
321 【東芝パソコン購入者限定】オプション講座（Word・Excel） 19,800円
360 MOS試験対策講座１科目　Excel（　　）　Word（　　）　PowerPoint（　　） 34,000円
361 MOS試験対策講座２科目　Excel（　　）　Word（　　）　PowerPoint（　　） 58,000円
362 MOS試験対策講座３科目 82,000円
350 インターネット回線・J：COM学割キャンペーン J：COMより連絡いたします
420 簿記電卓　CASIO AZ-26S 5,400円
421 関数電卓　CASIO fx-JP900-N 5,400円
400 電子辞書　文系モデル　CASIO AZ-Z9800 本体のみ 33,000円
401 電子辞書　理系モデル　CASIO AZ-Z9850 本体のみ 33,000円
402 電子辞書　文系モデル　CASIO AZ-Z9800 本体＋第2外国語セット 36,800円
403 電子辞書　理系モデル　CASIO AZ-Z9850 本体＋第2外国語セット 36,800円
410 電子辞書ケース　エレコム DJC-003NBK 800円
500 甲南ポロシャツ（紺）＆Tシャツ＆スウェットセット　ポロシャツサイズ（　　）　Tシャツサイズ（　　）　スウェットサイズ（　　） 9,800円
501 甲南ポロシャツ　（　　）紺　（　　）白　サイズ（　　） 3,300円
502 甲南Tシャツ　サイズ（　　） 1,750円
503 甲南スウェットパンツ　サイズ（　　） 5,250円
504 体育館シューズ　サイズ（　　　　） 3,100円
800 英語学習アカデミックパック　ＴＯＥＩＣスターターキットPlusのみ 9,800円
801 英語教材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講座付きプレミアコース」 19,800円
802 英語学習アカデミックパック　ＴＯＥＩＣスターターキットPlus＋理系英語 20,088円
803 英語学習アカデミックパック　ＴＯＥＩＣスターターキットPlus＋経済英語 14,904円
804 英語学習アカデミックパック　ＴＯＥＦＬスターターキット 14,904円

申込金額が10,000円以下の場合は、申し訳ございませんが送料として800円追加をいただきます。 800円

合　計　金　額 円

パソコン配達日設定（送料無料） 　　　　　月　　　　　日
配送先指定 □講習会受取 ２月12日希望　□講習会受取 ４月３日希望　□講習会受取 ４月４日希望　□講習会受取 ４月５日希望　□配送先住所

※（302）Apple MacBook Proをお申込みの方は、配送先住所のみ選択可。

2 お支払いは お近くのコンビニにて簡単便利に

3 お渡し方法は 本冊子P81をご覧ください。3

お申込みいただいた商品といっしょに「コンビニ振込用紙」をお
送りいたします。
コンビニエンスストアにて商品到着後１週間以内にお支払いくだ
さい。

「総合申込書」をご利用になり、郵送・FAXでお申し込みの場合は、共済・学賠・
ミール＆テキストカード（KoCoCa）事前チャージ・学生生活１１０番を添付の払
込用紙でお支払いを選んでいる方は重複しますので商品コード100～220は使
用しないでください。

新入生サポートセンター
１/15（月）～１/31（水） ☎078-441-7910

http://www.knu.jp

お
問
い
合
せ
は ホームページでは info@konan-unvcoop.or.jpE-mailは

今すぐ
お申込

インターネットでお申込みいただけます

https://www.knu.jp/store/

1 お申込みは

オンラインストア　お客様情報　新規登録本冊子P79商品申込用紙

※お願い
合格通知書に記入された「整理番号」（8桁）を
必ずご記入お願いします。

整理番号を記入

※本冊子「甲南大学入学関連
商品総合申込書」にご記入
いただき、FAXでもお申し
込みいただけます。

検　索甲南大学生協

10,000円以上のお買い上げで送料無料。
お申込み金額の合計が10,000円未満の場合は送料として800円をご負担いただきます。

受付時間　平日 10：00～16：00
土・日・祝 休み{

２/13（火）～３/31（土） ☎078-441-7910 受付時間　平日 10：00～16：00
土曜 10：00～13：00　日・祝 休み{

学

び

の

準

備

入学関連商品の
お申込み・お支払いについて

77



コード 商品名 お申込み 組合員価格（税込）
100 ミール＆テキストプリペイドカード（KoCoCa）１年間安心コース（銀行口座自動引き落し）　総菜券60枚 55,000円
101 ミール＆テキストプリペイドカード（KoCoCa）２ヶ月安心コース（初回入金のみ） 55,000円
110 学生総合共済（学部生・自宅生・基本プラン）   18,600円
111 学生総合共済（学部生・自宅生・安心プラン） 31,600円
112 学生総合共済（学部生・自宅外生・基本プラン） 20,600円
113 学生総合共済（学部生・自宅外生・安心プラン） 42,850円
120 学生総合共済（院生・自宅生・基本プラン） 15,920円
121 学生総合共済（院生・自宅生・安心プラン） 19,430円
122 学生総合共済（院生・自宅外生・基本プラン） 17,920円
123 学生総合共済（院生・自宅外生・安心プラン） 26,980円
200 学生生活１１０番（４年間タイプ・学部生） 9,250円
220 学生生活１１０番（２年間タイプ・学部生） 5,550円
330 東芝パソコンセット（ノートパソコンOfficeなし＋プリンタ＋パソコン講座） 184,800円
331 東芝パソコンセット（ノートパソコンOfficeあり＋プリンタ＋パソコン講座） 199,800円
300 ノートパソコン　東芝 dynabook V72 Officeなし 159,800円
301 ノートパソコン　東芝 dynabook V72 Officeあり 174,800円
302 ノートパソコン　Apple MacBook Pro 13インチ 169,800円
303 【西宮CUBE】ノートパソコン Surface Pro 延長保証なし キーボード ブラック 131,800円
304 【西宮CUBE】ノートパソコン Surface Pro 延長保証あり キーボード ブラック 156,800円
310 プリンタ　ブラザー　DCP-J972N 　白 9,980円
340 訪問セットアップ　何でもセットアップ①　（無線ルータ付・出張無料地域） 25,000円
341 訪問セットアップ　何でもセットアップ①　（無線ルータ付・出張有地域） 29,800円
342 訪問セットアップ　何でもセットアップ②　（ルータなし・出張無料地域） 20,800円
343 訪問セットアップ　何でもセットアップ②　（ルータなし・出張有地域） 25,600円
344 訪問セットアップ　無線ルータ設定のみ　（無線ルータ付・出張無料地域） 16,600円
345 訪問セットアップ　無線ルータ設定のみ　（無線ルータ付・出張有地域） 21,400円
320 【東芝パソコン購入者限定】パソコン講座 19,800円
321 【東芝パソコン購入者限定】オプション講座（Word・Excel） 19,800円
360 MOS試験対策講座１科目　Excel（　　）　Word（　　）　PowerPoint（　　） 34,000円
361 MOS試験対策講座２科目　Excel（　　）　Word（　　）　PowerPoint（　　） 58,000円
362 MOS試験対策講座３科目 82,000円
350 インターネット回線・J：COM学割キャンペーン J：COMより連絡いたします
420 簿記電卓　CASIO AZ-26S 5,400円
421 関数電卓　CASIO fx-JP900-N 5,400円
400 電子辞書　文系モデル　CASIO AZ-Z9800 本体のみ 33,000円
401 電子辞書　理系モデル　CASIO AZ-Z9850 本体のみ 33,000円
402 電子辞書　文系モデル　CASIO AZ-Z9800 本体＋第2外国語セット 36,800円
403 電子辞書　理系モデル　CASIO AZ-Z9850 本体＋第2外国語セット 36,800円
410 電子辞書ケース　エレコム DJC-003NBK 800円
500 甲南ポロシャツ（紺）＆Tシャツ＆スウェットセット　ポロシャツサイズ（　　）　Tシャツサイズ（　　）　スウェットサイズ（　　） 9,800円
501 甲南ポロシャツ　（　　）紺　（　　）白　サイズ（　　） 3,300円
502 甲南Tシャツ　サイズ（　　） 1,750円
503 甲南スウェットパンツ　サイズ（　　） 5,250円
504 体育館シューズ　サイズ（　　　　） 3,100円
800 英語学習アカデミックパック　ＴＯＥＩＣスターターキットPlusのみ 9,800円
801 英語教材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講座付きプレミアコース」 19,800円
802 英語学習アカデミックパック　ＴＯＥＩＣスターターキットPlus＋理系英語 20,088円
803 英語学習アカデミックパック　ＴＯＥＩＣスターターキットPlus＋経済英語 14,904円
804 英語学習アカデミックパック　ＴＯＥＦＬスターターキット 14,904円

申込金額が10,000円以下の場合は、申し訳ございませんが送料として800円追加をいただきます。 800円

合　計　金　額 円

パソコン配達日設定（送料無料） 　　　　　月　　　　　日
配送先指定 □講習会受取 ２月12日希望　□講習会受取 ４月３日希望　□講習会受取 ４月４日希望　□講習会受取 ４月５日希望　□配送先住所

※（302）Apple MacBook Proをお申込みの方は、配送先住所のみ選択可。

コード 商品名 お申込み 組合員価格（税込）
100 ミール＆テキストプリペイドカード（KoCoCa）１年間安心コース（銀行口座自動引き落し）　総菜券60枚 55,000円
101 ミール＆テキストプリペイドカード（KoCoCa）２ヶ月安心コース（初回入金のみ） 55,000円
110 学生総合共済（学部生・自宅生・基本プラン）   18,600円
111 学生総合共済（学部生・自宅生・安心プラン） 31,600円
112 学生総合共済（学部生・自宅外生・基本プラン） 20,600円
113 学生総合共済（学部生・自宅外生・安心プラン） 42,850円
120 学生総合共済（院生・自宅生・基本プラン） 15,920円
121 学生総合共済（院生・自宅生・安心プラン） 19,430円
122 学生総合共済（院生・自宅外生・基本プラン） 17,920円
123 学生総合共済（院生・自宅外生・安心プラン） 26,980円
200 学生生活１１０番（４年間タイプ・学部生） 9,250円
220 学生生活１１０番（２年間タイプ・学部生） 5,550円
330 東芝パソコンセット（ノートパソコンOfficeなし＋プリンタ＋パソコン講座） 184,800円
331 東芝パソコンセット（ノートパソコンOfficeあり＋プリンタ＋パソコン講座） 199,800円
300 ノートパソコン　東芝 dynabook V72 Officeなし 159,800円
301 ノートパソコン　東芝 dynabook V72 Officeあり 174,800円
302 ノートパソコン　Apple MacBook Pro 13インチ 169,800円
303 【西宮CUBE】ノートパソコン Surface Pro 延長保証なし キーボード ブラック 131,800円
304 【西宮CUBE】ノートパソコン Surface Pro 延長保証あり キーボード ブラック 156,800円
310 プリンタ　ブラザー　DCP-J972N 　白 9,980円
340 訪問セットアップ　何でもセットアップ①　（無線ルータ付・出張無料地域） 25,000円
341 訪問セットアップ　何でもセットアップ①　（無線ルータ付・出張有地域） 29,800円
342 訪問セットアップ　何でもセットアップ②　（ルータなし・出張無料地域） 20,800円
343 訪問セットアップ　何でもセットアップ②　（ルータなし・出張有地域） 25,600円
344 訪問セットアップ　無線ルータ設定のみ　（無線ルータ付・出張無料地域） 16,600円
345 訪問セットアップ　無線ルータ設定のみ　（無線ルータ付・出張有地域） 21,400円
320 【東芝パソコン購入者限定】パソコン講座 19,800円
321 【東芝パソコン購入者限定】オプション講座（Word・Excel） 19,800円
360 MOS試験対策講座１科目　Excel（　　）　Word（　　）　PowerPoint（　　） 34,000円
361 MOS試験対策講座２科目　Excel（　　）　Word（　　）　PowerPoint（　　） 58,000円
362 MOS試験対策講座３科目 82,000円
350 インターネット回線・J：COM学割キャンペーン J：COMより連絡いたします
420 簿記電卓　CASIO AZ-26S 5,400円
421 関数電卓　CASIO fx-JP900-N 5,400円
400 電子辞書　文系モデル　CASIO AZ-Z9800 本体のみ 33,000円
401 電子辞書　理系モデル　CASIO AZ-Z9850 本体のみ 33,000円
402 電子辞書　文系モデル　CASIO AZ-Z9800 本体＋第2外国語セット 36,800円
403 電子辞書　理系モデル　CASIO AZ-Z9850 本体＋第2外国語セット 36,800円
410 電子辞書ケース　エレコム DJC-003NBK 800円
500 甲南ポロシャツ（紺）＆Tシャツ＆スウェットセット　ポロシャツサイズ（　　）　Tシャツサイズ（　　）　スウェットサイズ（　　） 9,800円
501 甲南ポロシャツ　（　　）紺　（　　）白　サイズ（　　） 3,300円
502 甲南Tシャツ　サイズ（　　） 1,750円
503 甲南スウェットパンツ　サイズ（　　） 5,250円
504 体育館シューズ　サイズ（　　　　） 3,100円
800 英語学習アカデミックパック　ＴＯＥＩＣスターターキットPlusのみ 9,800円
801 英語教材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講座付きプレミアコース」 19,800円
802 英語学習アカデミックパック　ＴＯＥＩＣスターターキットPlus＋理系英語 20,088円
803 英語学習アカデミックパック　ＴＯＥＩＣスターターキットPlus＋経済英語 14,904円
804 英語学習アカデミックパック　ＴＯＥＦＬスターターキット 14,904円

申込金額が10,000円以下の場合は、申し訳ございませんが送料として800円追加をいただきます。 800円

合　計　金　額 円

パソコン配達日設定（送料無料） 　　　　　月　　　　　日
配送先指定 □講習会受取 ２月12日希望　□講習会受取 ４月３日希望　□講習会受取 ４月４日希望　□講習会受取 ４月５日希望　□配送先住所

※（302）Apple MacBook Proをお申込みの方は、配送先住所のみ選択可。

●必ず合格通知書の「整理
番号」をご記入ください。

●お名前は、入学されるご
本人様名をご記入くださ
い。

●ご住所はマンション・ア
パート名、号室まで正確に
ご記入ください。

●郵送・FAXにてお申込の
場合、生協より一週間以
内に受注確認のお電話ま
たはFAXをさせていた
だきます。

●パソコンをご注文の場合
は必ず配達希望日と配達
先をご指定ください。

●体育用品をお申込の場合
は必ずサイズをご記入く
ださい。

●返品・交換は出来ません
のでご注意お願いいたし
ます。

「総合申込書」をご利用に
なり、郵送・FAXでお申し
込みの場合は、共済・学賠・
ミー ル＆テ キ ストカ ード

（KoCoCa）事前チャージ・
学生生活１１０番を添付の
払込用紙でお支払いを選
んでいる方は重複しますの
で商品コード100～220
は使用しないでください。

※個人情報につきましては、甲南大学生活協同組合ホームページ http://www.knu.jp/「個人情報保護基本方針」をご確認ください。

セイキョウ　タロウ

生協 太郎
９３ ５ １２

経済 経済

０９０ １２３４ ＸＸＸＸ

１６６

東京 杉並区和田３丁目３０－２２　コープマンション６２０号室

ａｂｃｄｅ－１２３４５６＠ＸＸＸＸＸＸ.ＸＸ.ｊｐ
８５３２

６５８

兵庫 神戸市東灘区岡本９丁目６－４　生協マンション１１２号室
００７２

セイキョウ　イチロウ

生協 一郎
０３０ ５３０７ ＸＸＸＸ

１

１

１

１

１

３１１,６５０

３ １６

Ｌ Ｌ Ｌ １

●ミール＆テキストカード（KoCoCa）
　【年内合格の方】１月31日（水）　【一般合格の方】3月23日（金）
　お渡し日　入学式後、大学学生部よりお渡しいたします。
●その他の商品の締め切り　４月16日（月）締め切り

お申込み締切日

甲南大学入学関連商品 総合申込書 インターネットからの申込みが便利です。

■郵送の場合 「組合員登録申込書」返送用封筒にてご返送ください。
 〒658-0072  神戸市東灘区岡本9丁目6-4
 甲南大学生活協同組合  新入生センター

■FAXの場合 下記番号へFAXください。
 甲南大学生活協同組合　新入生センター

 FAX→078-451-8647

お申込み欄に数量をご記入ください。

フリガナ

フリガナ

性別
整理
番号男・女

合格通知書の整理番号を記入 生年月日  19　　年　　月　　日
お名前

学部・学科

実家ご住所

配送先
ご住所

保護者
お名前

保護者ＰCアドレス

学部
〒　　　―

学科

ご本人
携　帯

携帯アドレス

実家お電話
保護者携帯

マンション名称は正確にご記入ください。

決っている場合はご記入ください。マンション名称は正確にご記入ください。

－　　　 －

－　　　 －
－　　　 －

都 道
府 県

〒　　　― 都 道
府 県

●大学生活必需品　絶対お勧め

切
り
取
っ
て
お
使
い
く
だ
さ
い

ご記入方法案内

商品は8％の内税表記です。 商品は8％の内税表記です。
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コード 商品名 お申込み 組合員価格（税込）
100 ミール＆テキストプリペイドカード（KoCoCa）１年間安心コース（銀行口座自動引き落し）　総菜券60枚 55,000円
101 ミール＆テキストプリペイドカード（KoCoCa）２ヶ月安心コース（初回入金のみ） 55,000円
110 学生総合共済（学部生・自宅生・基本プラン）   18,600円
111 学生総合共済（学部生・自宅生・安心プラン） 31,600円
112 学生総合共済（学部生・自宅外生・基本プラン） 20,600円
113 学生総合共済（学部生・自宅外生・安心プラン） 42,850円
120 学生総合共済（院生・自宅生・基本プラン） 15,920円
121 学生総合共済（院生・自宅生・安心プラン） 19,430円
122 学生総合共済（院生・自宅外生・基本プラン） 17,920円
123 学生総合共済（院生・自宅外生・安心プラン） 26,980円
200 学生生活１１０番（４年間タイプ・学部生） 9,250円
220 学生生活１１０番（２年間タイプ・学部生） 5,550円
330 東芝パソコンセット（ノートパソコンOfficeなし＋プリンタ＋パソコン講座） 184,800円
331 東芝パソコンセット（ノートパソコンOfficeあり＋プリンタ＋パソコン講座） 199,800円
300 ノートパソコン　東芝 dynabook V72 Officeなし 159,800円
301 ノートパソコン　東芝 dynabook V72 Officeあり 174,800円
302 ノートパソコン　Apple MacBook Pro 13インチ 169,800円
303 【西宮CUBE】ノートパソコン Surface Pro 延長保証なし キーボード ブラック 131,800円
304 【西宮CUBE】ノートパソコン Surface Pro 延長保証あり キーボード ブラック 156,800円
310 プリンタ　ブラザー　DCP-J972N 　白 9,980円
340 訪問セットアップ　何でもセットアップ①　（無線ルータ付・出張無料地域） 25,000円
341 訪問セットアップ　何でもセットアップ①　（無線ルータ付・出張有地域） 29,800円
342 訪問セットアップ　何でもセットアップ②　（ルータなし・出張無料地域） 20,800円
343 訪問セットアップ　何でもセットアップ②　（ルータなし・出張有地域） 25,600円
344 訪問セットアップ　無線ルータ設定のみ　（無線ルータ付・出張無料地域） 16,600円
345 訪問セットアップ　無線ルータ設定のみ　（無線ルータ付・出張有地域） 21,400円
320 【東芝パソコン購入者限定】パソコン講座 19,800円
321 【東芝パソコン購入者限定】オプション講座（Word・Excel） 19,800円
360 MOS試験対策講座１科目　Excel（　　）　Word（　　）　PowerPoint（　　） 34,000円
361 MOS試験対策講座２科目　Excel（　　）　Word（　　）　PowerPoint（　　） 58,000円
362 MOS試験対策講座３科目 82,000円
350 インターネット回線・J：COM学割キャンペーン J：COMより連絡いたします
420 簿記電卓　CASIO AZ-26S 5,400円
421 関数電卓　CASIO fx-JP900-N 5,400円
400 電子辞書　文系モデル　CASIO AZ-Z9800 本体のみ 33,000円
401 電子辞書　理系モデル　CASIO AZ-Z9850 本体のみ 33,000円
402 電子辞書　文系モデル　CASIO AZ-Z9800 本体＋第2外国語セット 36,800円
403 電子辞書　理系モデル　CASIO AZ-Z9850 本体＋第2外国語セット 36,800円
410 電子辞書ケース　エレコム DJC-003NBK 800円
500 甲南ポロシャツ（紺）＆Tシャツ＆スウェットセット　ポロシャツサイズ（　　）　Tシャツサイズ（　　）　スウェットサイズ（　　） 9,800円
501 甲南ポロシャツ　（　　）紺　（　　）白　サイズ（　　） 3,300円
502 甲南Tシャツ　サイズ（　　） 1,750円
503 甲南スウェットパンツ　サイズ（　　） 5,250円
504 体育館シューズ　サイズ（　　　　） 3,100円
800 英語学習アカデミックパック　ＴＯＥＩＣスターターキットPlusのみ 9,800円
801 英語教材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講座付きプレミアコース」 19,800円
802 英語学習アカデミックパック　ＴＯＥＩＣスターターキットPlus＋理系英語 20,088円
803 英語学習アカデミックパック　ＴＯＥＩＣスターターキットPlus＋経済英語 14,904円
804 英語学習アカデミックパック　ＴＯＥＦＬスターターキット 14,904円

申込金額が10,000円以下の場合は、申し訳ございませんが送料として800円追加をいただきます。 800円

合　計　金　額 円

パソコン配達日設定（送料無料） 　　　　　月　　　　　日
配送先指定 □講習会受取 ２月12日希望　□講習会受取 ４月３日希望　□講習会受取 ４月４日希望　□講習会受取 ４月５日希望　□配送先住所

※（302）Apple MacBook Proをお申込みの方は、配送先住所のみ選択可。

共済・学生生活110番申込・
入学関連商品の

お届け・お渡しについて

共済・学生生活110番申込・
入学関連商品の

お届け・お渡しについて

加入手続きのご案内を参照の上「学生総合共済契約申込書」にご記入いただき、同封の封筒にてお
送りください。「甲南大学生協オンラインストア」にて、お支払い選択いただいた場合でも、お手数で
すが「学生総合共済契約申込書」にご記入いただき、同封の封筒にてお送りください。
同封のゆうちょ銀行「払込取扱票」にてお振込ください。「甲南大学生協オンラインストア」にて、お申
込いただいた場合は、生協より「コンビニ振込用紙」をお送りいたします。コンビニエンスストアにて
１週間以内にお支払いください。
お申込から約３０日後に、ご記入いただいた住所に証書をお送りいたします。

１、

２、

３、

【生協共済・保険の申込】

オンラインストア又は同封の学生生活１１０番申込書兼払込書にてお振込ください。
お振込から約２週間後にご記入いただいた住所に会員証をお送りいたします。

１、
２、

【学生生活１１０番のお申込】

無料セットアップ講習会にてお渡しいたします。
（2月12日（祝）、4月3日（火）、4月4日（水）、4月5日（木）開催予定）
無料セットアップ講習会に参加されない方、お急ぎの方は、お申込から２週間以内に宅配便にてお送
りいたします。
２月６日（火）以降でご指定ください。

宅配便にてお送りいたします。

お申込から２週間以内に宅配便にてお送りいたします。
２月13日（火）以降でご指定ください。

（東芝パソコン）
１、

２、

（プリンタ）

（Appleパソコン）

【パソコン・プリンタのお届け】

甲南大学入学関連商品 総合申込書
■郵送の場合 「組合員登録申込書」返送用封筒にてご返送ください。
 〒658-0072  神戸市東灘区岡本9丁目6-4
 甲南大学生活協同組合  新入生センター

■FAXの場合 下記番号へFAXください。
 甲南大学生活協同組合　新入生センター

 FAX→078-451-8647

追 加 申 込 用

フリガナ

フリガナ

性別
整理
番号男・女

合格通知書の整理番号を記入 生年月日  19　　年　　月　　日
お名前

学部・学科

実家ご住所

配送先
ご住所

保護者
お名前

保護者ＰCアドレス

学部
〒　　　―

学科

ご本人
携　帯

携帯アドレス

実家お電話
保護者携帯

マンション名称は正確にご記入ください。

決っている場合はご記入ください。マンション名称は正確にご記入ください。

－　　　 －

－　　　 －
－　　　 －

都 道
府 県

〒　　　― 都 道
府 県

お申込み欄に数量をご記入ください。●大学生活必需品　絶対お勧め
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アルクより直接、ご記入の住所にお送りいたします。・

【アルクTOEICアカデミックパック商品のお届け】

学生証と一体化しておりますので入学式後、大学学生部よりお渡しいたします。・

【ミール＆テキストカード（KoCoCa）のお渡し】

ご注文いただいた商品をキャンセルされる場合は、ご注文から７日以内にご連絡ください。それ以降
のキャンセルはお受けできない場合があります。
開封したり、一度ご利用になられた商品、お客様の取り扱いによる汚破損品、その他特に返品不可と
記した商品は、返品交換できませんので、ご注意ください。

・

・

【パソコン・電子辞書・入学関連商品のキャンセル・返品・交換】

電子辞書、電卓、甲南スポーツウエアはお申込から２週間以内に宅急便にてお送りいたします。
２月16日（金）以降でご指定ください。
第２外国語セットをお申込みの方は、電子辞書本体配送時に第２外国語コンテンツカードの引換証が
付いています。
４月２週目（予定）の第２外国語の履修が決まりましたら学友会館北館１階の生協Books＆Support
へ必ず引換証をご持参のうえご来店ください。

・

・

・

【入学関連商品のお届け・お渡し】

82



「総合申込書」のご注文方法
受付期間：２０１8年12月22日（金）～４月16日（月）
※受付期間以降は各店舗までお問い合わせください。

【ご注文】下記の２つのいずれかの方法でご注文ください。

「総合申込書」に必要事項をご記入の上、
上記番号までFAXしてください。

◆インターネットで　PCから　https://www.knu.jp/store/
◆FAXで ０７８-４５１-８６４７

新入生サポートセンター・住まいの何でも相談コーナーでも、
お申込・お支払いいただけます。

～みなさんの新生活STARTを全力でサポートします～

入学関連
商　品

新入生サポートセンター
期　　間：1月15日（月）～1月31日（水）
場　　所：学友会館北館2階
連　絡　先：078-441-7910
営業時間：平日　10：00～16：00
　　　　　土・日・祝 休み
期　　間：2月13日（火）～3月31日（土）
場　　所：学友会館北館2階
連　絡　先：078-441-7910
営業時間：平日　10：00～16：00　
　　　　　土曜　10：00～13：00　
　　　　　日・祝 休み

（上記期間以外は 078-451-1371）

下宿生活なんでも相談コーナー
場　　所：iCommons4階
　　　　　ブックカフェ サービスカウンター内
期　　間：2017年12月18日（月）～３月31日（土）
営業時間：平日　11：00～16：00　
臨時営業：2018年2/17・18・24・25・
　　　　　3/3・4・10・11・17・18・21・24・25・31・4/1
　　　　　（但し、10：00～16：00）
連　絡　先：078-441-7903
メールにてのお問い合わせは info@knu.jp まで

住まい探し/新生活用品/新学期用品/PC/
電子辞書/ミール＆テキストカード

各種
ご相談

甲 南 大 学

入学準備
Guide BOOK 2018

全キャンパス共通版

ご入学までに必要な手続きのご案内です。
よくお読みいただき、

お早めにお手続きください。

新入生の方・保護者の方へ

甲南大学生活協同組合は、甲南大学内の福利厚生の運営を委託された生活協同組合です。

甲南大学生活協同組合
お
問
い
合
わ
せ

■新入生サポートセンター
１/15（月）～１/31（水）

２/13（火）～３/31（土）

上記期間以外は　TEL：078-451-1371

平日 10：00～16：00　TEL：078-441-7910
場所：学友会館北館２階　土・日・祝 休み
平日 10：00～16：00　TEL：078-441-7910
場所：学友会館北館２階　土曜 10：00～13：00　日・祝 休み

必ず生協加入登録が必要です。同封の「生協加入登録用紙」にご記入いただき
返送いただくか、WEBからご登録ください。手続き締め切りまでに
WEBにて登録いただいた方には、学生証に300円チャージいたします。

重要
※ご注意　加入登録を怠ると、教科書購入時に組合員割引が出来なくなったり、大学生活に必要な生協からのご案内が届かない恐れがあります。

加入登録は
こちらから→

大
学
生
活
の
準
備

大
学
生
協
へ
の
加
入

共
済
・
保
険
へ
の
加
入

食
生
活
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準
備
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